
永畑小学校の教育 

 

学校教育目標（龍華中学校区共通） 

自他の人権を尊重し、未来を切り拓く力と豊かな人間性を備えた、

知・徳・体の調和のとれた人間を育成する。 

 

めざす子ども像 

・ 自ら学び、深く考える子ども（知） 

・ 互いに認め合い、励まし高めあう子ども（徳） 

・ 命を大切にし、健やかな心と体をつくる子ども（体） 

 

教育実践目標 

・基本的生活習慣を身につけさせ、自他の健康について関心 

を持たせる。 

・基礎学力の充実を図り、自ら学ぶ力を育てる。 

・人と人との関係をつくる力を育てる。 

・人を思いやる心、感動する心を体験を通して育てる。 

・家庭、地域と連携し「開かれた学校」をつくる。 

 

沿革の概要 

昭和４５年 ３月３０日 仮称第二志紀小学校 

            （後 第二竜華小学校に改称） 

昭和４７年 ６月３０日 八尾市立小学校設置条例１８号により 

            校名を八尾市立永畑小学校と決める 

      ９月 １日 開校、開校式 ､第二学期始業式 

            初代 清水進校長着任 

     １０月 １日 校章制定（太城達夫制作） 

     １０月 ９日 留守家庭児童会開設 

     １０月２０日 PTA 結成総会 

     １１月１６日 植樹作業始まる 

昭和４８年 １月２０日 運動場整地作業完了 遊具類設置 

      ２月２７日 前庭花壇作り 

昭和４９年 ４月 １日 養護学級開設 

      ４月２０日 八尾市教育委員会より 

            同和教育研究の指定を受ける 

      ５月１５日 校歌決まる 

            （作詞泉谷泰三 作曲永井寿一） 

昭和５０年 ４月 １日 児童増加によりプレハブ二棟増設 

     １０月３１日 同和教育研究指定の研究発表 

昭和５１年 ８月２４日 南校舎３階５教室増築竣工 

      ８月３１日 教具室完成 

昭和５３年 １月１０日 観察池完成 

昭和５４年 ４月 ２日 学校教材園を借受 

      ８月３１日 砂場拡張工事完了 

昭和５５年 ４月 １日 第２代 信明芳照校長着任 

      ８月２０日 体育倉庫・石灰倉庫完成 

昭和５６年  ５月 １日 プール工事開始 

       ７月２０日 プール開き 

昭和５７年  ５月 １日 防球ネット設置 

昭和５８年  ４月 １日 第３代 植田弘司校長着任 

昭和６０年  ４月２５日 留守家庭児童会の新プレハブ舎完成 

昭和６１年  ４月 １日 第４代 小川博校長着任 

昭和６２年  ９月 １日 運動場スピーカー新設 

      １２月２４日 体育館暗幕新調 

昭和６３年  ４月 １日 第５代 川上聡校長着任 

平成 ３年 １０月 ７日 大阪府小学校国語教育研究会開催 

平成 ３年 １２月 ７日 川上聡校長のお別れ会 

平成 ４年  １月 １日 第６代 柳生宗矩校長着任 

       ８月３１日 保健室シャワー設置 

      １０月２６日 創立２０周年全校集合写真撮影 

      １０月２７日 創立２０周年航空写真撮影 

平成 ５年  １月２３日 創立２０周年記念式典・講演会 

平成 ６年  ４月 １日 第７代 大森靖彦校長着任 

平成 ８年  ４月 １日 第８代 桐藤勲校長着任 

平成１０年 １０月 １日 コンピュータ室設置 

平成１１年  ４月 １日 第９代 田中冨美江校長着任 

       ９月 １日 新運動場完成 

平成１２年 １０月 １日 体育館床塗り替え・緞帳補修 

平成１４年  ４月 １日 第１０ 代 杉山章二校長着任 

       ６月 ３日 創立３０周年全校集合写真撮影 

       ６月 ４日 創立３０周年航空写真撮影 

       ９月２９日 創立３０周年記念式典・運動会 

      １０月 ８日 地域イントラネット設置 

平成１５年  ４月 １日 八尾市教育委員会より「学校図書館シ

ステムモデル事業」を委嘱(５年間)    

平成１７年  ４月 １日 第１１代 飯田文夫校長着任 

給食調理業務の民間委託化 

             ５月３０日 安全管理のため校門に受付員を配置 

             ８月３１日 給食調理室の改修工事完成 

平成１９年  ３月１６日 放課後児童室「なかよし」が運動場南

側に新築移転 

平成２０年  ４月 １日 第１２代 南野清校長着任 

１２月１５日 体育館屋根耐震工事完了 

平成２３年  ７月 １日 第１３代 岩下順一校長着任 

平成２４年  ９月 ３日 創立４０周年全校集合写真撮影 

       ９月 ６日 創立４０周年航空写真撮影 

      １０月 ７日 創立４０周年記念運動会 

（ＰＴＡ優勝旗・準優勝盾寄贈） 

平成２６年 １１月２８日 校舎南棟耐震補強工事完了 

平成２７年  ４月 １日 第１４代 萬里小路弘光校長着任 

平成２８年  ２月１８日 校舎北棟耐震補強工事完了 

平成２９年  ８月 ９日 運動場体育倉庫・石灰倉庫移築 

平成３０年  ３月 ５日 放課後児童室「なかよし」増築完了 

平成３０年  ４月 １日 第１５代 山中進一校長着任 

令和 ２年  ４月 １日 第１６代 森英世校長着任 

 

 

 

 

永畑小学校校歌 

作詞 泉谷泰三 

作曲 永井寿一 

 

１． 信貴の山なみ 霞たち 

河内の里に 朝がくる 

まことを求め 身をきたえ 

ともに 伸びゆく 永畑小 

 

２．白い太陽 青い空 

いちょう並木よ とこしえに 

豊かな心 知恵を練り 

しあわせきずく 永畑小 

 

３． 紫色の 夕映えに 

たたずむ友の かげみえて 

今日のよろこび 明日のゆめ 

ああ 限りなし 永畑小                  

 

日課表 

校  時 時  刻 

朝の会 ８：３０～８：４５ 

1 校 時 ８：４５～９：３０ 

休  憩 ９：３０～９：４０ 

２ 校 時  ９：４０～１０：２５ 

休  憩 １０：２５～１０：４５ 

３ 校 時 １０：４５～１１：３０ 

休  憩 １１：３０～１１：４０ 

４ 校 時 １１：４０～１２：２５ 

給  食 １２：２５～１３：０５ 

休  憩 １３：０５～１３：２５ 

清 掃・移 動 １３：２５～１３：４５ 

５ 校 時 １３：４５～１４：３０ 

休  憩 １４：３０～１４：４０ 

６ 校 時 

（クラブ・委員会） 

１４：４０～１５：２５ 

（１４：４５～１５：３０） 

終わりの会 １５：２５～１５：４０ 

 

 

 


