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吹田市立東佐井寺小学校沿革史 

 

年  月  日 事                項 

昭和５７． ４． １ 

 

 

 

 

 

         ４． ７ 

         ４． ８ 

         ７．２１ 

         ９．２０ 

         ９．３０ 

        １１．２２ 

        １１．２５ 

  昭和５８． １．１９ 

         ２．２４ 

         ３．１８ 

         ３．２４ 

 

         ４． １ 

 

         ４． ７ 

         ４． ８ 

 

         ６．１６ 

         ７．２１ 

        １１．１４ 

  昭和５９． ３．１７ 

 

         ３．２４ 

         

         ４． １ 

         ４． ７ 

         ４． ９ 

吹田市立千里第二小学校と吹田市立佐竹台小学校から分離 

吹田市立東佐井寺小学校 開校 

芳岡正幸 初代校長 就任 

教職員１６人、学校事務員１人 

校務員（幼稚園兼務）２人   給食調理員４人 

 

第１回入学式   新入生  男子３２人  女子３８人  計７０人 

始業式  男子１９１人  女子１９０人  計３８１人 

臨海学習（兵庫県佐津訓谷海岸・２１～２３日） 

校章制定 

校歌制定 

創立記念日設定 

修学旅行（鈴鹿鳥羽方面・２５～２６日） 

情操教育発表会（音楽） 

冬季宿泊学習（吹田市立少年自然の家・スキー・２４～２５日） 

第１回卒業式  男子１９人  女子２２人  計４１人 

修了式  男子１５８人  女子１６７人  計３２５人 

 

教職員１９人、学校事務員１人 

校務員（幼稚園兼務）２人  給食調理員５人 

第２回入学式  新入生  男子５２人  女子４０人  計９２人 

始業式  男子２５９人  女子２５７人  計５１６人 

１３学級編制（１年３学級・２年以上２学級） 

昭和５８年度吹田市教育研究推進校 

臨海学習（兵庫県佐津訓谷海岸・２１～２３日） 

修学旅行（鈴鹿・明治村方面・１４～１５日） 

第２回卒業式  男子４０人  女子４７人  計８７人 

校旗披露 

修了式  男子２２７人  女子２２８人  計４５５人 

 

教職員２５人、学校事務員１人 

校務員（幼稚園兼務）２人  給食調理員５人 

  第３回入学式  新入生  男子５４人  女子５３人  計１０７人 

  始業式  男子３２２人  女子３２７人  計６４９人 

  養護学級開設（男子３人 女子０人  計３人） 

   １９学級編制（普通学級１８学級  養護学級１学級） 
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年  月  日 事                項 

昭和６０． ３．１８   

        ３．２３ 

 

        ４． １ 

 

        ４． ７ 

４． ９ 

 

 昭和６１． ３．１８ 

         

        ４． １     

 

 

        ４． ７ 

        ４． ８ 

 

       １０．１８ 

 昭和６２． ３．１８ 

        ３．２４   

 

        ４． １ 

 

        ４． ７ 

        ４． ８ 

 

        ６． ６ 

 昭和６３． ３．１８ 

        ３．２４ 

 

４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

    

平成 １． ３．１８ 

          ３．２４ 

 

 第３回卒業式  男子５０人  女子６３人  計１１３人 

 修了式  男子２９１人  女子２８７人  計５７８人 

 

 教職員３０人、学校事務員１人 

 校務員（幼稚園兼務）２人  給食調理員５人 

 第４回入学式  新入生  男子７８人  女子７３人  計１５１人 

始業式  男子４０４人  女子４１４人  計８１８人 

   ２２学級編制（普通学級２１学級  養護学級１学級） 

  第４回卒業式  男子６２人  女子７０人  計１３２人 

 

  橋本修巳 ２代校長就任 

  普通教室 ２教室増築完成 

  教職員３４人  校務員２人  給食調理員６人 

  第５回入学式  新入生  男子９５人  女子１０１人  計１９６人 

  始業式  男子４８９人  女子４８８人  計９７７人 

   ２６学級編制（普通学級２５学級  養護学級１学級） 

  創立５周年記念 航空写真撮影 

  第５回卒業式  男子９１人  女子８６人  計１７７人 

  修了式  男子４２７人  女子４３６人  計８６３人 

 

