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東京第二師範学校男子部附属中学校として　東京都北多摩郡小金井町貫井 780 番地　
東京第二師範学校男子部内に創設
 3 学級のうち 1 学級を東京都豊島区池袋 2 丁目 1150 番地　
東京第二師範学校男子部附属小学校内に置く　小金井教室 53 坪
師範学校長　大野 毅　主事　高木武夫　校務主任　金子　敏　校章制定
第 1 回入学式　第 1 学年 3 学級（入学生 128 名）
若竹会（ＰＴＡ）設立
開校式典挙行
校務主任　安藤泰三
教育実習開始　実習生 12 名（小金井教室）

「生徒会誌」創刊
全学年 3 学級となる
国立大学設置法による東京学芸大学の設置に伴い　
東京学芸大学東京第二師範学校小金井附属中学校と改称　学長　木下一雄
東京第二師範学校長兼任　木下一雄
第 1 回卒業式　卒業生 135 名　同窓会設立
主事　神蔵重紀

「附属中学校体操」発表
木造二階建校舎 4 教室 116 坪　竣工
国立学校設置法の一部改正による東京第二師範学校の課程廃止に伴い
東京学芸大学附属小金井中学校と改称　主事を廃止　校長を置く　校長　神蔵重紀
校長　桜井芳朗

「指導内容の要素分析と学習指導法」研究発表会開催
教頭を置く　教頭　安藤泰三
校旗制定

「私たちの歌」発表
小金井教室第 1 学年 3 学級となる　池袋教室は第 2・第 3 学年のみ
学長　村上俊亮
創立十周年記念式典並びに校舎増築落成式挙行
池袋教室を閉鎖
池袋教室を小金井に統合し　小金井で全学年 3 学級となる
校長　松原元一
木造平屋図書館 49. 61 坪　竣工
鉄筋三階建校舎　起工
第 1 期工事分（技術・美術・音楽室［660㎡］）使用開始
学長　高坂正顕
第 2 期工事分（家庭・理科・視聴覚・放送・映写・図書・保健・事務・応接室・昇降口

［2,029. 5㎡］）使用開始
第 3 期工事分（普通教室　社会・校長・会議・教務・教官室体育館［2,715. 9㎡］）使用開始
教頭　森　秀夫

「中学校における教育研究のひとつのありかた」研究発表会　「研究紀要」創刊
校長　堀　繁雄　第 1 学年 1 学級増設（以後 3 か年継続）
プール　起工
全学年 4 学級となる

小金井中学校の沿革
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学部の名称が「教育学部」となるのに伴い東京学芸大学教育学部附属小金井中学校と改称 
創立二十周年記念式典挙行　「二十周年記念誌」刊行
校長　藤本　光
学長　鎌田正宣

「教科の特質とその展開」（第 1 年次）研究協議会開催
「教科の特質とその展開」（第 2 年次）研究協議会開催
校長　山鹿誠次
学長　太田善麿

「教授学習過程と評価」研究協議会開催
教頭を副校長とする　副校長　森　秀夫
創立三十周年記念式典挙行　「三十年のあゆみ」刊行
研究紀要ＸＶ「創立三十周年記念特集号」刊行

「新しい学校像をめざした教育課程の研究」（クラブ活動「学習クラブ」）研究協議会開催
体育館ステージ（160㎡）竣工
校長　関　四郎
学長　阿部　猛
校長　小田野正之

「新しい学校像をめざした教育課程の研究」（教科）研究協議会開催
第 1 期校舎改修工事　着工
第 1 期校舎改修工事　完了
第 2 期校舎改修工事　着工
第 2 期校舎改修工事　完了
副校長　山下政太郎
学長　関　四郎
校長　中村　格
研究紀要を国際標準逐次刊行物に登録　番号　ISSN　0912-9510
教育情報交換システム設置
副校長　半田　進
選択教科（生徒選択）の開設

「教育実地研究生指導のカリキュラムとその実践」教育研究協議会開催
教育用コンピュータシステム設置
非常階段（校舎東側）設置
学長　蓮見音彦
 校長　石川佾男
 学校週五日制（毎月の第 2 土曜日を休業日とする）の実施
武道場竣工
 「生徒ひとりひとりの個性・創造性を生かし、相互に高め合う
教育課程の研究――教科指導を中心にして――」教育研究協議会開催
プール改修工事　完了
 運動場上層補修工事　完了
1 校長　石井　醇　　副校長　濱中正男
学校週五日制（毎月の第 2 土曜日及び第 4 土曜日を休業日とする）の実施
〃 9 ． 4 ． 1 創立五十周年記念誌「五十年のあゆみ」刊行
〃 9 ． 5 ．10 創立五十周年記念式典挙行
〃 9 ．11． 1 研究紀要の ISSN を 1342-1972 に変更
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学長　岡本靖正
 「自己学習力の育成をめざした学習指導の研究
　――教師の役割をひとつの視点として――」教育研究協議会開催
校長　岡崎惠視
 「よりよい学び方を育てる教師の役割」公開授業研究会開催
教育用コンピュータシステム更新
校内 LAN 一部設置
副校長　内海　淳
平成 11・12 年度文部省中学校教育課程研究指定校に指定される
　主題「21 世紀を拓くよりよい学び方と教師の役割」
屋上に太陽光発電設備設置
ガス暖房設備設置（全室）　音楽室・美術室冷暖房設備設置

「21 世紀を拓くよりよい学び方と教師の役割」公開授業研究会開催
情報通信ネットワークシステム設置
教育後援会「若竹会」発足
若竹会（PTA）を「保護者と教師の会」に名称変更

「21 世紀を拓くよりよい学び方と教師の役割」教育研究協議会開催
副校長　村野芳男
平成 13 年度教育課程研究指定校　主題「児童生徒の学習状況の工夫改善に関する研究」
三学期制を二学期制に改める

「よりよい学び方を育てるカリキュラム編成と評価」公開授業研究会開催
校長　鈴木健之
完全学校週五日制の実施（毎土曜日を休業日とする）

「よりよい学び方を育てる評価とカリキュラム編成」公開授業研究会開催
学長　鷲山恭彦
 「よりよい学び方を育てる評価とカリキュラム編成～発展的な学習をどうするか～」教育研究協議会開催
国立大学の法人化に伴い東京学芸大学附属小金井中学校と改称
本学と F.C. TOKYO との提携により、本校グランドが人工芝になる

「学び合いを促す指導と評価」公開授業研究会開催（第 1 年次）
本校三階普通教室に空調設備設置
4 月 26 日　本校創立記念日を「開校記念日」、 5 月 31 日　本学開学記念日を「創立記念日」と名称変更
公開授業研究会開催「学び合いを促す指導と評価」（第 2 年次）
本校二階普通教室に空調設備設置
校長　福家眞也
国立教育政策研究所による学力の把握に関する研究指定校事業に指定される
本校一階普通教室に空調設備設置
公開授業研究会開催「学び合いを促す指導と評価」（第 3 年次第 1 回）
本校教育工学室及び理科第 1 教室に空調設備設置
公開授業研究会開催「学び合いを促す指導と評価」（第 3 年次第 2 回）
創立六十周年記念式　写真集「60 年のあゆみ」　刊行

『学び合いで輝く・伸びる・高め合う』─東京学芸大学附属小金井中学校の教育─東洋館出版社　刊行公
開授業研究会開催「学び合いを促す指導と評価」（最終年次）
校舎改修（耐震工事）竣工
特別教室（社会科、理科第 2 ・第 3 、家庭科第 1 ・第 2 、技術第 1 ）に空調設備設置
公開授業研究会開催
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教科準備室に空調設備設置
公開授業研究会開催
学長　村松泰子
校長　川瀬邦臣、副校長　平田博嗣
 「課題意識を高め、自らの問いを深める教育課程づくり
　―学び合いを通して見つける価値ある学びとは―」教育研究協議会開催
体育館照明改修
公開授業研究会開催
校長　太田伸也
公開授業研究会開催
副校長　石井健介
公開授業研究会開催
体育館耐震工事完了
学長　出口利定
 「『思考力・判断力・表現力等』を育成するための指導とその評価（最終年次）
　～学び合いにおけるキーパーソンを見出し、活かす指導法の追究～」教育研究協議会開催
トイレ改修工事（全洋式化）及び中央階段塗装工事完了

「学ぶ意欲を持ち、追究していく生徒の育成」（第 1 年次）教育研究協議会開催
FC 東京によるサッカーグラウンド人工芝張替工事完了
校長　南　道子
教育研究協議会開催
副校長　村上　潤
創立七十周年記念式典
教育研究協議会開催
校長　奥住秀之


