
１－４ 【統合後の入谷小学校】                      
平成 11 年度  
 ・入谷小学校と林際小学校が統合し，    
  新入谷小学校が誕生            
・統合出発式，始業式，入学式      
 ・８～１０区の児童，バス通学開始    
 ・町社会福祉協議会より，福祉教育・ボラン 
  ティア学習推進校に指定       
 ・入谷小学校スポーツ後援会設立     
 ・６年修学旅行・岩手県盛岡方面     
 ・第１回町内少年少女ビニールバレー大会 

女子優勝    
・コンピュータ１１台設置        

 ・町ジュニア綱引き大会 優勝    
 ・新校舎建築促進委員会設立準備会開催  
平成 12 年度  
 ・第２回町内少年少女ビニールバレー大会  
  男子優勝  女子準優勝       
 ・入谷地区パソコン教室開催       
 ・「よい歯の学校」表彰         
 ・ふるさと登山（全校童子山へ）     
 ・ドイツ日本人学校より２名体験入学   
 ・校舎建設促進委員会準備会開催     
 ・校舎建設期成同盟会設立総会開催      
  ・校舎建設に関する請願書町議会に提出  
 ・校舎建設に関する請願町議会にて採択 
 ・入谷打囃子テレビ出演 
  （元日の朝 ＴＢＳテレビ全国生放送） 
  ・町ジュニア綱引き大会 準優勝 
平成 13 年度  
 ・特殊学級（わかば学級）設置 
 ・町内小学生水泳記録会              
  ・新世紀みやぎ国体開会式 6 年生参加 
  ・心をはぐくむ教育研究発表会 
    ミュージカル「入谷讃歌 2001」 
平成 14 年度 
  ・校庭北の民俗資料館解体工事 
  ・台風６号により農協近くの道路決壊 
 ・教育活動説明会を開催 保護者による外部 
  評価結果と次年度の教育活動改善点を説明 
平成 15 年度  
 ・本校ホームページがＪ-ＫＩＤＳ大賞 
   県優秀賞を受賞 
  ・新校舎建設説明会開催 
  ・６年生入谷環境研究所，志津川町生涯学習   
   推進大会で環境問題への取り組みを発表 
平成 16 年度  
 ・６年生のホームページが学研主催 
   小学校ＨＰコンテスト優秀賞受賞  
  ・町少年少女ビニールバレー大会女子第３位 
 ・第２回全日本ホームページ大賞    
    宮城県優秀校受賞                
  ・第３６回花壇コンクール入選      
 ・週刊アスキー主催第４回子どもホームペー 
  ジコンテスト団体の部  協賛企業賞受賞 
平成 17 年度   
 ・町ジュニア綱引き大会 準優勝 
  ・ＥＭフェスタで４年，６年発表 
  ・プール改修工事 
  ・第３７回花壇コンクール入選  
  ・町村合併により学校名を           
    南三陸町立入谷小学校に改称       
  ・日本ＰＴＡ協議会表彰 受賞        
 

平成 18 年度   
 ・特殊学級（こだま学級）設置       
  ・入谷小学校父母教師会という名称を 
    「入谷小学校ＰＴＡ」と改称       
  ・新校舎新築工事着工               
  ・宮城交通路線バス廃止， 
  スクールバス運行開始             
  ・入谷小絵画展，書き初め展等開催   
  ・入谷小ＰＴＡ県表彰               
  ・第３８回花壇コンクール入選       
平成 19 年度   
 ・町ジュニア綱引き大会 準優勝  
  ・新校舎新築工事完成，引っ越し 
  ・優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰受賞 
平成 20 年度   
 ・町ジュニア綱引き大会 優勝 
  ・町小学生フットサル大会 準優勝 
平成 21 年度   
 ・町ジュニア綱引き大会き ベスト８ 
平成 22 年度  
 ・少年少女バレーボール大会女子優勝 
  ・平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災のため   
   5月 9日まで臨時休校，体育館は 
     8月 17日まで避難所となる 
平成 23年度  
 ・震災のため 5月 10日始業式，12日入学式 
  ・夏季休業を短縮 
  ・校庭に緊急仮設住宅 18棟設置 
  ・入谷打囃子町復興音楽祭出演 
  ・沖縄よりヤギ２頭寄贈 
  ・プール新設工事 
平成 24 年度 
 ・キリンサッカー教室 
  ・プール落成式 
  ・TDL ミッキー来校 
  ・オリンピック選手へのメダル制作 
  ・楽天未来塾 
 ・町少年少女ビニールバレー大会  
  女子第 2,3 位 男子第 3 位 
  ・三陸道トンネル見学 
  ・町ジュニア綱引き大会 優勝・敢闘賞 
 ・青少年読書感想文全国コンクール 
    サントリー奨励賞 
  ・町小学生フットサル大会 第 3 位 
平成 25 年度 
・楽天未来塾 
・西脇高校夕涼み会 
・ほうねん座太鼓教室 
・山形交響楽団演奏会 
・ポリグロットシアター 

 ・宮城県 PTA連合会より表彰 受賞 
 ・ベガルタサッカー教室 
 ・町少年少女ビニールバレー大会 男女優勝 
 ・科学巡回教室 
 ・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
  ・志教育実践発表会 
  ・町ジュニア綱引き大会 優勝（２連覇） 
  ・町小学生フットサル大会 準優勝 
 



平成 26 年度  
・入谷の貴重な生き物勉強会 
・ジャズコンサート 
・兵庫県西脇高校夕涼み会（交流会） 
・河北新報取材 
  （子どもたちとヤギとの交流） 
・東北放送取材 （ルルブル体操） 
・町少年少女ビニールバレー大会 女子優勝 
・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
・学校・地域保健連携推進事業「保健講話」 
・志中学区県指定（２年目）教育実践発表会 
・町ジュニア綱引き大会 
・町ジュニアフットサル大会 準優勝 
・太陽光発電設置 

平成 27 年度 
・平成 27・28 年度みやぎ防災教育推進協力校事

業指定 
・入谷地区防災教育推進員会設立 
・県学力向上サポートプログラム事業指定 

（国語） 
 ・町総合防災訓練参加  
・ポリグロットシアター 
・大日本蚕糸会より表彰 
「蚕を学ぶ奨励賞」受賞 

 ・町総合防災訓練参加 
・町少年少女ビニールバレー大会 女子優勝 
・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
・町ジュニア綱引き大会 優勝 
・町ジュニアフットサル大会 優勝 
・フッ化物洗口開始１・２学年（２月） 
・沖縄タイムズ取材 （子どもたちとヤギとの
交流） 

平成 28 年度 
・平成 27・28 年度みやぎ防災教育推進協力校事

業指定 
・ヤギ２頭を保護者宅へ譲り渡す 
ヤギ小屋解体 

 ・みどりの日に伴う植樹 
 ・町総合防災訓練参加 
 ・町少年少女ビニールバレー大会 女子準優勝 
 ・防災教育自主公開研究会 
 ・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
 ・南極教室４～６年 
 ・仮設住宅撤去，校庭の暗渠復元及び整備 
平成 29 年度 
 ・コミュニティ・スクール準備委員会発足 
 ・校舎中庭の雨樋掃除 
・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
・入小ＰＴＡ親子スキー教室（１月２０～２１日） 

・入谷っ子少年消防クラブ発足 
・救急講習会（入谷っ子少年消防クラブ５・６年） 
・ポリグロットシアター 
・コンピュータ室コンピュータ入れ替え 

平成 30 年度 
・コミュニティ・スクール推進委員会(2 年次) 
・町少年少女ビニールバレー大会 男子準優勝
・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
・修学旅行を福島会津方面に変更 
・宮城県ＰＴＡ研究大会南三陸大会   

・救急講習会（入谷っ子少年消防クラブ５・６年） 
・町ジュニア綱引き大会 準優勝 
・町小学生フットサル大会 第３位 

 
         

平成３１年度（令和元年度） 
・学校運営協議会開催（年３回） 
・町少年少女ビニールバレー大会 
男・女準優勝 

・子どもたちの郷土芸能発表会 打囃子披露 
・５年宿泊学習を志津川自然の家に変更 
・各教室エアコン設置 １月完了 
・生物多様性推進活動 優秀賞受賞 
・町小学生フットサル大会 第３位 
・新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業 
（令和２年３月２日から３月２４日まで） 

令和２年度 
・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨
時休業 

（令和２年４月８日から５月３１日まで） 
・４月８日第１学期始業式・入学式実施 
・５月１２日～１３日 分散登校日 
・５月１８日～２２日 分散登校日 
・５月２５日～２９日 分散登校日 
・学校運営協議会開催（年３回） 
・運動会代替の入小体育祭を２学期に実施 
・普通教室のＬＥＤ化工事 
・全国豊かな海づくり大会 
 イワナ放流活動（５・６年） 
・共立女子大学とのオンライン授業（６年） 
・６学年修学旅行６月から１１月に変更して
実施 

・タブレット端末（ipad）導入（３～６年用） 
 



 
 
 
 
 


