
学校の沿革

文 教 の 沿 革文 教 の 沿 革文 教 の 沿 革文 教 の 沿 革（深川） 資料 第一小学校沿革史（深川） 資料 第一小学校沿革史（深川） 資料 第一小学校沿革史（深川） 資料 第一小学校沿革史
甲南中学校資料甲南中学校資料甲南中学校資料甲南中学校資料
甲南町史・長徳寺甲南町史・長徳寺甲南町史・長徳寺甲南町史・長徳寺

1780(安永 9年) 私 塾（寺子屋） 石田左門 滋賀県市町村沿革史1780(安永 9年) 私 塾（寺子屋） 石田左門 滋賀県市町村沿革史1780(安永 9年) 私 塾（寺子屋） 石田左門 滋賀県市町村沿革史1780(安永 9年) 私 塾（寺子屋） 石田左門 滋賀県市町村沿革史
1864(元治元年) 木村源三郎・堀井弥三郎 北保育所等1864(元治元年) 木村源三郎・堀井弥三郎 北保育所等1864(元治元年) 木村源三郎・堀井弥三郎 北保育所等1864(元治元年) 木村源三郎・堀井弥三郎 北保育所等

1869(明治 2年 2月) 小学校設置布連1869(明治 2年 2月) 小学校設置布連1869(明治 2年 2月) 小学校設置布連1869(明治 2年 2月) 小学校設置布連
1872(明治 5年 8月) 太政官布告 学制発布1872(明治 5年 8月) 太政官布告 学制発布1872(明治 5年 8月) 太政官布告 学制発布1872(明治 5年 8月) 太政官布告 学制発布
1873(明治 6年 2月) 県令布文 告論官下人民 8年4月 晩成小学校1873(明治 6年 2月) 県令布文 告論官下人民 8年4月 晩成小学校1873(明治 6年 2月) 県令布文 告論官下人民 8年4月 晩成小学校1873(明治 6年 2月) 県令布文 告論官下人民 8年4月 晩成小学校
1874(明治 7年 8月) 明 要 学 校 稗 谷 学 校 明治7年５月1874(明治 7年 8月) 明 要 学 校 稗 谷 学 校 明治7年５月1874(明治 7年 8月) 明 要 学 校 稗 谷 学 校 明治7年５月1874(明治 7年 8月) 明 要 学 校 稗 谷 学 校 明治7年５月

1879(明治12年 9月) 教育令 18年10月 稗谷小学校1879(明治12年 9月) 教育令 18年10月 稗谷小学校1879(明治12年 9月) 教育令 18年10月 稗谷小学校1879(明治12年 9月) 教育令 18年10月 稗谷小学校
1880(明治13年12月) 改正教育令1880(明治13年12月) 改正教育令1880(明治13年12月) 改正教育令1880(明治13年12月) 改正教育令
1885(明治18年) 教育令改正 20年合併 樵東小学校1885(明治18年) 教育令改正 20年合併 樵東小学校1885(明治18年) 教育令改正 20年合併 樵東小学校1885(明治18年) 教育令改正 20年合併 樵東小学校
1886(明治19年11月) 小学校令 尋常科 矢川小学校 簡昜科1886(明治19年11月) 小学校令 尋常科 矢川小学校 簡昜科1886(明治19年11月) 小学校令 尋常科 矢川小学校 簡昜科1886(明治19年11月) 小学校令 尋常科 矢川小学校 簡昜科 稗谷小学校稗谷小学校稗谷小学校稗谷小学校 明治19年１１月明治19年１１月明治19年１１月明治19年１１月

21年7月21年7月21年7月21年7月
1887(明治20年 5月) 深川分教場1887(明治20年 5月) 深川分教場1887(明治20年 5月) 深川分教場1887(明治20年 5月) 深川分教場

稗谷分教場稗谷分教場稗谷分教場稗谷分教場

22年4月22年4月22年4月22年4月
22年8月22年8月22年8月22年8月

1889(明治22年 4月) 尋常科 深川小学校 稗谷支校 寺庄東小学校1889(明治22年 4月) 尋常科 深川小学校 稗谷支校 寺庄東小学校1889(明治22年 4月) 尋常科 深川小学校 稗谷支校 寺庄東小学校1889(明治22年 4月) 尋常科 深川小学校 稗谷支校 寺庄東小学校
22年9月22年9月22年9月22年9月

(明治22年 9月2日) 寺庄西小学校(明治22年 9月2日) 寺庄西小学校(明治22年 9月2日) 寺庄西小学校(明治22年 9月2日) 寺庄西小学校

(明治25年 7月) 深川尋常小学校(明治25年 7月) 深川尋常小学校(明治25年 7月) 深川尋常小学校(明治25年 7月) 深川尋常小学校
１８９０年代 学習会１８９０年代 学習会１８９０年代 学習会１８９０年代 学習会

1901(明治34年 7月1日) 現在地に校舎新築 寺庄尋常小学校 稗谷分教場1901(明治34年 7月1日) 現在地に校舎新築 寺庄尋常小学校 稗谷分教場1901(明治34年 7月1日) 現在地に校舎新築 寺庄尋常小学校 稗谷分教場1901(明治34年 7月1日) 現在地に校舎新築 寺庄尋常小学校 稗谷分教場
1904(明治37年 1月) 校舎増築1904(明治37年 1月) 校舎増築1904(明治37年 1月) 校舎増築1904(明治37年 1月) 校舎増築
1909(明治42年 7月) 校舎増築1909(明治42年 7月) 校舎増築1909(明治42年 7月) 校舎増築1909(明治42年 7月) 校舎増築
1920(大正 9年11月) 運動場拡張 大正４年４月 実業補習学校1920(大正 9年11月) 運動場拡張 大正４年４月 実業補習学校1920(大正 9年11月) 運動場拡張 大正４年４月 実業補習学校1920(大正 9年11月) 運動場拡張 大正４年４月 実業補習学校

1931(昭和 6年 4月) 寺庄尋常高等小学校1931(昭和 6年 4月) 寺庄尋常高等小学校1931(昭和 6年 4月) 寺庄尋常高等小学校1931(昭和 6年 4月) 寺庄尋常高等小学校
1932(昭和 7年 4月)1932(昭和 7年 4月)1932(昭和 7年 4月)1932(昭和 7年 4月)
1935(昭和10年 3月) 校舎増築1935(昭和10年 3月) 校舎増築1935(昭和10年 3月) 校舎増築1935(昭和10年 3月) 校舎増築
1938(昭和13年10月) 講堂新築1938(昭和13年10月) 講堂新築1938(昭和13年10月) 講堂新築1938(昭和13年10月) 講堂新築

昭和１０年４月 青年学校令発布昭和１０年４月 青年学校令発布昭和１０年４月 青年学校令発布昭和１０年４月 青年学校令発布
1941(昭和16年 4月) 寺庄国民学校1941(昭和16年 4月) 寺庄国民学校1941(昭和16年 4月) 寺庄国民学校1941(昭和16年 4月) 寺庄国民学校

寺 庄 青 年 学 校寺 庄 青 年 学 校寺 庄 青 年 学 校寺 庄 青 年 学 校

昭和１４年４月２４日 義務制昭和１４年４月２４日 義務制昭和１４年４月２４日 義務制昭和１４年４月２４日 義務制
1943(昭和18年 2月) 甲南寺庄国民学校1943(昭和18年 2月) 甲南寺庄国民学校1943(昭和18年 2月) 甲南寺庄国民学校1943(昭和18年 2月) 甲南寺庄国民学校

甲 南 青 年 学 校甲 南 青 年 学 校甲 南 青 年 学 校甲 南 青 年 学 校

昭和２２年 廃 止昭和２２年 廃 止昭和２２年 廃 止昭和２２年 廃 止
1943(昭和22年 4月) 甲南寺庄小学校1943(昭和22年 4月) 甲南寺庄小学校1943(昭和22年 4月) 甲南寺庄小学校1943(昭和22年 4月) 甲南寺庄小学校

(昭和22年 4月) 昭和２２年４月 甲南寺庄中学校(昭和22年 4月) 昭和２２年４月 甲南寺庄中学校(昭和22年 4月) 昭和２２年４月 甲南寺庄中学校(昭和22年 4月) 昭和２２年４月 甲南寺庄中学校
1972(昭和47年 7月) プール竣工 ６月 甲南第一中学校1972(昭和47年 7月) プール竣工 ６月 甲南第一中学校1972(昭和47年 7月) プール竣工 ６月 甲南第一中学校1972(昭和47年 7月) プール竣工 ６月 甲南第一中学校
1976(昭和51年12月) 新校舎竣工 昭和２３年４月 甲南中学校第一校舎1976(昭和51年12月) 新校舎竣工 昭和２３年４月 甲南中学校第一校舎1976(昭和51年12月) 新校舎竣工 昭和２３年４月 甲南中学校第一校舎1976(昭和51年12月) 新校舎竣工 昭和２３年４月 甲南中学校第一校舎

甲南町立第一小学校 ２３年３月 統合校舎（寺庄へ）甲南町立第一小学校 ２３年３月 統合校舎（寺庄へ）甲南町立第一小学校 ２３年３月 統合校舎（寺庄へ）甲南町立第一小学校 ２３年３月 統合校舎（寺庄へ）

1990(平成 2年 2月) 体育館竣工 希望ヶ丘小学校1990(平成 2年 2月) 体育館竣工 希望ヶ丘小学校1990(平成 2年 2月) 体育館竣工 希望ヶ丘小学校1990(平成 2年 2月) 体育館竣工 希望ヶ丘小学校

１９８５年（昭和６０年４月） 分離１９８５年（昭和６０年４月） 分離１９８５年（昭和６０年４月） 分離１９８５年（昭和６０年４月） 分離

1998(平成10年 3月) プール竣工1998(平成10年 3月) プール竣工1998(平成10年 3月) プール竣工1998(平成10年 3月) プール竣工
1956（昭和31年8月20日) 甲南保育園(深川）開園1956（昭和31年8月20日) 甲南保育園(深川）開園1956（昭和31年8月20日) 甲南保育園(深川）開園1956（昭和31年8月20日) 甲南保育園(深川）開園

2000(平成12年 8月) 耐震工事 長徳寺(本堂･会所)2000(平成12年 8月) 耐震工事 長徳寺(本堂･会所)2000(平成12年 8月) 耐震工事 長徳寺(本堂･会所)2000(平成12年 8月) 耐震工事 長徳寺(本堂･会所)
1957 32年8月 園舎新築1957 32年8月 園舎新築1957 32年8月 園舎新築1957 32年8月 園舎新築

2001(平成13年7月1日) 創立100周年 1968 41年9月20日 閉園→同１０月１日2001(平成13年7月1日) 創立100周年 1968 41年9月20日 閉園→同１０月１日2001(平成13年7月1日) 創立100周年 1968 41年9月20日 閉園→同１０月１日2001(平成13年7月1日) 創立100周年 1968 41年9月20日 閉園→同１０月１日
町立西保育所に吸収町立西保育所に吸収町立西保育所に吸収町立西保育所に吸収

1975 50年4月 1日 甲南町立北保育所と改称1975 50年4月 1日 甲南町立北保育所と改称1975 50年4月 1日 甲南町立北保育所と改称1975 50年4月 1日 甲南町立北保育所と改称

2004(平成16年10月1日)甲賀市誕生 甲賀市立甲南第一小学校と改称2004(平成16年10月1日)甲賀市誕生 甲賀市立甲南第一小学校と改称2004(平成16年10月1日)甲賀市誕生 甲賀市立甲南第一小学校と改称2004(平成16年10月1日)甲賀市誕生 甲賀市立甲南第一小学校と改称

2009(平成21年12月） エレベーター新設2009(平成21年12月） エレベーター新設2009(平成21年12月） エレベーター新設2009(平成21年12月） エレベーター新設
バリアフリー化工事バリアフリー化工事バリアフリー化工事バリアフリー化工事

2011(平成23年7月） 創立110周年2011(平成23年7月） 創立110周年2011(平成23年7月） 創立110周年2011(平成23年7月） 創立110周年


