
学校沿革の概要 

 

明治 ５年    学制がしかれ村内７ヶ所に小学校を置く。 

（横浜、西山、夜須川、出口、上夜須、国光、手結） 

明治１５年    町小学校、千切小学校、西山小学校、夜須川小学校が初等科中等科に分かれ、 

         初等科三年、中等科三年を教授する。 

明治１８年１０月 手結小学校の開校。 

明治１９年    夜須小学校（町）、西山小学校、夜須川小学校、手結簡易小学校、国光簡易小学校。 

明治２２年    村内小学校は、夜須川尋常小学校、夜須尋常小学校、西山分教場、手結簡易小学 

校、国光簡易小学校となる。 

明治２４年 ３月 国光・手結両簡易小学校を廃止。 

明治２４年 ７月 夜須尋常小学校を下夜須尋常小学校、夜須川尋常小学校を上夜須尋常小学校と改 

称。 

明治２５年 ８月 村内小学校を夜須第一尋常小学校（町）、夜須第二小学校（西山）、夜須第三小学 

校（月林寺）、国光分教場とした。 

明治２９年 １月 村内小学校の３校を合併して現在地に１校とした。 

明治３０年 ４月 夜須尋常高等小学校と改称し、国光分教場を置く。 

明治３２年 ４月 国光分教場の改築。 

明治３２年 ８月 第二小学校校舎、台風のため倒壊。 

明治３８年 ４月 高等科に女子単級を設置する。 

明治３９年    運動場へ記念樹・クスノキを定植する。 

明治４１年 ４月 尋常科四学年を六学年修業に改正。 

明治４２年    校舎増改築落成。尋常１２学級、高等科３学級となる。 

明治４２年 ４月 文部省より優良校の選奨を受ける。 

大正 ６年 ３月 高等科卒業記念として、アベマキを植樹する。 

大正 ７年 ３月 高等科卒業記念として、運動場南端にアベマキを植える。 

大正１２年    夜須小学校の図書館は、夜須小学校文庫として設立された。 

昭和 ５年 ５月 県より郷土化に関する研究を委嘱され、郷土調査の資料を集める。 

昭和１２年    新校舎増改築（北・南校舎・宿直室） 

昭和１６年 ４月 夜須国民学校と改称する。 

昭和１８年 １月 夜須村を夜須町と改め、校名を夜須町国民学校と改称する。 

昭和２２年 ４月 六三制実施により、夜須町立夜須小学校となる。 

昭和２４年 ４月 ＰＴＡ発足。 

昭和２４年１１月 学校図書館発足。 

昭和２５年 １月 校歌制定。 

昭和２６年 １月 高知県学校図書館協議会主催の図書館教育研究会の開催。 

昭和２７年 ３月 第1 回小中学校図書館コンテストにおいて、入賞を果たす。 

昭和２８年１０月 全国唱歌ラジオコンクール小学校の部で、県予選において優秀第1 位となり、日 

本放送協会より表彰を受ける。 



昭和２９年 ２月 県指定図書館教育研究発表会を開催する。 

昭和２９年 ９月 川村晴吉翁の寄贈により、川村記念文庫が小学校図書館内に併置された。 

昭和３０年 ３月 学校衛生統計調査の実施について、優良につき文部大臣より表彰される。 

昭和３３年 ３月 南校舎改築落成。校庭南校舎を中学校の校舎として移管。 

昭和３３年１２月 平屋に二階を増築した北校舎の落成。 

昭和３４年 ２月 県指定教育統計研究発表会。 

昭和３４年 ４月 講堂を中学校の屋内体育館として改築、落成。 

昭和３５年 ４月 養護教諭、配置される。 

昭和３６年 ３月 地方教育費の調査にあたり、その成績が優良で、文部大臣より表彰を受ける。 

昭和３６年 ７月 道徳の時間の設置。 

昭和３７年 ４月 司書教諭、配置される。 

昭和３７年 ７月 小中学校共用のプール落成。 

昭和３８年 ４月 小学校一年生の教科書無償配布（順次、上級生へ）。 

昭和３８年 ６月 中庭改修完了。 

昭和３８年 ７月 脱脂粉乳による学校給食を開始。 

昭和３９年 ５月 大峰少年団（出口）が県下優良少年団として大阪毎日新聞社から表彰を受ける。 

昭和３９年１１月 「学習指導法の改善」研究発表会（３年連続）。 

昭和３９年１２月 学校給食共同調理場の落成。 

昭和４０年 １月 小中学校の完全給食実施。 

昭和４０年 ４月 特殊学級開設。 

昭和４０年 ６月 学習指導法の改善研究発表会（昭和３７年より３年連続）。 

昭和４１年 ６月 校内テレビ放送設備完成。 

昭和４３年 ２月 岩石園完成。 

昭和４３年    低鉄棒、ブランコ新設、耐火書庫設置。 

昭和４６年１１月 町教育委員会指定の学校給食研究発表会開催（昭和４５年より２年連続） 

昭和４７年 ３月 国光分校閉校、４月より夜須小学校へ統合。 

昭和４７年 ７月 学校安全努力校として、県教育長より表彰を受ける。 

昭和４７年 ８月 歯の衛生週間における図画、ポスター展で優良校となり、県歯科医会より表彰を 

受ける。 

昭和４７年 ９月 ＮＨＫ全国音楽コンクール県予選において優良となり、日本放送協会より表彰を 

受ける。 

昭和４７年１１月 学校給食優良学校として文部大臣より表彰を受ける。 

昭和４８年 ２月 学校安全優良校として県教育長より表彰を受ける。 

昭和４８年 ４月 南北校舎室内装飾。 

昭和４８年 ９月 足洗い場、手洗い場、給食用リフトの新設。 

昭和４８年１１月 高知県教育委員会指定の学校保健研究発表会の開催。 

昭和４９年 ７月 運動場にスプリンクラーの新設（校庭搬水設備六基）。 

昭和５０年 ２月 第２５回子ども県展硬筆の部で優良学校賞を受ける。 

第２５回子ども県展で、すべてにわたり優れた成績で、総合優秀学校賞を受ける。 



昭和５０年 ６月 歯科衛生の図画・ポスター展で、県歯科医会より優秀校として表彰を受ける。 

昭和５０年 ７月 印刷室増築。 

昭和５０年１０月 中庭に池を新設。 

昭和５０年１１月 健康優良校として、朝日新聞社より表彰を受ける（児童代表が上京）。 

昭和５１年 ２月 健康優良校として、高知県教育委員会より表彰を受ける。 

昭和５１年 ３月 スクールゾーンの設置（三ヶ所）。 

昭和５１年 ４月 文部省指定体力づくり推進校となる（３年連続）。 

昭和５１年１０月 中庭に簡易温室を新設。 

昭和５２年 ２月 健康優良学校として、高知県教育委員会より表彰を受ける（再度）。 

第２７回子ども県展硬筆の部で優秀学校賞を受ける。 

昭和５２年 ３月 羽尾小学校閉校、４月より夜須小学校へ統合。 

昭和５２年 ４月 校内テレビ受信器をカラーに切り替える。 

昭和５２年 ５月 夜須小中学校共用体育館の落成。旧体育館は小学校専用となる（４月より）。 

昭和５２年 ６月 歯科衛生図画が、ポスター展で県歯科医会より優秀校として表彰を受ける。 

昭和５２年 ９月 運動場へ土入れ、砂場の改修、体育館屋根瓦吹き付け。 

昭和５２年１１月 体力づくり推進の成果により、第２２回学研教育賞を受ける。 

夜須小学校児童会が、明るい社会づくり推進協議会より表彰を受ける。 

昭和５２年１２月 体育館に緞帳（どんちょう）新設、すべり台の改修（２台）。 

段違い平行棒、三角鉄棒、サッカーゴール、平行棒、ジャンプ台などの設置、ブ 

ランコの鎖の取替え。 

昭和５３年 ２月  学校給食用カーテン取替え（全教室）。南北校舎屋根瓦ふきつけ。 

第２３回読書感想文コンクールで優秀な成績を収め、県学校図書館協議会より努 

力賞を受ける。 

第２８回子ども県展毛筆の部で優秀学校賞を受ける。 

昭和５３年 ６月 東溝の改修（コンクリート工事）、バックネット新設、校舎屋根瓦吹き付け（南北 

校舎とも）、体育館へ器具庫新設、放送室改装、テレビカメラ機器新設、三段式雲 

梯、三角式クライミングネット新設。 

歯科衛生図画、ポスター展で県歯科医会より優秀校として表彰を受ける。 

昭和５３年 ７月 体育館前へ百葉箱の移動、花壇完成。 

昭和５３年 ９月 体育館床けずり、ライン引き実施、校庭にあん馬の遊具新設。 

昭和５３年１０月 文部省指定体力づくり推進校（３年連続）としての研究発表会を開催。 

昭和５４年 ４月 １学級増、１３学級となる。 

昭和５４年 ５月 文部省指定体力づくり推進校として、昭和５１年度から３ヶ年にわたり研究実践 

に努力し、優れた成果を収めたので文部省体育局長より感謝状を受ける。 

昭和５４年 ６月 歯科衛生図画ポスター展で県歯科医会より優秀校として表彰 

昭和５４年 ８月 ちり焼き場新設。 

昭和５５年 ３月 夜須小あべまき男子バレーボール少年団が、高知県バレーボール協会より優秀団 

体として表彰される。 

昭和５５年 ２月 中庭の庭木仮移植完了。 



昭和５５年 ６月 プール浄化設備の完成。 

昭和５５年 ７月 第１回校舎改築委員会開催。 

昭和５５年１０月 東溝の改修工事（コンクリート）完成。 

昭和５５年１２月 第２回改築委員会開催（現位置改築を確認）。 

昭和５６年    農協より交通安全指導用機材一式の寄贈。 

昭和５６年 ８月 仮校舎が運動場に完成。引越し作業、解体工事完了。 

夜須町スポーツ少年団（男子チーム・女子チーム）が東京で開催された第１回全 

日本バレーボール小学生大会に高知県代表として出場。 

昭和５６年 ９月 仮校舎で授業開始。新校舎起工式。 

昭和５７年 ７月 校舎改増築工事竣工。 

昭和５７年 ８月 新校舎への引越し作業。 

昭和５７年 ９月 新校舎で授業開始。 

昭和５７年１０月 新校舎落成式。 

昭和５８年 ２月 校舎改築記念としてＰＴＡより校舎東側水槽（コンクリート）の寄贈。 

昭和５８年 ８月 夜須町スポーツ少年団（女子チーム）が、東京で開催された第３回全日本バレー 

ボール小学生大会に高知県代表として出場。 

昭和６０年１１月 文部省指定道徳教育推進校研究発表会開催（昭和５９年度より２年継続） 

昭和６１年 ３月 アベマキ・クスノキを樹勢回復のため移植する。 

昭和６２年 １月 第３２回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて団体優秀賞を受ける。 

昭和６２年 ２月 学校給食優良学校として県教育長より表彰を受ける。 

昭和６２年 ３月 クスノキ枯死につき二世を植える。 

昭和６２年 ４月 昭和６２年度新規指定社会福祉活動推進校の指定を受ける（３ヶ年）。 

昭和６３年 １月 第３３回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて努力賞を受ける。 

昭和６３年 ８月 砂場を増設。 

平成 元年 １月 第３４回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 元年 ３月 運動場へ芝を植える。 

平成 元年 ４月 難聴児学級（あべまき）を創設する。 

平成 元年    高知県教育委員会より新規事業「家庭学習研究推進」の指定を受ける。 

平成 元年 ９月 社会福祉普及校として表彰を受ける。 

平成 ２年 １月 第３５回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ２年 ３月 運動場南へ芝をはる。 

平成 ２年 ４月 障害者用スロープ等を設置する。 

平成 ３年 ２月 第３６回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて県教育長賞を受ける。 

平成 ３年 ３月 子ども県展図画の部で優秀学校賞を受ける。 

平成 ３年 ４月 身体虚弱学級（おおみね）を創設する。 

身障者用トイレ改装、２階への手すりを新設する。 

統計教育研究推進校の指定を受ける。 

福祉活動推進校の指定を受ける（町指定の継続）。 

平成 ３年 ８月 放送施設改修（音声）。 



下水道工事が完了する。 

平成 ３年１１月 第３７回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ４年 ３月 給食センター改築工事完了。 

平成 ４年 ４月 知的障害児学級（くすのき）を創設する。 

飼育小屋の改装。 

平成 ４年１２月 高知県音楽教育研究会会場。 

平成 ５年 １月 第３８回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ５年 ３月 屋内運動場改築。 

平成 ５年 ４月 パーソナル・コンピュータの導入。 

平成 ６年 １月 第３９回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ６年 ４月 階段昇降機設置。 

平成 ７年 １月 第４０回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ７年 ６月 プール落成。 

平成 ８年 １月 第４１回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成 ８年 ４月 情緒障害児学級（あべまき）を創設する。 

平成 ８年１２月 コンピュータ室の完成。 

平成 ９年 ２月 赤い羽根共同募金運動の感謝状を受ける。 

平成 ９年 ７月 歯科保健標語コンクールで優秀賞を受ける。 

平成 ９年１０月 赤い羽根共同募金運動の感謝状を受ける。 

平成 ９年１１月 算数・数学教育高知県大会会場。 

平成１０年 １月 第４３回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成１０年１１月 同和教育研究会東部地区学校部会会場。 

平成１１年 １月 特別活動高知県大会会場。 

第４４回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成１２年 ２月 全国読書感想文コンクール学校賞「サントリー奨励賞」を受ける。 

第４５回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて高知県教育長賞を受ける。 

平成１２年 ３月 光ファイバーケーブル校内ＬＡＮの完了。 

平成１２年１０月 第２６回全日本教育工学研究協議会全国大会高知大会の開催。 

第１４回コンピュータ教育研究協議会全国大会高知大会の開催。 

第６回全日本情報教育研究協議会全国大会高知大会の開催。 

平成１３年 ２月 第４６回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成１４年 １月 第４７回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて「高知県学校図書館協議会 

長賞」を受ける。 

平成１４年 ６月 歯・口に関する標語コンクールで「学校優秀賞」を受ける。 

平成１５年 １月 第４３回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成１５年１１月 第５１回高知県理科教育研究大会会場 

平成１６年 ２月 第４９回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成１７年 ２月 第５０回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成２０年 ２月 第５３回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 



平成２０年 ３月 スプリンクラー設置完了。 

平成２０年 ８月 運動場改修工事完了。 

平成２１年 ３月 二酸化炭素削減コンテストで最優秀賞を受ける。 

平成２１年 ９月 体育館照明（ＬＥＤ）工事完了。 

平成２２年 ８月 太陽光発電設備の設置。 

平成２３年 ２月 「高知野菜大好き大賞」を受ける。 

平成２４年 １月 砂場・鉄棒の移転。 

平成２４年 ２月 運動場南に夜須はーと児童クラブの家屋の完成。落成式。 

平成２５年 ２月 福祉教育推進校として香南市社会福祉協議会より会長表彰を受ける。 

平成２５年 ４月 夜須中学校区で一貫教育（連携型）の取組を始める。 

平成２５年 ８月 図書室改装作業完了。 

平成２６年 １月 第５４回交通安全国民運動中央大会において交通安全学校表彰を受ける。 

平成２６年 ２月 第５９回高知県青少年読書感想文コンクールにおいて学校優良賞を受ける。 

平成２６年 ４月 夜須中学校区一貫教育（隣接型）の取組を始める。 

         香南市教育委員会より中学校区連携推進事業の指定を受ける。 

平成２６年 ８月 夜須給食センターを取り壊し、こうなん給食センターに統合。 

平成２６年１０月 非構造部材耐震化工事を行う。 

平成２６年１１月 夜須中学校区一貫教育研究発表会を開催する。 

平成２７年 ２月 高知県ＰＴＡ広報紙コンテストでＰＴＡ広報誌「おおみね」が最優秀賞を受賞する。 

平成２７年１０月 学校環境緑化モデル事業により、校庭東側フェンス横にラカンマキを植樹する。 

平成２８年 ２月 学校トイレ洋便器化工事完了。 

平成２８年 ２月 高知県ＰＴＡ広報紙コンテストでＰＴＡ広報誌「おおみね」が最優秀賞を受賞する。 

平成２９年 ２月 高知県ＰＴＡ広報紙コンテストでＰＴＡ広報誌「おおみね」が優秀賞を受賞する。 

 


