
物品 町田第三小学校 1 寄贈 25回卒業⽣寄贈石碑 西⾨付近

2 寄贈 絵画 平本和⽣氏寄贈 ⽞関

3 寄贈 ⼟器・唐箕 1F 廊下 保健室前

4 寄贈 町⽥市⼦ども憲章 1F 廊下 保健室前

5 寄贈 百周年記念碑 校舎裏

6 寄贈 揮毫 平本和⽣氏寄贈 3F 廊下 図書室前

7 卒業制作 1982年度卒業制作 校歌 1F 廊下 保健室前

8 卒業制作 第38回卒業⽣卒業制作 校歌 体育館 ステージ横

9 卒業制作 第39回卒業⽣卒業制作 レリーフ 1F ⽞関

10 卒業制作 1997年度卒業制作 鏡  1F廊下 印刷室前

11 卒業制作 1998年度卒業制作 1F 廊下 保健室前

12 卒業制作 1999年度卒業制作 1F 廊下 保健室前

13 卒業制作 2002年度卒業制作 1F 廊下 保健室前

14 植栽 もみじの木 南門付近

15 植栽 梅の木（3本） 校舎裏（百周年記念碑付近）

16 その他 学校の歴代航空写真 1F 廊下 職員室前

17 その他 版画×6枚 昇降⼝

18 その他 ⽯柱×2本 南門付近

19 その他 トロフィー、賞状等 1F 廊下 職員室前

20 その他 ⽇時計 外構 南⾨付近

21 その他 版画×2枚  3F 廊下 教材室前

22 その他 レリーフ  体育館 壁

23 その他 レリーフ×2枚 体育館 壁

本町田東小学校 24 寄贈 図書コーナー 昇降口（２か所）

25 寄贈 日時計 玄関付近

26 卒業制作 1976年度卒業制作 校歌 体育館 ステージ横

27 卒業制作 1979年度卒業制作 レリーフ 階段踊り場（2F-3F）

28 卒業制作 1981年度卒業制作 レリーフ 階段踊り場（3F-4F）

29 卒業制作 2020年度卒業製作 ペイント 1F 階段

30 その他 模型、写真等 2F メモリアルルーム

31 その他 レリーフ ⽊製 1F 廊下 体育倉庫前

32 その他 レリーフ ⽊製 1F 廊下 管理倉庫前

33 その他 季節行事関連の品 こいのぼりなど

本町田小学校 34 その他 ふるさと館（郷土資料） 1F 図書室奥

35 その他 統合前３校の資料 資料室

36 その他 和太鼓 統合前の3校からのもの 校長室

活動 町田第三小学校 37 教育活動 農園活動

38 教育活動 稲作活動

39 教育活動 縦割り活動

40 教育・地域 地域に密着した活動

41 地域活動 いなほ会

42 地域活動 盆踊り大会

43 地域活動 名人芸大会

44 教育活動 読み聞かせ活動

45 教育活動 給食

46 教育活動 校風

本町田東小学校 47 教育活動 東祭り

48 教育活動 縦割り活動

49 教育・地域 地域交流

50 教育活動 給食

51 教育活動 校風

本町田小学校 52 教育活動 本小まつり

53 教育活動 本小体操

54 教育活動 本小タイム

55 教育・地域 地域交流

56 教育活動 給食

57 教育活動 サマースクールの体験学習 サッカー・和太鼓・車椅子体験など

58 教育活動 体験学習 ２年生は昔遊び、５年生は稲作りなど

場所
継承・保存・
引き取り方法
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