  教職員４２人  校務員２人  給食調理員６人 

  普通教室 ６教室増築完成 

  第６回入学式  新入生  男子１１７人  女子１０１人  計２１８人 

  始業式  男子６２０人  女子６１０人  計１，２３０人 

   ３２学級編制（普通学級３１学級  養護学級１学級） 

  普通学級 １学級増（４年） 

  第６回卒業式  男子１００人  女子９４人  計１９４人 

  修了式  男子５５９人  女子５３８人  計１，０９７人 

 

教職員４８人  校務員２人  給食調理員７人 

  普通教室 ４教室増築完成 

  第７回入学式  新入生  男子９５人  女子１１６人  計２１１人 

  始業式  男子６５２人  女子６５３人  計１，３０５人 

   ３５学級編制（普通学級３４学級  養護学級１学級） 

  第７回卒業式  男子１１０人  女子９１人  計２０１人 

  修了式  男子５５４人  女子５８６人  計１，１４０人 
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年  月  日 事                項 

   平成 １． ４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成 ２． ３．１７ 

          ３．２４ 

 

          ４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４． ９ 

 

   平成 ３． ３．１７ 

          ３．２３ 

 

          ４． １ 

 

          ４． ６ 

          ４． ８ 

 

         １１．１６ 

   平成 ４． ３．１８ 

         ３．２４ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成 ５． ３．１８ 

          ３．２４ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成 ６． ３．１８ 

 

  教職員５１人  校務員２人  給食調理員７人 

  普通教室 ３６ 

  第８回入学式  新入生  男子１２２人  女子１１３人  計２３５人 

  始業式  男子６８４人  女子６９２人  計１，３７６人 

   ３７学級編制（普通学級３６学級  養護学級１学級） 

  第８回卒業式  男子９２人  女子１０８人  計２００人 

  修了式  男子５８５人  女子５９０人  計１，１７５人 

 

  教職員５６人  校務員２人  給食調理員７人 

  普通教室 ４  図工室 １新設 

  第９回入学式  新入生  男子１３２人  女子１４７人  計２７９人 

  始業式  男子７１６人  女子７１８人  計１，４３４人 

   ３９学級編制（普通学級３７学級  養護学級２学級） 

  第９回卒業式  男子１０９人  女子１１２人  計２２１人 

  修了式  男子５８７人  女子６００人  計１，１８７人 

 

  加藤弘道 ３代校長就任 

  教職員５６人  校務員２人  給食調理員７人 

  第１０回入学式  新入生 男子１４１人 女子８９人 計２３０人 

  始業式  男子７３３人  女子６８９人  計１，４２２人 

   ４０学級編制（普通学級３８学級  養護学級２学級） 

  創立１０周年記念式典 

  第１０回卒業式  男子１２３人  女子１２４人  計２４７人 

  修了式  男子６０２人  女子５６４人  計１，１６６人 

 

  教職員５７人  校務員２人  給食調理員７人 

  第１１回入学式 新入生 男子１３２人 女子１２５人 計２５７人 

  始業式  男子７１９人  女子６７６人  計１，３９５人 

   ４０学級編制（普通学級３８学級  養護学級２学級） 

  第１１回卒業式  男子１０９人  女子１０１人  計２１０人 

  修了式  男子６２３人  女子５７８人  計１，２０１人 

 

  教職員５９人  校務員２人  給食調理員７人 

  第１２回入学式 新入生 男子 144人 女子１０７人 計２５１人 

  始業式  男子７５３人  女子６８０人  計１，４３３人 

   ４１学級編制（普通学級３９学級  養護学級２学級） 

  第１２回卒業式  男子１０１人  女子１１１人  計２１２人 
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年  月  日 事                項 

   平成 ６． ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成 ７． ３．１８ 

 

          ４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成 ８． ３．１６ 

 

          ４． １ 

          ４． ６ 

          ４． ８ 

 

  平成 ９． ３．１８ 

 

   平成 ９． ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１０． ３．１８ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１１． ３．１８ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１２． ３．１８ 

 

 

  教職員６０人（海外１，組合１） 校務員２人 給食調理員７人 

  第１３回入学式 新入生 男子１０９人 女子１０７人 計２１６人 

  始業式  男子７４４人  女子６７１人  計１，４１５人 

   ４１学級編制（普通学級３９学級  養護学級２学級） 

  第１３回卒業式  男子１１７人  女子１０１人  計２１８人 

 

  笹川 薫４代校長就任 

  教職員５９人（海外１、組合１）  校務員２人  給食調理員７人 

  第１４回入学式 新入生 男子１１９人 女子１１６人 計２３５人 

  始業式  男子７２３人  女子６７３人  計１，３９６人 

   ３９学級編制（普通学級３７学級  養護学級２学級） 

  第１４回卒業式  男子１１４人  女子１３０人  計２４４人 

 

  教職員５８人（海外１、組合１）  校務員２人  給食調理員７人 

  第１５回入学式 新入生 男子１１８人 女子９９人 計２１７人 

  始業式  男子７２１人  女子６３７人  計１，３５８人 

   ３９学級編制（普通学級３７学級  養護学級２学級） 

 第１５回卒業式  男子１２４人  女子１００人  計２２４人 

 

  教職員５５人（組合１）  校務員２人  給食調理員７人 

  第１６回入学式 新入生 男子１０５人 女子８４人 計１８９人 

  始業式  男子６９６人  女子６１３人  計１，３０９人 

   ３８学級編制（普通学級３６学級  養護学級２学級） 

  第１６回卒業式  男子１２９人  女子１２０人  計２４９人 

 

  教職員４９人（組合１）  校務員２人  給食調理員６人 

  第１７回入学式 新入生 男子９５人 女子８０人 計１７５人 

  始業式  男子６５０人  女子５５５人  計１，２０５人 

   ３５学級編制（普通学級３４学級  養護学級１学級） 

  第１７回卒業式  男子１１７人  女子９５人  計２１２人 

 

  教職員４３人  校務員２人  給食調理員７人 

  第１８回入学式 新入生 男子７９人 女子７３人 計１５２人 

  始業式  男子６０５人  女子５２６人  計１，１３１人 

   ３１学級編制（普通学級３０学級  養護学級１学級） 

  第１８回卒業式  男子１０３人  女子９３人  計１９６人 
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年  月  日 事                項 

   平成１２． ４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４．１０ 

 

   平成１３． ３．１７ 

          ３．３１ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ９ 

 

         １１．３０ 

         １２． １ 

   平成１４． ３．１９ 

 

   平成１４． ４． １ 

          ４． ５ 

          ４． ８ 

 

   平成１５． ３．１９ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１６． ３．１８ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１７． ３．１８ 

 

 

  松本 仁５代校長就任 

  教職員４４人  校務員２人  給食調理員９人 

  第１９回入学式 新入生 男子５９人 女子６９人 計１２８人 

  始業式  男子５４８人  女子４９０人  計１，０３８人 

   ３０学級編制（普通学級２９学級  養護学級１学級） 

  第１９回卒業式  男子１１３人  女子１０４人  計２１７人 

  駐輪場新設 

 

  教職員４３人  校務員２人  給食調理員８人 

  第２０回入学式 新入生 男子７５人 女子７４人 計１４９人 

  始業式  男子４９９人  女子４５５人  計９５４人 

   ２７学級編制（普通学級２６学級  養護学級１学級） 

  創立２０周年を祝う会（児童会主催） 

  創立２０周年記念式典 

 第２０回卒業式  男子９０人  女子８５人  １７５人 

 

  教職員４２人  校務員２人  補助者２人  給食調理員９人 

  第２１回入学式 新入生 男子７３人 女子６０人 計１３３人 

  始業式  男子４８６人  女子４２６人  計９１２人 

   ２６学級編制（普通学級２５学級  養護学級１学級） 

  第２１回卒業式  男子１０７人  女子７３人  計１８０人 

 

  教職員３９人  校務員１人  補助者２人  給食調理員８人 

  第２２回入学式 新入生 男子７９人 女子７０人 計１４９人 

  始業式  男子４３７人  女子４１１人  計８４８人 

   ２４学級編制（普通学級２３学級  養護学級１学級） 

  第２２回卒業式  男子７６人  女子７２人  計１４８人 

 

  教職員３９人 

  第２３回入学式 新入生 男子６８人 女子６９人 計１３７人 

  始業式  男子４１２人  女子３９０人  計８０２人 

   ２４学級編制（普通学級２３学級  養護学級１学級） 

  第２３回卒業式  男子７５人  女子６２人  計１３７人 
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年  月  日 事                項 

平成１７． ４． １ 

          ４． ７ 

          ４． ８ 

 

   平成１８． ３．１７ 

 

          ４． １ 

 

          ４． ７ 

          ４．１０ 

 

   平成１９． ３． １ 

          ３．１９ 

 

   平成１９． ４． １ 

          ４． ６ 

          ４． ９ 

 

   

 平成２０． ３．１９ 

 

          ４． １ 

          ４． ７ 

     ４． ８ 

 

    

平成２１．３．１９ 

 

４． １ 

４． ７ 

４． ８ 

 

   平成２２．３．１７ 

         ３．１９ 

 

  西川俊孝６代校長就任 

  第２４回入学式 新入生 男子６８人 女子７６人 計１４４人 

  始業式  男子３９６人  女子３９３人  計７８９人 

   ２４学級編制（普通学級２３学級  養護学級１学級） 

  第２４回卒業式  男子５６人  女子５７人  計１１３人 

 

  村井利彦７代校長就任 

  教職員３８人 補助者３人 校務員１人 給食調理員７人 

  第２５回入学式 新入生 男子６３人 女子６８人 計１３１人 

  始業式  男子３８９人 女子３９１人  計７８０人 

   ２５学級編制（普通学級２４学級  養護学級１学級） 

  プールサイド全面補修完成、２階Ｃ棟女子トイレに障害者用設置 

  第２５回卒業式  男子６２人  女子６１人  計１２３人 

 

  教職員３９人 補助者３人 校務員１人 給食調理員７人 

  第２６回入学式 新入生 男子６５人 女子３８人 計１０３人 

  始業式  男子３８７人  女子３６０人  計７４７人 

   ２４学級（普通学級２３学級  養護学級１学級） 

 

第２６回卒業式 男子６６人 女子４９人 計１１５人 

 

教職員３８人 補助者３人 校務員２人 給食調理員７人 

第２７回入学式 新入生 男子７６人 女子６３人 計１３９人 

始業式  男子４００人 女子３６５人 計７６５人 

２５学級（普通学級２３学級 支援学級２学級） 

 

第２７回卒業式 男子６３人 女子６２人 計１２５人 

 

教職員３９人  校務員１人 給食調理員７人 

第２８回入学式 新入生 男子５１人 女子５３人 計１０４人 

始業式  男子３９１人 女子３５５人 計７４６人 

  ２４学級（普通学級２２学級 支援学級２学級） 

水飲み場完成 

  第 28回卒業式 男子 60人 女子 73人 計 133人 

 



7 

 

年  月  日 事                項 

平成２２． ４． １ 

 

４． ７ 

４． ８ 

 

５． ２７ 

８．２～１４ 

１０．１４ 

１１．２６ 

   平成２３．１．５～１４ 

３．１８ 

         ３．２８・２９ 

 

平成２３．４． １ 

４． ７ 

 

４． ８ 

    平成２４． ３． 

 

    平成２４， ４.  １ 

４． ６ 

 

４． ９ 

    平成２５. ３. １９  

 

    平成２５. ４． １  

          ４.  ５  

 

          ４.  ９       

     平成２６年３月１９日 

     

    平成２６年４月１日 

          ４月７日 

          ４月８日 

    平成２７年３月１９日 

 

 

  西村幸雄８代校長就任 

  教職員 39人  校務員２人  給食調理員 7人 

  第 29回入学式 新入生 男子 72人 女子 53人 計 125人 

  始業式  男子 400人 女子 339人 計 739人 

    24学級（普通学級 22学級 支援学級 2学級） 

  水飲み場（ひがさいウォーターランド）竣工式 

  運動場体育倉庫扉レール修理工事 

  プール水道メーター交換 

  創立 30周年準備委員会発足 

  プールフェンス工事 

  第 29回卒業式 男子７３人 女子 60人 計 133人 

  正面玄関外壁塗り替え工事 

 

教職員 40人 校務員 2人 給食調理員 7人 

 第 30回入学式   

新入生 男子 65人 女子 64人 計 129人 

 始業式  男子 388人 女子 350人  計 738人 

 第３０回卒業式 

 

 教職員３９名 校務員１名  給食調理員６名 

第３１回入学式  新入生 男子４７人 女子４１人 計８８人 

始業式  男子３６４人  女子３２３人  計６８７人 

 

第３１回卒業式  男子 60名  女子 49名  計 109名 

 

教職員 42名 校務員 1名 給食調理委員 6名 

第３２回入学式 新入生 男子 55名 女子 57名 

           計 112名 

始業式 男子 366名 女子 339名 計 705名 

第３２回卒業式  男子７０名 女子６４名  計１３４名 

 

黒谷 聡 ９代校長就任 

第３３回入学式   新入生男子５２名 女子５３名 計１０５名 

始業式 男子  ３５８名  女子３２４名  計６８２名 

第３３回卒業式  男子５９名 女子４６名 計１０５名 
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年  月  日 事                項 

   平成２７年４月１日 

         ４月７日 

        ４月８日 

平成２８年３月１８日 

 

平成２８年４月１日 

４月７日 

 

平成２９年３月１７日 

 

平成２９年４月１日 

４月７日 

４月１０日 

１１月１０日 

平成３０年３月１９日 

 

平成３０年４月１日 

４月６日 

４月９日 

１１月３０日 

平成３１年３月１８日 

 

平成３１年４月１日 

４月５日 

４月８日 

令和２年３月１８日 

 

令和２年４月１日 

４月７日 

４月８日 

令和３年３月１９日 

 

令和３年４月１日 

      ４月７日 

       ４月８日 

令和４年３月１８日 

 

 

 

 

第３４回入学式  新入生男子６２名  女子５４名  計１１６名 

始業式 男子  ３６２名  女子３３０名  計６９２名 

第３４回卒業式  男子６９名  女子５７名  合計１２６名 

 

 

第３５回入学式  新入生男子  名  女子  名  計   名 

始業式 

第３５回卒業式  男子７０名  女子７０名  計１４０名 

 

有岡雅裕 １０代校長就任 

第３６回入学式  新入生男子３６名  女子４２名  計７８名 

始業式  男子 ３０６名  女子 ２８９名  計５９５名 

大規模改造１期工事、トイレリニューアル工事竣工 

第３６回卒業式  男子５４名  女子４２名  計９６名 

 

 

第３７回入学式 新入生男子４６名  女子５４名  計１００名 

始業式  男子３００名  女子３０４名  計６０４名 

大規模改造２期工事 

第３７回卒業式 男子５０名 女子５５名 計１０５名 

 

内田祐子 １１代校長就任 

第３８回入学式 新入生男子３２名  女子４３名  計７５名 

始業式  男子２７９名  女子２９４名  計５７３名 

第３８回卒業式 男子５７名 女子４５名 計１０２名 

 

 

第３９回入学式 新入生男子 ４６ 名  女子 ４３名  計８９名 

始業式 男子 ２６３名  女子２９２名    計５５５名 

第３９回卒業式 男子 ５９名 女子 ５５名 計１１４名 

 

 

第４０回入学式 新入生男子 ４９ 名  女子 ４２名  計９２名 

始業式 男子  ２６４名   女子 ２７７名   計５４１名 

第４０回卒業式 男子 ５２名 女子 ４７名    計９９名 
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年  月  日 事                項 

令和４年４月１日 

      ４月７日 

      ４月８日 

令和５年３月 

 

第４１回入学式 新入生男子 ３１名  女子 ３６名  計６７名 

始業式 男子  ２４４名   女子 ２６２名    計５０６名 

第４１回卒業式 男子  名 女子  名      計   名 

 


