
             【 学 区 の 概 要 】 
  

岡田の地名の由来については，「安永風土記」に岡田村，岡田端郷新浜などの御用書出事項が書き

上げられている。土地が概して高く，【海抜５ｍ】，早くから田畑が開墾され，住民が住み着いたと

いわれている。このような地形からいかなる大雨が降っても洪水に見舞われたことがかつてないとい

われており，こんなところから岡田という名前が生まれたといわれている。昭和１６年に仙台市へ合

併され現在に至っている。 

岡田学区は，仙台駅前より清水小路多賀城線を１０Ｋｍ余経ると広々とした田園が広がったところ

にある。学区の北東には七北田川を隔てて仙台新港があり，産業道路が学区西入口，加茂皇神社を過

ぎるところを通っている。南側には蒲生海岸が広がっている。上岡田，下岡田，荻袋，新浜，南蒲生，

堀切，港南の七つの地区に分かれていて，昔ながらの杉，雑木に囲まれた屋敷がまだ残っている。し

かし，年々少なくなってきている。バブル期には港南地区を中心に新しい住宅が次々と建てられたが，

現在は一段落し児童も減少傾向にある。そのような学区の中心部に岡田小学校があり，校庭にそびえ

る三本松は，樹齢１４０年余を数え，その偉容は学校の歴史を物語るのに十分である。 
 

           【 本 校 沿 革 の 概 要 】 
 

明治 ６【初代校長 原 律平】 

     創立第七大区三十番小学校    

  １８【２代校長 館内左四郎】           

岡田初中等小学校と改める    

  １９ 岡田尋常小学校と改める    

  ３０【３代校長 相澤 惣左エ門】   

     現在の敷地に新設       

  ３４ 岡田尋常高等小学校と改める   

  ４２【４代校長 館内左四郎】     

     岡田尋常小学校と改める    

大正 ３ 高砂小学校岡田分教場となる  

    【５代校長 阿部源之助】     

   ６ 分教場廃止，岡田尋常小学校となる  

    【６代校長 渡辺喜惣治】    

   ７【７代校長 安部 熊治】     

      ９ ３月 校歌制定 

（作詞 小倉博 作曲 海鋒 義美）  

  １０【８代校長 梶原 弘 】           

  １２【９代校長 鎌田 丁亮】      

  １４【１０代校長 武澤 喬 】  

昭和１０【１１代校長 木村 敬之】 

  １２【１２代校長 岡本 正視】  

  １４ 養鶏舎設置，鶏１１羽飼育，  

  １６【１３代校長 吉川 盛一】   

     岡田国民学校と改称する     

  １９【１４代校長 小野寺覺四郎】   

  ２１ 仙台市立岡田小学校と改める    

  ２２ 父母教師会設立 学校給食設備設置  

 ２３ 水道施設設置             

  ２４【１５代校長 沼田常二郎】    

     校庭約３５０坪拡張 水道移転   

     防火用水池設置 全校放送施設設置 

昭和３０ 遊具（ブランコ，シーソー）設置 

３２【１６代校長 矢内 庸克】   

  ３３ 屋内体育館新築落成，学校電話架設開通 

  ３４【１７代校長 伊藤 実 】  

     給食調理室落成披露式 

  ３５ 校旗制定，学校安全会発足全校児童加入 

  ３６ 開校８８周年記念式典       

     記念祝賀音楽会挙行     

  ３７【１８代校長 佐藤 豊 】   

  ４０【１９代校長 吾妻 次男】     

     仲よし子ども郵便局設立  

  ４１ プール竣工      

  ４２【２０代校長 津田 直人】   

  ４４ 新校舎完成（３教室）   

     宿日直通年廃止，非常階段工事完了  

     校地百坪県警に貸与（駐在所建築）  

  ４５【２１代校長 富田 博 】   

  ４７ 火災報知器設置       

  ４８【２２代校長 高橋 武男】   

     開校百周年記念式典・祝賀会挙行   

  ４９ 校舎改築二期工事落成           

     日本ＰＴＡ全国協議会より表彰される   

５０【２３代校長 渡辺 芳雄】    

     鋼鉄製プール完成，校庭大補修完成     

  ５２【２４代校長 三浦 常治】         

     校舎三期工事落成（６教室）       

  ５３ 県・市教育委員会から「合科的指導」の 

研究指定校の指定を受ける（２ケ年）   

     校舎四期工事落成（６教室）   

  ５５【２５代校長 小野寺とく子】       

  「仲よし郵便局」が大蔵大臣・日本銀行総

裁 から表彰される。 



５７ 校地拡張整備（7,497 ㎡） 

５８【２６代校長 吉田 仁 】 

     鶴巻小学校新設に伴い，２０名移籍 

６０ 新体育館落成記念式 

６１【２７代校長 蔵田 寛 】 

掲揚台２基完成，開放用屋外便所完成 

６２ 県教育委員会から「むし歯予防推進校」

として研究指定校の指定を受ける（３ケ年） 

豚舎完成（ＰＴＡ奉仕作業），校庭改修

工事完了 

学校保健統計調査実施校指定（文部省） 

６３ 遊具設置，盗難防止ベル設置 

     階段手すり，犬走り，浄化槽完成 

平成 元【２８代校長 吉田 劼 】 

「むし歯予防推進校」研究公開 

       ＰＴＡが宮城県ＰＴＡ安全会より表彰される 

   ２「むし歯予防対策推進指定校」として，宮

城県歯科医会より表彰される 

   ３ 二階建て８教室新校舎落成 

     ＰＴＡが「宮城県教育功績者」として宮 

城県歯科医会より表彰される 

     「ボランティア活動普及事業協力校」と

して仙台市社会福祉協議会から指定を受

ける（３ケ年） 

「優良ＰＴＡ文部大臣賞」として表彰さ

れる 

     受賞記念式典並びに祝賀会を開催する 

   ４【２９代校長 吉田 秀善】  

   ５ 校舎内蛍光灯並びに換気扇の全面交換，

観察池完成 

   ６【３０代校長 安達 和夫】 

     学級増対策プレハブ教室完成 

   ７ 児童会が「明るい社会環境づくりに尽く

した」として日本善行会から表彰される 

     防火用水池設置  全校放送施設設置 

消火栓，受水槽配電盤改修工事 

   ８【３１代校長 千葉 裕一】 

     プール排水口蓋工事，２・３階トイレ改修 

   ９ 増改築工事完成 

  １０ 防犯灯設置 

     「口腔衛生向上」で宮城県歯科医会より

表彰される 

  １１【３２代校長 佐藤 正行】  

     交通少年団が「交通安全優良学校」とし 

て宮城県警察本部長から表彰される 

     コンピユータ２２台設置 

     仲良し子ども郵便局が郵政大臣より表彰

される 

                         

１２「口腔衛生向上」で宮城県歯科医会より表彰 

     第１回おかだ祭り開催 

     教育指導課訪問会場校 

 １３ 特殊学級（情緒障害学級）新設 

     防犯警報ブザー設置 

  １４【３３代校長 文屋 國昭】 

     宮城野区総合防災訓練会場 

     児童引き渡し訓練等実施 

 １５ 学校水田設置 

     仙台東警察署・交通安全協会から交通安

全に寄与したとして表彰を受ける 

     日本ＰＴＡ全国協議会より表彰される 

     学校図書室等開放事業開始 

     校内ＬＡＮ設置・ホームページ開設 

  １６ 岡田児童館開館 

     ボランティア推進普及校（3 年終了） 

  １７【３４代校長 男澤 壽一】 

     屋上高架槽交換工事 

     道路拡幅工事 

  １８  仲良し子ども貯金終了 

     校舎壁面改修工事・耐震補強工事・ 

屋上防水工事 

交通少年団活動に対して，全日本交通安

全協会賞を受賞 

  １９ 校庭受水槽工事・キュービクル工事 

東北農政局主催の「東北こどもサミット

ｉｎ仙台」で岡田米づくりについて児童

が発表する 

  ２０ 【３５代校長 遠藤 和彦】 

     美土里ネット主催で５年生による学校周

辺の水生生物・水質調査を行う 

  ２１ 仙台市より，文部科学省委嘱事業「外国

語活動における教材の効果的な活用及び

評価の在り方等に関する実践研究事業」

の実践研究校として指定される 

52 インチ大型テレビ 18台設置 

地上デジタル波対応工事・光ファイバー対応工事 

チリ沖地震津波により，大津波警報が発

令され，本校も避難所になる 

  ２２  仙台東警察署・仙台東地区交通安全協会

から交通安全に寄与したとして表彰を受

ける（交通安全功労賞） 

     プログラムタイマー交換工事 

     校内 LUN設置工事（コンピュータ交換お

よび教師用ノートパソコン設置） 

            防災行政用無線設置工事 

２３ 3.11 東日本大震災により津波が校庭まで 

到達する。避難所を開設（～6月 10 日） 

 



                                  

   ２３ ウサギ小屋新設 

  校庭整備終了 

      ６年児童が神戸交流旅行に招待される 

 

   ２４ 【３６代校長  髙橋 淳】 

      仙台市教育委員会より「新たな学校防災教育

モデル校」として指定を受ける 

      地域合同防災訓練を実施 

      ６年児童が神戸交流旅行に招待される 

 

   ２５ 新たな学校防災教育モデル校（２年次） 

      仙台市総合防災訓練 

      ６年児童が神戸交流旅行に招待される 

校庭西側にエドヒガンザクラを植樹 

      （於：桜 3.11 学校プロジェクト） 

 

   ２６ 新たな学校防災教育モデル校（３年次） 

      津波避難階段 

防災用太陽光発電完成（３月） 

６年 国連防災世界会議参加（３月） 

 

２７ 【第３７代校長 佐藤 正文】 

   PC・校内 LAN更新（８月） 

   仙台市津波避難訓練会場（１１月） 

   光電話へ更新（２月） 

 

２８ 旧中野小学区を引継ぎ 

   屋外照明施設新設 

   ハマヒルガオ・プロジェクト 

 

２９ 災害時給水栓設置 

   タブレット端末配備 

   特別支援教育実践研究協力校認定 

 

３０ 校舎西側トイレ改修 

 

３１ 【第３８代校長 阿部 謙】 

令和  １ 花咲く海辺づくりプロジェクト 

      校名版製作・設置 

（岡田新浜より出土した埋木使用） 

      体育館ひろびろトイレ設置工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


