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竹間沢小学校

【開校年】
昭和 56 年
【校長】
佐藤 千代美

間沢 と
｣ して教職員一丸となり、魅力
ある教育活動を進めてまいります。

信頼される魅力ある学校づくりに努

【開校年】
昭和 50 年
【校長】
廣井 賢司

成に向け、また、児童・家庭・地域の

唐沢小学校

たちの自立に向けて取り組みます。
【開校年】
昭和 47 年
【校長】
間中 千恵子

めてまいります。

上富小学校

教職員が一丸となって取り組みます。

藤久保小学校

皆様方に愛される学校となるよう全

【開校年】
昭和 45 年
【校長】
佐藤 和秀

トをつくす子」の学校教育目標の達

重要な課題に対しても、
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教職員が全児童の担当という意識で、

さつと歌声の響く学校』を目指し、安

【開校年】
昭和 59 年
【校長】
田川 一義

地域の学校として開校四十七年目

藤久保中学校

を迎え、保護者、地域の皆様ととも

【開校年】
昭和 52 年
【校長】
林 武嗣

本校は、
「きよく、かしこく、たく

三芳東中学校

『子どもが輝く学校、子どもが伸

【開校年】
昭和 22 年
【校長】
渋谷 勝

内 522・523
問い合わせ
学校教育課
（写真：昨年、休校から再開した上富小学校）

伝統の継承と共に
新しい学校の創造

町内小中学校の目標と取り組み

十九学級、五百二十六名の児童、

三芳中学校

教育だより
豊かな知性と感性を育む三芳教育の実現へ
各小中学校の目標と取り組みをお伝えします。
【開校年】
明治 22 年
【校長】
河野 公子
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令和 3 年度
三芳小学校

