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４ 学校の沿革 

    久保町字山脇に一の尋常小学校を設置して尾道市全児童を収容していたが、市制実施依頼児童数も増加したので、西部の児
童の通学の便を図り、高等小学校に併置して第２尋常小学校とした。時に、明治 33 年 6 月 1日。高等小学校の建物は不適当の
ため、明治 35 年土堂町持光寺西側に新築の議をおこし、継続事業として、明治 36 年 6 月地盤築造に着手した。      
 校舎建築工事は、明治 37 年 1月に着工したが、時局は日露戦争に際会し、経済緊縮による新事業中止のため、建築も一頓座 
した。特に監督庁の聴許を得て、漸く 6 月竣工した。明治 42 年 6 月、持光寺所有の畑を借り入れ第２運動場とした。    
 明治 44 年 6月第２運動場を拡張。同年同月陸橋新設。大正 3年 4 月市立特別夜間学校を本校内に設立し、市内学齢児童中昼 
間修学困難なものに対して特別の教育を施す。 

明治33年 尾道尋常小学校設立 
34年  卒業生139名 
      入学男子116名女子67名 
35年 トラホーム流行 
36年 本校建築敷地土工に着手 
37年 新築校舎本館落成 
38年 校前線路に踏切番人を置く 
39年 電灯が入る 
40年 登校全児に種痘を施す 
42年 義務教育年限が６年に延長される 
44年 電話機を設置する 
 
大正2年 市立特別夜学校を設立 
 3年 鉄道線路踏切に跨線橋を新設 
 4年 後援会創立総会を開く 
 6年 秋期大運動会を校庭にて行う 
 7年 林芙美子、第５年に編入 
 8年 二日間にわたり、児童学芸大会を開催 
 9年 土堂尋常小学校と改称する 
10年 西校舎増改築を行い落成式を行う 
11年 岩子島にて臨海学校を行う 
13年 鉄道線路の跨線橋の架換をする 
14年 創立二十五周年記念、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ購入 
    
昭和2年  講堂落成 
 3年 広島県商工団体連合会総会を講堂で開催 
 6年 希望者に肝油服用を始める 
 9年 千光寺登山道路完成 
10年 跨線橋を鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄに改築 
11年 校歌できる 東校舎新築なる 
12年 猩紅熱流行 全校舎の大消毒 
14年 土生小学校に於て相撲大会優勝 
15年 相撲場落成式挙行 
16年 土堂国民学校と改称する 
17年 創立記念挙行 
18年 干汐海岸で臨海学校を実施 
19年 母親学級開設 
20年 物故職員児童追弔会を挙行  
21年 後援会総会及び母の会開催 
22年 尾道市立土堂小学校と改称する 
       PTAを創立 
23年 育友会主催の地区演芸大会を開催 
24年 図書室、衛生室、給食室の二階建 
   一棟を新築 
25年 創立五十周年記念祝賀会を挙行 
26年 育友会主催の映画鑑賞会を開催 
27年 給食室の増改築竣工する  
28年 両親学級発足 林間学校始める 
31年 小林厚生大臣来訪  
32年 増改築鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造三階建竣工 
33年 育友会報創刊 
34年 改造鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造四階建第一期工 
   事竣工 
35年 改造鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造四階建第二期工 
   事竣工  
36年 創立六十周年記念式典挙行 
37年 みなと祭りへ鼓笛隊初参加 
38年 給食室整備                     
39年 水洗便所工事完了       
40年 久保小プールで水泳指導    
41年 学研賞受ける 
42年 各教室にテレビ設置             
43年 校庭へ通じる自動車道開通    
44年 校内電話各教室に設置           
45年 八ミリ映写機設置            
46年 創立七十周年記念式典挙行       
   体育館竣工                     
47年 視聴覚教室整備                 
48年 運動器具庫整備                 
49年 音楽教室窓枠取替               
50年 旧館教室窓枠取替 
51年 第一回文化祭バザーを開催       
52年 給食室新築 
53年 土堂っ子手作り大会 
54年 集団風邪のため学級閉鎖 
55年 集団風邪のため学級閉鎖      
56年 創立八十周年記念式典挙行  
57年 旧館職員室窓改修 
58年 ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ新設              
59年 児童机・椅子完備  
60年 新館防球ﾈｯﾄ新設 
 

61年 新館教室床の張替
                                     
62年 校庭西側に防球ﾈｯﾄ新設       
                                  
63年 第一回土堂地区子ども会ﾏﾗｿﾝ  
      大会                     
                        
平成元年  校舎大規模改修 
 
 2年 うずしお橋開通           
 3年 創立九十周年記念式典挙行    
   新図書館完成                
 4年 給食室・放送室の改修        
                                  
 5年 石段側溝工事終了            
                                  
 6年 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室整備               
                                  
 7年 体育倉庫設置                
                                  
 8年 体育館男子ﾄｲﾚ水洗に改修     
     公開教育研究会開催          
 9年 公開教育研究会開催          
                                  
10年 新型パソコン設置            
      公開教育研究会開催             
               
11年 道徳教育実践研究協力校指定  
           （文部省）  
12年 土堂小学校創立百周年記念事業 
   百周年記念航空写真          
  ・しまなみをたすきでつなぐ夢ﾘﾚｰ   
    ・8mm16mmﾌｨﾙﾑのﾋﾞﾃﾞｵ映像化  
    ・百周年記念式典 大同窓会    
    ・ふれあいｻﾛﾝ「ほっとかん」   
      理科室・理科準備室整備  
 
13年 文部省指定道徳教育研究発表会   
   「次世代ITを活用した未来型教育 
   研究開発事業」指定   
 
14年 土堂っ子太鼓１０周年記念行事    
    ｢新しいタイプの学校運営のあり方 

実践研究」文科省指定 
   第１回オープンスクール開催  
   広島県小学校社会科研究大会 

 
15年  広島県教育奨励賞受賞     
      通学区域市内全域へ拡大    
  (７学級１４９名） 
      公募による校長･教諭就任 
      ｢新しいタイプの学校運営のあり方

実践研究」第二年次研究発表会開催
 
16年 学校選択制実施（8学級199名） 
     「新しいタイプの学校運営のあ 

り方実践研究」 終年度研究発    
     表会 
 
17年 学校選択制実施（9学級229名） 
      文科省「研究開発学校」指定 
      文科省「ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ」指定 
      中山文部科学大臣来訪 
      漢字検定試験 優秀校表彰 
 
18年 学校選択制実施（10学級272名） 
      文科省指定「研究開発学校」 
   第二年次研究発表会開催 
      文科省「ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ」指定 
      漢字検定試験 優秀校表彰 
   日本ホームページ大賞入賞 
      池坊文部科学副大臣来訪 
 
19年 学校選択制実施（11学級289名）    
     給食調理室改修 
   文科省指定「研究開発学校」       
     第三年次教育研究発表会開催 
   漢字検定試験 優秀校表彰 
   日本ホームページ大賞入賞 
   優良PTA文部科学大臣表彰 
     安倍晋三前首相来訪 
 

20年 学校選択制実施（12学級327名）
     漢字検定試験優秀校表彰  
   日本ホームページ総務大臣賞受賞  
                                  
21年 学校選択制実施(12学級329名) 
   漢字検定試験 優秀校表彰 
   数学検定グランプリ銀賞受賞   
     日本ホームページ大賞受賞     
              
22年 学校選択制実施(12学級 321名)
    土堂小学校創立百十周年記念事
   業百十周年記念航空写真       
    百十周年記念式典 記念講演 
   土堂小学校の絆展開催 
   音楽室、グラウンド倉庫改修 
   緞帳購入・精微 
     漢字検定試験優秀校表彰 
   日本ホームページ大賞受賞 
     子どもホームページコンテスト
   グランプリ受賞 
 
23年 学校選択制実施(13学級309名) 
      土堂っ子太鼓二十周年記念行事
    全日本小学校ホームページ大賞受賞
      子ども読書活動文部科学大臣賞受賞
 
24年 学校選択制実態（13学級285名）
      みなと祭「ええじゃん・SANSA
   ・がり」コンテスト審査員特別
   賞受賞 
   第10回全日本小学校ホームペー
   ジ大賞 ベスト８入賞 
   漢字検定 優秀団体賞受賞 
 
25年 学校選択制実施（13学級285名）
   みなと祭「ええじゃん・SANSA 
   ・がり」コンテスト審査員特別
   賞受賞 

漢字検定 優秀団体賞受賞 
合唱コンクール 優秀賞受賞 

 
26年 学校選択制実施（11学級278名）
   みなと祭「ええじゃん・SANSA 
   ・がり」コンテスト審査員特別
   賞受賞 

漢字検定優秀団体賞受賞 
 

27年 学校選択制実施（11学級261名）
   キャリア教育優良小学校文部科

学大臣表彰受賞 
   みなと祭「ええじゃん・SANSA 
   ・がり」コンテスト審査員特別
   賞受賞 

漢字検定優秀団体賞受賞 
合唱コンクール 優秀賞受賞 
市子連運動会団体の部2位 
市子連駅伝大会総合7位 
放課後児童クラブ開設（3月） 

 
28年 学校選択制実施（12学級260名）
   土堂っ子太鼓25周年記念行事 

漢字検定 優秀団体賞受賞 
市子連運動会団体の部3位 
市子連駅伝大会総合7位 

  
29年 学校選択制実施（13学級275名）
      文科省「教育課程研究指定校」

漢字検定優秀団体賞受賞 
 市子連運動会団体の部1位 
市子連駅伝大会総合13位 
実用数学技能検定グランプリ 
奨励賞 
 

30年 学校選択制実施（14学級299名）
文科省「教育課程研究指定校」
みなと祭「ええじゃん・SANSA 

   ・がり」コンテスト審査員特別 
   賞（スマイル賞）受賞 

市子連運動会団体の部１位 
女子リレー3 位 
普通教室エアコン設置 
校舎トイレ洋式に改修 
漢字検定 優秀団体賞受賞 
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令和元年  

学校選択制実施（14学級287名） 

文科省「教育課程研究指定校」 

みなと祭「ええじゃん・SANSA・がり

「かっこよかった賞」受賞 

市子連運動会地域の部３位 

新型コロナウイルス感染症拡大防止 

のための臨時休業（3/２～3/25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
令和２年  

学校選択制実施（12学級274名） 

文科省「教育課程研究指定校」 

土堂小学校創立１２０周年記念事業 

「広島東洋カープコラボ T シャツ」 

作製・ドローン空中撮影 

新型コロナウイルス感染症拡大防止 

のための臨時休業（4/15～5/31） 

   「尾道きらり賞」受賞 
 
令和２年  

学校選択制実施（12学級274名） 

文科省「教育課程研究指定校」 

土堂小学校創立１２０周年記念事業 

「広島東洋カープコラボ T シャツ」 

作製・ドローン空中撮影 

新型コロナウイルス感染症拡大防止 

のための臨時休業（4/15～5/31） 

   「尾道きらり賞」受賞 
 
令和３年 

  みなと祭り「ええじゃん SANSA・がり」 

コンテスト参加 チームワーク賞 

実用数学技能検定グランプリ金賞受賞 

千光寺グラウンド仮校舎へ移転 

修学旅行（山口） 

土堂っ子太鼓３０周年記念行事（録画） 

   「尾道きらり賞」受賞 
 
令和４年 

  みなと祭り「ええじゃん SANSA・がり」 

コンテスト参加 銀賞 

土堂小学校創立百二十周年・土堂っ子 

市子連駅伝大会 第４位 

太鼓３０周年記念行事・バザー開催 

講師：隂山英男先生 

講演：「神様がいる学校」 

「尾道きらり賞」受賞 


