沿革の大要
＜桐生学校（本校）時代＞
明治

６年１０月

明治 ７年
明治 ９年
明治１１年

７月
８月
４月

明治１２年１０月
明治１４年
明治１７年 ７月

桐生新町浄運寺に仮に桐生学舎を設ける
＜第１６学区第４０番中学区第２０１番小学桐生学校＞と称する
桐生学舎を本校として別に５分校を置く
・山田郡下久方学校
・山田郡上久方学校
・四興学校（上菱、浅部、二渡、高沢）
・下菱学校
・山田郡山知学校
※ ５分校は明治７年から９年にかけて独立校となる
＜第１大学区第４２番中学区第５番小学桐生学校＞と改称する
＜第１６学区第４２番中学区第１９８番小学桐生学校＞と改称する
新校舎が落成する
県令揖取素彦氏が開校式に臨場する
県令から祝歌が贈られる
「この里の 学びの道は織物の 綾に錦に くらべてぞみむ」
＜公立桐生小学校＞と改称する
磯野タマさんが本校最初の卒業生となる
県令揖取素彦氏が「桐生学校の扁額」を揮毫する

＜山田第一学校（本校）時代＞
明治１７年１１月

＜山田第一本校＞と改称する
別に２分校（今泉分校、安楽土分校）を置く

＜山田第一尋常校時代＞
明治１９年

４月

明治１９年

８月

＜山田第一尋常小学校＞と改称する
２分校が独立校（東尋常小学校、西尋常小学校）となる
県内最初の幼稚園となる「付属桐生幼稚園」を校内に創設する

＜桐生北尋常小学校時代＞
明治２３年 ２月
明治３２年 １月
明治３５年 ６月
大正１１年１０月
大正１５年 ７月
昭和 ２年

＜桐生北尋常小学校＞と改称する
奥村松にあった簡易学校を合併する
付属桐生幼稚園が独立して＜桐生幼稚園＞となり小曽根に移転する
講堂を新築する
児童文集『わか芽』創刊号を発行する
アメリカより親善の人形使節「ウォヘロ」が贈られる
答礼としてアメリカに日本人形「上野絹子」を贈る

＜桐生市北尋常小学校時代＞
昭和１４年

４月

＜桐生市北尋常小学校＞と改称する

＜桐生北国民学校時代＞
昭和１６年 ４月
昭和１２年１２月
昭和１７年 １月
昭和１８年頃

＜桐生北国民学校＞と改称する
学校給食調理室を新築する
全校児童に給食を開始する
新田義貞の銅像が国へ供出され二宮金次郎の像が設置される

＜桐生市立北小学校時代＞
昭和２２年
昭和２３年
昭和２５年
昭和２７年

４月
４月

４月
５月
９月
昭和２８年１０月

＜桐生市立北小学校＞と改称する
後援会「父母の会」を廃止して「北小学校ＰＴＡ」が発足する
特殊学級での教育が始まる
特殊学級が群馬県教育委員会の公認第１号として許可される
図書館後援会が結成される
ＰＴＡの援助により図書室が図書館に改装される
本町より正門に至る通学道路幅員が２間から４間に拡張される
プールが新設される

昭和３３年
昭和３５年１０月
昭和３６年
昭和３６年 ８月
昭和３７年 ７月
８月
昭和３８年 ２月
４月
１０月

昭和３９年
昭和４０年
昭和４２年

３月
４月
５月
１１月
昭和４３年 ２月
３月
１０月
２月
４月
３月
昭和４８年１０月
昭和４５年
昭和４６年

昭和４９年
昭和５０年

１月
２月
３月
昭和５１年１１月
昭和５３年 ３月
昭和５４年 ６月
昭和５５年 ３月
４月
昭和５６年 ３月
昭和５７年 ３月
昭和５７年 ４月
８月
１０月
昭和５８年 ３月
４月
８月
昭和５８年１０月
１１月
昭和５９年 ５月
９月
１１月
昭和６０年 ３月
昭和６１年
６２年
平成 ３年

平成

４年
５年

平成

６年

４月
４月
６月
７月
８月
４月
３月
９月
１０月
４月

群馬県教育委員会より「学校給食」の研究指定を受ける
理科室３教室を改装し理科園を整備する
群馬県教育委員会より「科学教育」の研究指定を受ける
低学年用プールを新設する
ソニー理科教育振興資金論文募集に応募し優良校に入選する
プールサイドに日除けが設置される
北小同窓会が再組織される
全日本発明考案展で科学技術長官賞を受賞する
創立９０周年記念式典を挙行する
・校歌制定 作詞：木村嘉宏（公募）
作曲：渡辺茂＝東京学芸大学附属小教頭
・同窓会員名簿創刊号を発行
昭和３８年度卒業生より校歌歌碑が贈られる
文部省より「教育課程」の研究指定を受ける
山手通り横断橋が完成する
群馬県教育委員会より学校体育優良校として表彰される
日本水泳連盟より水泳優良校として表彰される
昭和３８年度卒業生より石碑が贈られる
（碑文「北小っ子 正しく 明るく 元気よく」）
校舎全面改築工事が開始される
全日本発明考案展で恩賜賞、豊田佐吉賞、科学技術長官賞を受賞する
桐生市教育委員会より「ＯＨＰを利用した指導法」の研究指定を受ける
新校舎落成祝賀会を挙行する
創立１００周年記念式典を挙行する
・『北小百年のあゆみ』を発行する
・郷土資料室を設置する
・同窓会員名簿を作成する
・北小百年の映画を制作する
プールへの陸橋が完成する
清原しま氏（ラグーザ・タマの義姪）が来校し図書費が寄贈される
理科園を校庭南側に設置する
土俵場が完成し土俵開きを挙行する
昭和５２年度卒業生よりジャングルジム１基が寄贈される
プール改修工事が完了する
昭和５４年度卒業生よりロープウェイ１基が寄贈される
群馬県教育委員会より体力つくりの研究指定を受ける
昭和５５年度卒業生より滑り台、ブリッジ各１基が寄贈される
昭和５６年度卒業生よりチェーンネット１基が寄贈される
全国発明考案展で発明工夫育成功労賞、科学技術庁長官賞を受賞する
校庭の全面改修工事が完了する
群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～６２年３月）
昭和５７年度卒業生より校舎案内板が寄贈される
ＮＨＫ道徳教育番組『明るい仲間』（北小ロケ）の第１回が放送される
校舎全面改修工事が完了する
創立１１０周年記念式典を挙行する（『北小百拾年のあゆみ』を発行）
第３８回国民体育大会集団演技に出場し感謝状を授与される
群馬県知事より野鳥保護功労賞を受賞する
ラグーザ・タマの絵の修復が完了する
朝日新聞社「海とさかな自由作文コンクール」で優秀学校賞を受賞する
全国教育美術展で優秀学校賞を受賞する
大正１０年度卒業生より「母校の歴史と思い出の額」が寄贈される
群馬県金融広報委員会より「金銭教育」の研究指定を受ける（～６２年３月）
群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～４年３月）
アメリカより親善の人形使節「アンジェラ」が贈られる
生活科のためのうさぎ小屋が完成する
「青少年赤十字」に加盟する
額入り名画ポスター１００点の寄贈され「北小画廊」が完成する
群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～９年３月）
和室、北小ギャラリー、多目的教室の改修工事が完了する
「郷土資料室」が完成する
創立１２０周年記念式典を挙行する
（『北小百二十年のあゆみ』を発行する）
北士会より石碑「大自然の恵み」が寄贈される

平成
平成

７年
８年

３月 大規模改修工事（音楽室、理科室、コンピュータ室他等）が完了する
４月 桐生市教育委員会より「コンピュータ利用学習」の研究指定を受ける
１１月 正門前の花壇が完成する
平成 ９年 ４月 群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～１４年３月）
１２月 「緑の少年団」に入団する
平成１０年 ２月 「子ども安全協力の家」が発足する
平成１３年 ４月 群馬県社会福祉協議会より「社会福祉協力校」の指定を受ける（～１６年３月）
平成１４年 ４月 群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～１９年３月）
平成１５年 ４月 文部科学省より実践研究校・調査研究校の指定を受ける
・学力向上フロンティア事業
・学習指導カウンセラー派遣に係る調査研究事業
１０月 創立１３０周年記念式典を挙行する（『北小百三十年のあゆみ』を発行）
平成１６年 ４月 北小っ子放課後クラブが開設される
７月 全クラスに扇風機が設置される
平成１７年 １月 北小学校ＰＴＡが群馬県教育委員会表彰を受ける
群馬県統計グラフコンクールで学校優秀賞を受賞する
１０月 野間文庫読書推進賞を受賞する
平成１９年 ４月 群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～２４年３月）
１１月 群馬県健康推進学校表彰奨励校を受賞する
平成２０年 ４月 社会福祉協議会より「社会福祉協力校」の指定を受ける（～２３年３月）
平成２１年１０月 特色ある教育活動奨励事業学校賞を受賞する
１１月 群馬県健康推進学校表彰で奨励校を受賞する
群馬県小中学校ＰＴＡ連合会長表彰で学校賞を受賞する
平成２２年 ２月 群馬県統計グラフコンクールで優秀学校賞を受賞する
平成２３年 ２月 群馬県統計グラフコンクールで優秀学校賞を受賞する
平成２４年 ２月 群馬県統計グラフコンクールで優秀学校賞を受賞する
３月 ガスエアコンが設置される
４月 群馬県知事より「愛鳥モデル校」の指定を受ける（～２９年３月）
未来創生塾の協力校としての授業実践が始まる
９月 重伝建地区全国選定を記念して運動会で「買場紗綾市音頭」を始める
１１月 群馬銀行環境財団教育賞奨励賞を受賞する
平成２５年 ２月 ２０１２ぐんまスクール・オブ・ザ・イヤーで優良賞を受賞する
群馬県統計グラフコンクールで学校優秀賞を受賞する
１０月 創立１４０周年記念式典を挙行する
・『北小百四十年のあゆみ』を発行
・愛唱歌『夢の船』が完成
・卒業生の山中千尋さんによるミニコンサートを実施
・「フラガールきずなスクール」を実施
・郷土資料室がリニューアルオープン
ベイシア21世紀財団「特色ある教育活動」に係る助成金を受賞する
１１月 群馬県健康推進学校表彰で優良校を受賞する
群馬銀行環境財団教育賞で優秀賞を受賞する
終日学校公開の「オープンスクール」を始める
平成２６年 ６月 ザスパ草津スマイルキッズキャラバンを実施する
１１月 群馬県健康推進学校表彰で優良校を受賞する
１２月 トイレ洋式化改修工事が完了する
１０月 文化庁文化芸術体験事業巡回公演でミュージカルを上演する
１１月 文化芸術による子供の育成事業を実施するる
平成２７年 ２月 野間顕彰会推奨によるビブリオバトルのモデル授業を実施する
３月 北地区青少年愛育運動協議会による北小学校児童表彰が始まる
４月 『北小学習１０のルール』が始まる
９月 未来創生プログラム基礎編の授業をＪＩＣＡ研修団が視察する
１０月 日本教育公務員弘済会の教育実践研究論文で奨励賞を受賞する
野間文庫読書推進賞を受賞する
１１月 ＮＨＫ『花燃ゆ紀行』で｢桐生学校の扁額」が紹介される
群馬県健康推進学校表彰で優良校を受賞する
１２月 テレビ会議システムを導入した黒保根小との同時授業を実施する
平成２８年 ４月 『北小 家庭学習の手引き（改訂版）』を作成し実践が始まる
７月 『北小 電子メディア利用のきまり』を作成し実践が始まる
９月 ＰＴＡ家庭教育学級講師として児童文学作家の如月かずさ氏が来校する
１１月 群馬県健康推進学校表彰で優良校を受賞する
平成２９年 １月 (財)日本学校保健会健康づくり推進学校表彰で優秀校を受賞する
金管クラブが桐生市小学校バンドフェスティバルに参加する
２月 ビブリオバトルの特別審査委員として如月かずさ氏が来校する

