
学校の沿革

昭和 9.04 開校 平成 7.11 「丸池」改修工事・新プール建設着工
16.04 仙台市立向山国民学校と改称 8.03 新プール完成
22.04 仙台市立向山小学校と改称 .04 特殊学級（けやき学級）開設

06 ＰＴＡ発足 .04 1階男子トイレ洋式化改修工事 昇降口とけや
26.02 完全給食実施 き学級よりの通路へのスロープ化工事

10 子ども銀行大蔵大臣・日本銀行総裁より表彰 .06 落成記念プール開き
33.10 「緑が丘子ども郵便局」大蔵大臣より表彰 .08 プール周辺ネット設置
35.05 放送教育研究校に指定（市教委） .09 校庭西側に花壇設置

.05 子ども銀行大蔵大臣・日本銀行総裁より表彰 .02 コンビューター教室設置

.09 歌唱ラジオ音楽コンクール宮城県大会で優秀校 .04 特殊学級（ひまわり学級）開設
36.10 放送教育全国大会実演授業実施 9.11 宮城健康教育推進校として県教委表彰
37.04 屋内体育館落成 10.04 向山児童館開館式
38.10 音楽コンクール宮城県大会で優秀校 .07 身障者トイレ新設建築工事着工
39.05 愛鳥モデル校に指定（市教委） .08 3階女子トイレ洋式化工事

.05 「緑が丘子ども郵便局」郵政大臣より表彰 11.06 太白区総合防災訓練拠点校

.07 プール落成式挙行 .08 松かさ学級家屋撤去

.10 開校 30周年記念式挙行 12.03 体育用外倉庫設置
40.02 校地拡張（１７３２．６２坪） .04 ボランティア協力推進校指定（３年間）

.09 仙台市教育委員会音楽教育指定研究公開 .09 音楽室空調設備設置
41.05 学校植林の代替地として 900坪確保 .11 校庭に遊具設置（雲梯・登り棒・ジャングルジ

.06 留守家庭学級開設 ム） 校庭改修作業
43.03 「小鳥の家」工事完了 13.09 非常警報装置設置
44.10 宮城県学校給食研究会指定公開研究開催 14.03 校内ＬＡＮ工事

.10 NHK器楽合奏コンクール東北大会第２位 .05~11 耐震・外壁・屋上防水工事
45.01 全国音楽コンクール合唱の部全国大会出場 15.09 門扉（正門・高校門・ピンク門・プール門）

.11 学校給食優秀校として文部大臣より表彰 完備 フェンス設置（自然の森・プール周辺）

.12 第２回宮城県学校花壇コンクール最優秀校 校庭南側に防犯灯増設
46.04 緑化教育研究校に指定（県教委・市教委） .10 ホームページ開設

.04 八木山小学校へ児童 352名転出 .12 東側フェンス塀に改修
48.05 国旗掲揚ポール（鉄製）建立工事完了 16.04 ひまわり学級（知的・情緒）開設

.11 子ども郵便局大蔵大臣・日本銀行総裁より表彰 .04 初任者研修拠点校(～Ｈ 17.03)

.11 第 24回宮城県学校緑化コンクール特選 .05 防砂ネット設置
49.10 子ども郵便局東北郵政局より表彰 .06 校庭にすべり台新設

.10 開校 40周年記念式挙行 .06 体育館屋根改修工事

.11 第 25回宮城県学校緑化コンクール入選 .09 開校 70周年記念式典開催
50.11 自然の森擁壁工事並びにフェンス工事完了 .11 校庭簡易改修工事
51.11 第 27回宮城県学校緑化コンクール優秀校 17.04 プール塗装工事
52.11 第 28回宮城県学校緑化コンクール優秀校 .05 仙台青葉祭り太白武者隊参加
53.02 展望台フェンス工事完了 .06 学校ボランティア防犯巡視員発足

.03 正門前・西門階段工事完了 .06 掲揚塔改修 遊具塗装
54.04 新校舎竣工（15学級他給食室・特別教室 5) .07 向山地区連合町内会防災訓練会場
56.03 校舎改築第２期工事完了（普通教室７・特別 .08 ＦＦ式ヒーター改修（20台)

教室３） .09 校庭南側境界フェンス設置
57.11 第 30回宮城県算数・数学教育研究会授業公開 .12 不審者想定避難訓練（交番等来校）
58.10 土俵場完成，土俵開き ※旧保母専解体工事 12~3月
59.01 玄関前に校名碑設立 18.01 アスベスト対策覆い工事

.10 創立 50周年記念式典・友情の泉完成 .03 正門（健康坂門）改修
60.04 文部省・仙台市教育委員会研究指定校（国語） .04 ボランティア協力校指定（３年間）
61.09 宮城県学校図書館研究大会開催 .03 . ＰＴＡより書架寄贈

.10 文部省・市教委研究指定（国語）公開 .03 災害用飲料水貯水タンク埋設（校庭）
62.10 時事通信社より 教育奨励賞優良校受賞 19.09 芸術鑑賞教室（向山高校吹奏楽部コンサート）

.11 博報児童教育振興会より 博報賞（国語教育 .03 一斉メール配信システム導入
部門)受賞 20.04 食育推進協力校指定（市教委）

63.02 国語科自主公開研究会開催 .07 校内ＬＡＮ更新工事
.07 給食室改装工事 .09 校庭遊具（ブランコ）改修
.11 県統計教育事例研究発表大会開催 22.03 ５０型プラズマテレビ配置（19台）

平成 1.03 校内ＴＶ放送設備取付 .05 校庭整地作業
.06 プール補修・腐食タラップ取替 .08 校木五本松１本伐採

2.08 校庭遊具・門扉等塗料工事 23.03.11東日本大震災発生
.09 台風 19号により校庭西側に砂袋設置 避難所開設(～４月３日：避難民最大 600人)

3.02 第 36回青少年読書感想文全国コンクール .03.12～ 23臨時休業
全国学校図書館協議会会長賞及び学校賞受賞 .03.24修了式 視聴覚室で卒業式

.10 第 19回全国小学校国語教育研究大会仙台大会 .04.11 平成 23年度始業式・入学式
開催 .05～故郷復興プロジェクト１～３「復興へ！学校の力結集！」

4.02 1991年読書感想画 中央コンクール最優秀校 .07 体育館復旧工事
5.01 屋内運動場増改築のため旧校舎及び中央トイレ解体 .08 校舎復旧工事
.11 新体育館完成・披露式・旧体育館取り壊し 24.06 学校支援地域本部「ＣＳＣ向山」設立

6.09 開校 60周年記念式挙行 .11～ 25.03
7.04 生徒指導推進モデル地区指定（Ｈ７～８市教委） 校庭工事(暗渠工事)，駐車場アスファルト工事
.07 高架水槽改修工事 25.08 コンピューター機器更新
.08 生活科「砂場」設置 .11 次代を担う子供の文化芸術体験事業「能楽」


