
◎ 木曽呂小学校沿革 
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新設開校（差間小学校・神根小学校より分離新設） 
県費負担教職員 ２４名 児童数 ６３６名 １８学級 
開校式挙行 
第１回入学式挙行 
埼玉県教育委員会教育長 荒井 桂 氏 学校訪問 
川口市立木曽呂小学校ＰＴＡ設立総会 
落成式、校歌、校章制定記念式典挙行 
校章デザイン 川口市立根岸小学校長 濱口泰巳 氏 
校歌作詞  一戸千佳子 氏       校歌作曲  埼玉大学教授 折山 俊也 氏 
第１回開校記念日 
第１回卒業証書授与式挙行 
校地一部土止め工事、学校園・藤棚設置 
校庭南側防球ネット設置 
プールサイド日除け設置 
校庭北側防球ネット設置 
コンピュータ２３台、コンピュータ室へ設置 
プールフェンス設置 
児童数７９７名 ２４学級 
音楽室、家庭科室、理科室へコンピュータ各１台設置 
児童数８３０名 ２５学級  児童保育室新築設置  
児童数８６３名 ２５学級     普通教室 ２クラス 増設 
児童数８９５名 ２６学級 
川口市教育委員会委嘱（教育課程・国語)研究発表 
開校１０周年記念式典 
児童数８７１名 ２６学級 
児童数９０２名 ２６学級 
児童数９１５名 ２７学級 
北校舎改築 普通教室 1クラス増設 
児童数９０１名 ２７学級 
児童数８７４名 ２６学級 
川口市教育委員会委嘱（新学習指導要領を踏まえた教育に関する研究（体育）)研究発表  
児童数８６５名 ２７学級 
児童数８９０名 ２７学級 
川口市教育委員会委嘱（新学習指導要領を踏まえた教育に関する研究(算数体育))研究発表 
児童数８８７名 ２６学級 
児童数９０９名 ２６学級 
健康教育推進学校 優秀校・特別協賛社賞 受賞 
児童数９２７名 ２７学級 
川口市教育委員会委嘱（「学力向上」に関する研究(算数体育))研究発表 
開校２０周年記念集会 
文部科学大臣表彰「学校保健」受賞 
児童数９３９名 ２９学級 
児童数９５９名 ２９学級 
児童数９４１名 ２７学級 
児童数９１４名 ２５学級 

 

◎ 学 校 概 要 
 学 校 名  川口市立木曽呂小学校 校 長 中河 正明 教 頭 廣田 秀樹 
       
所 在  地 
 

 〒３３３－０８３１ 
 川口市大字木曽呂３８２－２ 
 

 電話番号  ０４８－２９８－０１００ 
 ＦＡＸ  ０４８－２９８－０２２３ 
 学級数  ２５学級 

 
保 有 教 室 
 

普通教室    ２８ 転用可能教室    ０ 
特別教室 
 

  音楽室１  図書室１  理科室１  図工室１  家庭科室１   
  視聴覚室１ コンピュータ室１    体育館１          計８室 

 
管 理 室 

校長室１  放送室１  会議室１ 事務室１  職員室１  保健室１  印刷室１ 
校務員室１ 配膳室１  ランチルーム１    教育相談室２               計１２室 

面   積 建物延面積 ７，４７３㎡  校地総面積 ２１，３９１㎡ 
学区内町会 木曽呂１・木曽呂２・東内野・源左衛門新田・西原・石神中区 

                                                   
  ◆設置者 市 長  奥ノ木信夫                                   
   ◆管理者 川口市教育委員会 
 

教育長 茂呂 修平  教育長職務代理 菅原 京子 
委員 宿谷 岩男     委員 齋藤  卓    委員 中田 裕之 

◎歴代校長                                              

 

 初代 鈴木 成雄 
 二代 小林 憲一 
 三代 佐藤 英次 
 四代 奥山 耕一 
 五代 吉野 賀夫 
 六代 近藤 久江 
  七代 岩本 好則 
  八代 中河 正明 

平成８年４月１日～平成11年３月31日 
平成11年４月１日～平成15年３月31日 
平成15年４月１日～平成17年３月31日 
平成17年４月１日～平成19年３月31日 
平成19年４月１日～平成24年３月31日 
平成24年４月１日～平成27年３月31日 
平成27年４月１日～平成29年３月31日 
平成29年４月１日～ 

◎学校医 
 (内 科） 藤田 泰幸 水谷  剛 鳥越 栄治 
 （耳鼻科      ）     峯岸 成  
  (歯 科） 陽野 載紀 掛川 尚之 吉田 菜穂  
     金谷 日出夫 
  (眼 科） 中村 美佳  
 ◎学校薬剤師  飯塚 宏子 
 


