年
昭和５６年

２月１０日
２月１６日
３月
４月 １日

４月 ８日
６月２０日
７月１６日
昭和５７年 ２月１８日
３月２５日
４月１０日
４月３０日
５月２１日
１０月
１０月３０日
昭和５８年 ３月 ３日
３月
３月２５日
６月１０日
昭和５９年 ３月１７日
３月
３月２５日
４月 １日
５月１２日
６月２２日
昭和６０年 １月２６日
３月
３月２５日
１１月１３日
１２月
昭和６１年 ３月
３月２５日
４月 １日
４月 １日
１１月２３日
１１月２５日
昭和６２年 ３月
３月２５日
５月１４日
１０月
昭和６３年 ２月１５日
３月２２日
３月
３月２５日
６月１８日
平成 元年 ３月
３月２５日
４月 １日
１１月 １日
平成 ２年 ３月２３日
３月２４日
４月 １日
５月１５日
８月１３日
１２月２５日
平成 ３年 ３月２３日
３月２５日
４月 １日
５月１６日

広谷小学校の歴史
主 な こ と が ら
新設小学校開設準備委員会発足。委員長 川野 寿二氏就任
新設小学校名候補として広谷小学校と決定
川越市立名細小学校教頭 柴田 典男氏開設準備副委員長に就任
校名を川越市立広谷小学校と決定
川越市字下広谷北・下広谷南・富士見ハイツを通学区として川越市立
名細小学校より分離 初代校長 井上 幸久氏就任（児童数８４７名)
第１回入学式挙行 （開校宣言を行う）
開校記念式典を挙行 校章制定（中川俊子氏案による）
ＰＴＡ設立総会 初代会長 小林 義親氏就任
校旗制定
第１回卒業式を挙行（卒業生 １３７名）
校舎付帯設備完了（正門、外柵等）
音楽室 ＭＬ方式となる
市教委委嘱「文化財愛護モデル校」を受ける
校舎窓に危険防止用金属枠取付工事、階段手すり工事完了
開校記念日を１１月２日とすることを決定
校歌制定 作詞 こわせたまみ氏 作曲 中田喜直氏
投球板の設置（第２回卒業記念）
第２回卒業式挙行（卒業生 １３０名）
市教委委嘱「生徒指導」を受ける
校庭整地完了
校庭南側 花壇設置（第３回卒業記念）
第３回卒業式挙行（卒業生 １３９名）
第２代校長 関口 章雄氏着任
県教委委嘱「快適な環境づくり推進モデル校」を受ける
第２代ＰＴＡ会長 新井 康之氏就任
市教委委嘱「体力向上」を受ける
焼きもの小屋完成
雲梯設置（第４回卒業記念）
第４回卒業式挙行（卒業生 １６１名）
市教委委嘱「体力向上」研究発表会を開催
校舎南側 花壇改造
登り棒設置（第５回卒業記念）
第５回卒業式挙行（卒業生 １３３名）
第３代校長 澤田 精一氏着任
市教委委嘱「同和教育推進事業」を受ける
校門にＰＴＡより寄贈の「松」植樹
校庭に水道管設置
藤棚設置（第６回卒業記念）
第６回卒業式挙行（卒業生 １４３名）
第３代ＰＴＡ会長 志賀 宣宏氏就任
外トイレ設置
校庭排水工事完了
校庭東側土留改修工事完了
ＭＬ教室空調設備完了 日時計設置（第７回卒業記念）
第７回卒業式挙行（卒業生 １１６名）
市教委委嘱「生徒指導」を受ける
プログラムタイマー設置（第８回卒業記念）
第８回卒業式挙行（卒業生 ９２名）
第４代校長 幸田 裕氏着任
市教委委嘱「生徒指導」研究発表会を開催
国旗掲揚塔設置
第９回卒業式挙行（卒業生１０８名）
市教委委嘱「同和教育推進事業」を受ける
第４代ＰＴＡ会長 片岡 尚次氏就任
階段塗装工事完了
昇降口改修工事完了
サージャントジャンプ設置（第１０回卒業記念）
第１０回卒業式挙行（卒業生 ８５名）
県教委委嘱「体力向上」を受ける
第５代ＰＴＡ会長 小林 澄子氏就任

年
平成

４年

３月
３月２５日
４月 １日
５月２３日
１０月２８日
１２月１０日
平成 ５年 ３月
３月２５日
６月２５日
８月
１１月１１日
平成 ６年 １月２８日
３月
３月２４日
４月 １日
６月１１日
１０月１９日
平成 ７年 ３月 ８日
３月２４日
４月 １日
平成 ８年 ２月２０日
３月２２日
４月 １日
５月１８日
６月１２日
１０月 １日
平成 ９年 ２月２８日
３月２４日
３月２７日
５月２９日
７月
８月１１日
平成１０年 ２月１６日
３月１６日
３月２４日
４月 １日
５月１６日
１０月３０日
平成１１年 ３月２４日
５月１５日
１１月１２日
平成１２年 ２月２３日
３月２２日
１２月２６日
平成１３年 ３月２２日
５月１９日
５月２９日
８月
１０月１３日
平成１４年 ３月２２日
４月 １日
５月１６日
８月１９日
１１月２７日
平成１５年 ３月２４日
１０月 ２日
平成１６年 ３月２４日
４月 １日
５月２０日
平成１７年 ２月２８日
３月２４日

主 な こ と が ら
紅白幕（第１１回卒業記念）
第１１回卒業式挙行（卒業生 ７４名）
第５代校長 吉澤 操氏着任
第６代ＰＴＡ会長 小久保 昌行氏就任
県教委委嘱「体力向上」研究発表会を開催
インターホン設置工事完了
うさぎ小屋設置（第１２回卒業記念）
第１２回卒業式挙行（卒業生 ７２名）
市教委委嘱「生活科・理科」を受ける
小鳥小屋設置完了
永年保健体育指導研究表彰を受ける（文部省）
学校保健努力校として表彰を受ける（県教委）
図書館用図書の贈呈（第１３回卒業記念）
第１３回卒業式挙行（卒業生 ６９名）
第６代校長 小久保 純江氏着任
校庭夜間照明灯設置
生活科・理科市委嘱研究発表会
放送設備改修工事完了
第１４回卒業式挙行（卒業生 ６５名）
川越市社会福祉協力校推進事業委嘱（７・８年度）
校舎前花壇整備完了
第１５回卒業式挙行（卒業生 ５２名）
市教委委嘱「同和教育推進事業」を受ける
第７代ＰＴＡ会長 山田 芳和氏就任
プール排水口のキャップ取付工事完了
コンピュータ１０台設置
校舎前通路、校庭一部改修
第１６回卒業式挙行（卒業生 ６５名）
備蓄庫設置完了
市教委委嘱「国際理解」を受ける（９・１０年度）
社会科教育で県社会科研究会の委嘱を受ける
保健室等空調設備設置
消火栓改修工事
校地擁壁築造工事
第１７回卒業式挙行（卒業生 ５４名）
第７代校長 五十嵐 京氏着任
第８代ＰＴＡ会長 濱田 喜久江氏就任
市教委委嘱「国際理解教育」研究発表会
第１８回卒業式挙行（卒業生 ４３名）
第９代ＰＴＡ会長 市川 旭氏就任
租税教育表彰
プール改修工事
第１９回卒業式挙行（卒業生 ５１名）
校庭改修工事
第２０回卒業式挙行（卒業生 ５４名）
第１０代ＰＴＡ会長 勝海 仁氏就任
市 教 委 委 嘱 「 生 活 科 ・ 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 を 受 け る （ 13,14年 度 ）
コンピュータ２０台設置
開校２０周年記念式典挙行
第２１回卒業式挙行（卒業生 ５０名）
第８代校長 石井 茂氏着任
第１１代ＰＴＡ会長 村杉 祐司氏就任
教室７学級分床塗装 体育館照明昇降式改修
生活科・総合的な学習の時間研究委嘱発表
第２２回卒業式挙行（卒業生 ４２名）
太陽光発電設置工事完了
第２３回卒業式挙行（卒業生 ３３名）
第９代校長 金子 洋子氏着任
第１２代ＰＴＡ会長 平田 隆氏就任
体育館屋根塗装工事
第２４回卒業式挙行（卒業生 ５２名）

年
平成１８年
平成１９年

３月２２日
３月２３日
５月２５日
平成２０年 ３月２４日
４月 １日
４月 １日
５月２３日
８月１３日
８月２９日
平成２１年 ３月２４日
３月２７日
５月１８日
９月１５日
平成２２年 １月１５日
２月２６日
３月２４日
５月２１日
１０月３０日
平成２３年 ３月２３日
４月 １日
平成２４年 １月２５日
３月２３日
５月１８日
平成２５年 ３月２２日
４月 １日
４月 １日
４月 １日
５月２４日
５月２６日
１２月２５日
平成２６年 ３月２４日
５月 ９日
平成２７年 ３月２４日
４月 １日
５月 ８日

主 な こ と が ら
第２５回卒業式挙行（卒業生 ４３名）
第２６回卒業式挙行（卒業生 ５４名）
第１３代ＰＴＡ会長 久田 一広氏就任
第２７回卒業式挙行（卒業生 ６２名）
第１０代校長 久保田 敏也氏着任
市教委委嘱「人権教育推進事業」を受ける
第１４代ＰＴＡ会長 安部 雄二氏就任
扇風機取付工事完了
給食用エレベーター改修工事完了
第２８回卒業式挙行（卒業生 ６５名）
浄化槽修理 破砕機スクリーン取替修理
扇風機修繕工事完了
校庭ネットフェンス修理工事完了
校舎外壁修繕工事完了
救助袋修繕工事完了
第２９回卒業式挙行（卒業生 ３７名）
第１５代ＰＴＡ会長 小林 健氏就任
開校３０周年記念式典挙行
第３０回卒業式挙行（卒業生 ４８名）
第１１代校長 木田 正美氏着任
体育館耐震補強工事完了
第３１回卒業式挙行（卒業生 ５３名）
第１６代ＰＴＡ会長 佐藤 由紀氏就任
第３２回卒業式挙行（卒業生 ５５名）
第１２代校長 宮﨑 厚氏着任
市教委委嘱「人権教育推進事業」を受ける
市 教 委 委 嘱「 名 細 中 学 校 と の 校 種 間 連 携 研 究 」を 受 け る (名 細 小 と ３ 校 )
第１７代ＰＴＡ会長 永山 綾子氏就任
来客・職員用入口階段及び校舎西側階段手すり工事完了
校舎中央階段・東階段手すり工事完了
第３３回卒業式挙行（卒業生 ５４名）
第１８代ＰＴＡ会長 小澤 政弘氏就任
第３４回卒業式挙行（卒業生 ５５名）
市 教 委 委 嘱「 名 細 中 学 校 と の 校 種 間 連 携 研 究 」を 受 け る (名 細 小 と ３ 校 )
第１９代ＰＴＡ会長 宇田川 登氏就任

