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昭和 49．３．16 

（１９７４） 

吹田市立山田第三小学校と校名決定 

吹田市山田西 1 丁目２２番地に大阪府住宅供給公社の用地を借り、 

プレハブ仮校舎 4 棟と便所１棟を建設協和銀行グランドの一部を借り 

運動場として開校を決定 

昭和 49．４．１ 

吹田市立山田第三小学校開校 

校区は山田第一小学校、山田第二小学校の一部を分離し、 

山田西 1 丁目・山田南とする。 

藤原 馨 初代校長に就任 職員 校長以下 20 名が赴任 

昭和 49．４．６ 第一回入学式 新入生１３７名（４学級編成） 

昭和 49．４．８ 始業式 児童数６０２名（１６学級編成）＊６年生は在籍せず 

昭和 49．４．15 2 年生以上給食開始 山田第一小学校よりコンテナで給食運搬 

昭和 49．７．２ ＰＴＡ発足準備委員会発足 

昭和 49．９．１ 給食センター校になる。 

昭和 49．９．18 校章デザイン決定 

昭和 49．11．21 保護者総会においてＰＴＡ規約等決定 ＰＴＡ発足 

昭和 49．11．22 校章発表会 この日を記念して創立記念日とする。 

昭和 50．４．１ 

（１９７５） 

吹田市山田西 1 丁目 4 番 1 号 鉄筋本校舎（普通教室２６・特別教室 6・ 

その他付属室）使用開始 

給食単独調理校になる。 

昭和 50．６．20 第二期工事開始 （普通教室６教室・特別教室２教室・体育館） 

昭和 50．８．26 体育館完成 

昭和 50．11．３ 運動場バイパス側植樹 

昭和 50．11．14 開校式を行う。 飼育池、記念植樹完成 

昭和 51．３．18 第一回卒業式 卒業生１１０名 

昭和 51．３．19 校舎第二期工事完了 （普通教室６教室・第２音楽室・第２理科室） 

昭和 51．４．１ 第二代校長 山口 明治 就任 

昭和 51．４．12 岩石園完成 

昭和 51．11．19 

(1976） 

校歌制定（作詞 伊達 温  作曲 島本洋子） 発表会開催 

観察教材用飼育禽舎完成 １棟３室 

昭和 53．１．25 

(1977) 
運動場拡張工事開始 

昭和 53．３．31 運動場拡張工事完了 

昭和 53．７．31 校舎第三期工事開始（普通教室８教室） 

昭和 53．11．21 創立５周年記念式典挙行 



昭和 54．４．１ 校舎第三期工事 8 教室増築工事完了 

昭和 54．４．１ 第三代校長 足田 正 就任 

昭和 54．５．29 運動場に総合遊具施設完成 

昭和 54．９．１ 1 年生を増学級 ６学級を７学級に編成替え 

昭和 55．３．10 運動場体育施設（人工芝）設置 

昭和 55．４．10 

(1979) 

印度孔雀ひとつがいおよび禽舎（３ｍ×３ｍ×2.2ｍ）校区の三協工業株式会社 辻

岡夫氏より寄贈される 

昭和 55．８．29 ラジオ体操（山三地区体育振興会主催） ＮＨＫ全国放送  

昭和 56．４．１ 養護学級新設 在籍５名 

昭和 56．４．28 

(1980) 

校舎増築工事開始 工期 4 月 28 日~10 月 31 日 

鉄筋３，４階（山三幼稚園の上）６教室増築 

昭和 57．４．１ 第四代校長 宮川 桂子 就任 

昭和 58．４．１ 養護学級増設 在籍１３名 ２学級編成とする 

昭和 58．７．27 当面の過大校対策として、特別教室用プレハブ３教室、下足ホール１室設置 

昭和 58．11．19 創立１０周年記念式典挙行 

昭和 60．４．１ 第五代校長 小林 純 就任 

昭和 61．３．９ 校区分離により お別れフェスティバル開催 

昭和 61．３．31 特別教室用プレハブ３教室 下足ホール室 撤去 

昭和 61．４．１ 吹田市立山田第五小学校開校により、校区より山田南地区分離 

昭和 63．４．28 観察教材用飼育禽舎１棟完成 

平成元．４．１ 

（1988) 
第６代校長 井元 収 就任 

平成２．１．９ 運動場人工芝張替 体育館周辺人工芝設置 

平成５．４．１ 第 7 代校長 神山 成 就任 

平成５．11．20 創立２０周年記念式典挙行 

平成９．11．20 屋内体育館屋根全面改修 

平成９．４．１ 第８代校長 小林 洋二 就任 

平成 13．４．１ 第９代校長 上坂 純朗 就任 

平成 13．12．15 屋内体育館耐震工事竣工 

平成 14．１．19 山三地区土曜スクール「竹の子クラブ」開講 

平成 14．４． 吹田市教育委員会委嘱研修学校 

平成 14．８．31 Ａ棟外壁、Ｂ棟内外壁大規模改修１期工事及び校章取り換え完了 

平成 14．12．28 Ａ棟屋上防水工事完了 

平成 15．３．28 総合遊具撤去 新たに総合遊具設置 



平成 15．８．31 Ｃ棟外壁大規模改修２期工事完了 

平成 15．９．30 Ｂ棟２．３階新トイレ完成 

平成 15．11．22 創立３０周年記念式典挙行 

平成 16．４．１ 養護学級増設 １１名在籍 3 学級編成 

平成 16．８．31 Ａ、Ｃ棟内壁大規模改修工事完了 

平成 17．４．１ 第１０代校長 福井 博夫 就任 

平成 18．４．１ 養護学級 1 学級減 

平成 19．４．１ 養護学級３学級（知的・肢体不自由・情緒）設置 

平成 20．４．１ 第１１代校長 米田 豊 就任 

平成 25．４．１ 第１２代校長 矢野 哲也 就任 

平成 25．11．15 第Ⅰ期 Ｂ棟耐震補強工事完了   第Ⅱ期 Ａ棟耐震補強工事完了 

平成 26．11．22 創立 40 周年記念品（下敷き）作成 

平成 27．４．１ 教育課程特例校の指定を受け、小学 1 年生より外国語活動の授業を実施 

平成 27．11．30 第Ⅲ期 Ｃ棟耐震補強工事完了 

平成 28．４．１ 第１３代校長 花田 郁子 就任 

平成 28．４．１ 支援学級 4 学級設置（知的２学級・病弱１学級・情緒１学級） 

平成 28．９．28 教室空調整備工事完了 （普通教室にエアコン整備） 

平成 29．２．28 

（2017) 

トイレリニューアル工事  

Ａ棟１～４階トイレ、Ｂ棟１，４階トイレ 全面乾式トイレに改修 

平成 30．４．１ 通級指導教室が設置 

平成 30．８．31 非常用放送設備改修工事完了 

平成 31．３．15 Ａ棟屋上防水工事完了 

 


