
年     月 沿       革 

明治 ６年（１８７３） ３月 

明治１９年（１８８６） ３月 

明治２０年（１８８７） ３月 

明治４２年（１９０９） ３月 

 

大正１１年（１９２２） ４月 

昭和１６年（１９４１） ４月 

昭和１９年（１９４４） ９月 

昭和２２年（１９４７） ４月 

昭和２６年（１９５１） ４月 

昭和２７年（１９５２） ４月 

昭和２９年（１９５４） ２月 

昭和３８年（１９６３）１２月 

昭和４４年（１９６９） ４月 

昭和４６年（１９７１）１０月 

昭和４８年（１９７３）１２月 

昭和４９年（１９７４） ５月 

            ９月 

昭和５０年（１９７５） ３月 

昭和５１年（１９７６） ８月 

昭和５３年（１９７７） ２月 

昭和５３年（１９７８）１０月 

昭和５６年（１９８１） ５月 

昭和５７年（１９８２） ４月 

昭和６０年（１９８５）１２月 

           １２月 

昭和６１年（１９８６） ３月 

            ６月 

昭和６２年（１９８７） ６月 

           １０月 

           １１月 

           １２月 

昭和６３年（１９８８） ５月 

           １１月 

平成 元年（１９８９） ２月 

平成 ２年（１９９０） ３月 

            ３月 

            ７月 

 

 喬盈舎を金剛寺に設立 

 深小学校と称す 

 深田村藤下に校舎を移転 

 現在地に校舎移転 普通教室 ３ 職員室 １  

住宅併設 

 高等科併設 深尋常高等小学校と改称 

 深国民学校と校名変更 

 大阪市海老江東国民学校児童疎開 炊事場建設 

 深小学校と改称 高等科は中学校となる 

 三原市に合併 三原市立深小学校と改称 

 幼稚園開設  第二中学校分校廃止 第二中学校に統合 

 校舎新設（２６７坪） 

 創立９０周年記念行事挙行 

 学校給食研究指定校となる 

 給食指導優良校として表彰される 

 防火研究指定校となる 

 校門前の橋改修 

 校舎東側非常階段設置 

 校舎西側廊下設置 

 校舎全教室へ蛍光灯２１灯増設 

 屋内運動場竣工 

 校舎西側階段屋根改造 ６学級テレビ設置 

 鉄筋コンクリート四階建て校舎竣工 

 プール新設（25ｍ５コース・幼児用プール併設） 

 歯科保健優良校として表彰される 

 防火研究発表会（園） 

 優良防火管理事業所（園）として表彰される 

 グランドピアノの設置 

 屋内運動場西側側溝の設置 

 屋内運動場暗幕・ステージ垂れ幕・窓開閉装置設置 

 攀登棒の設置 

 屋内運動場に肋木の設置 

 屋内運動場にバスケットスタンドの設置 

 運動場西側防球用ネットの設置 

 焼却炉の設置 

 視聴覚機器設置(シンセサイザー・スレテオ一式・ミ

キサー他） 

生活科実施のための施設充実             

障害児入学に伴う施設改善 

 沿  革   

 

 

 

 



平成 ３年（１９９１） ２月 

平成 ３年（１９９１） ３月 

平成 ４年（１９９２） １月 

 平成 ４年（１９９２） 3 月 

            ５月 

            ７月 

            ９月 

           １１月 

平成 ５年（１９９３） ４月 

            ７月 

            ９月 

平成 ６年（１９９４） １月 

            ２月 

            ３月 

           １２月 

平成 ７年（１９９５） ３月 

            ８月 

           １０月 

 

平成 ８年（１９９６） ９月 

平成 ９年（１９９７） ３月 

平成１０年（１９９８） ６月 

  

１１月 

平成１１年（１９９９） ２月 

            

１０月 

           １２月 

平成１２年（２０００） ４月 

           １２月 

平成１３年（２００１） ３月 

           ８月 

            ９月 

平成１４年（２００２）１１月 

           １２月 

             

 

 

平成１５年（２００３） ８月 

１１月 

           １２月 

米飯給食に伴い，給食室施設・設備改善 

幼稚園足洗い場に屋根設置 

幼稚園裏渡り通路設置 

 電話ファックス設置 

 すべり台設置 

 開校１２０周年記念航空写真撮影 

 ソテツ植樹（岡本義弘さん寄贈） 

 プール修理 

 高鉄棒設置 

 給食室高架水槽塗装 

 パソコン３台・大型ディスプレイ１台設置（図書室） 

 飼育小屋設置・給食室へ電話設置・３階トイレ改修 

 一輪車３台購入 （ＰＴＡ） 

 運動場整地 

 廊下修理 

 一輪車（８台）・収納台（１基）・平行棒設置 

 ブランコ・たいこ橋設置 

 パ ソ コ ン ２ 台  （ 視 聴 覚 セ ン タ ー よ り ）      

給食用冷凍庫設置 

 エアコン設置（図書室） ＰＴＡよりパソコン寄付  

調理用ボイラー新設置 

 桜の木（校門西側）切る（枯れたため） 

 歩道設置のため河川改修により，飼育小屋・焼却場・

鉄棒移動 

 中山の登山道ができる 

 自然体験コース（トトロの森）完成 

 ベンチ式ブランコ設置 

 インターネット接続 

 優勝盾カップケース ＰＴＡより寄贈 

 焼却炉撤去（自然保護のため） 

 デジタル体重計（新教育環境整備事業） 

 ベンチ式ブランコ撤去 パソコン教室完成 

 新型パソコン７台インターネット整備  

砂場移設 

 インターネット整備,体育館ステージ下倉庫扉改修 

校舎廊下・階段壁塗り替 

体育館に外灯設置･水銀灯移動 

 体育館雨漏り修理 

パソコン室空調設置 

障害児学級新設 

 普通教室電灯増設 理科室・家庭科室ガス管工事 



平成１６年（２００４） ４月 

            ５月 

            ８月 

           １０月 

 

平成１７年（２００５） 6 月 

平成１８年（２００６） ５月 

            ８月 

           １２月 

１月 

2 月 

3 月 

 平成１９年（２００７） ８月 

              ９月 

            １０月 

１１月  

 平成２０年（２００８） ４月 

             ８月 

 平成２１年（２００９） ３月 

 平成２２年（２０１０） １月 

２月 

 

              

             ３月 

              

 

４月 

６月 

７月              

８月 

  

 平成２３年       ４月 

             ５月 

             ６月 

             ７月 

             ９月 

 

            １０月 

 

            １２月 

平成２４年       １月 

 防犯カメラ設置 

 文科省「人権教育総合推進地域事業」推進協力校研究

発表会実施 

 職員室空調機設置 

 三原市防火優良校として表彰される 

 教室・職員室行事黒板の張替え 

 航空写真校舎撮影 

校長室の壁の張替え 

階段じゅうたん一部張替え 

校庭の植木剪定 

職員室書庫購入, 

演台,花台,レクチャーテーブル,講義卓購入 

校長室机,書庫,職員室ロビーチェアー購入 

優勝旗購入 

門札購入・設置 

校長室空調設置 

掲揚台設置 

校庭の植木剪定 

４，５，６年生教室５２型テレビ・パソコン設置   

理科室電子黒板付５２型テレビ・パソコン設置 

校長室３２型テレビ設置 

洋式トイレに改修（１階トイレ一箇所） 

プールろ過機付け替え，水漏れ改修 

 保健室空調設置 

 百葉箱設置  

普通教室天井に扇風機設置 

給食調理場休憩室エアコン取り付け  

階段じゅうたん１階２階３階張替え 

校内 LAN（普通教室）設置 

防火定規贈呈式 

校舎屋上修理 

プール塗装全面改修 

CATV 改修工事 

筑波大学付属小学校 青木伸生先生来校 示範授業 

校内研修 

地域公開研究会 開催 

新型パソコン教職員用２台，児童用２１台 設置  

三原市民音楽祭出場 

如水館中学・高校 瀧奥恵二先生 「持久走」出前授業 

３階男子洋式トイレ設置，窓安全柵，特別支援学級扇

風機設置 



             ３月 

 

             ５月 

             ８月 

            １０月 

 

 

 

 

平成２５年       ８月 

 

            １０月 

 

 

             ２月 

３月 

平成２６年        ６月 

                          ８月 

             

１０月 

１２月 

平成２７年        ５月 

 

                          ９月 

            １２月 

 ３月 

 平成２８年       ５月 

 

            １０月 

 

 

  平成２９年       ８月 

 

            １０月 

            １２月 

平成３０年       ６月 

            １０月 

            １２月 

 平成３１年       ７月 

            １０月 

 令和２年        8 月 

青木 伸生先生来校 示範授業 校内研修 

放課後児童クラブ室新設 

公開研究会 開催 青木 伸生 先生来校 

深町林野火災発生（上組） 

三原市教育フェスティバル 初参加 

深町町内会要望 深小学校の照明設置・体育館トイレ

洋式化 

学校紹介 三原テレビ取材 収録 

耐震工事（校舎・体育館）開始  

教育研究会（ブロック公開）開催 

青木 伸生先生来校 示範授業 

三原市教育フェスティバル 参加 

 耐震工事 内見会開催 

 耐震工事（校舎・体育館）終了 

 プールサイド工事終了 

 如水館中高吹奏楽鑑賞 

如水館中高吹奏楽鑑賞 

筑波大学附属小学校 青木 伸生先生 来校 

模擬授業 公開校内研修 

教育研究会 

市民音楽祭参加   

筑波大学附属小学校 青木 伸生先生 来校 

模擬授業 公開校内研修 

教育研究会 

市民音楽祭参加  

如水館中高吹奏楽鑑賞 

筑波大学附属小学校 青木 伸生先生 来校 

模擬授業 公開校内研修 

教育研究会（ブロック公開）開催 

青木 伸生先生来校 示範授業 

三原市「希望と未来」フォーラムに，合唱で参加  

 筑波大学附属小学校 青木 伸生先生 来校 

 模擬授業 公開校内研修 

 教育研究会（自主公開） 

 如水館中高吹奏楽部とのジョイントコンサート 

あすか組舞太鼓コンサート（体育館・ポポロ事業） 

 教育研究会（自主公開） 

 如水館高校チアリーディング鑑賞及び体験 

 防球ネット工事 

 ブロック公開研究会 

 エアコン設置工事終了 



 

令和３年         2 月 

              

             ３月 

 

             ９月 

令和４年         ２月 

         ３月 

 トイレ改修工事終了 

 情報通信ネットワーク環境整備工事終了 

 児童一人一台の端末・各教室一台ずつ大型提示装置等

の整備完了 

 教育研究会（自主公開） 

 プール塗装改修工事終了 

 理科室・音楽室エアコン設置工事終了 

 門扉設置工事終了 

 


