
２ 学校沿革
小坂小学校 明治７～平成24年
明治７年 小坂小学校開校
明治９年 小坂鉱山分校ができる → 明治20年独立 → 明治24年統合
明治12年 濁川分校ができる → 明治33年独立
明治39年 小坂鉱山小学校が元山小学校として独立する → 昭和41年統合
昭和13年 北体操場倒壊し、児童８名災死 鏡得寺に地蔵堂建立
昭和14年 堀内沢分校ができる → 昭和23年統合
昭和22年 小坂町立小坂小学校となる
昭和31年 上向分校ができる → 昭和45年統合
昭和54年 健康優良校全国表彰（２年連続）
昭和63年 秋田県小学校クラブ野球大会優勝
平成25年 小坂中学校と併設校になる

元山小学校 明治９～昭和40年
明治９年 小坂小学校小坂鉱山分校として開校
明治20年 小坂鉱山小学校となる
明治39年 元山小学校となる
昭和19年 全県小学校剣道大会優勝
昭和22年 小坂町立元山小学校となる
昭和32年 全日本学校植林コンクール第５位
昭和41年 小坂小学校と統合

川上小学校 明治12～平成13年
明治12年 小坂小学校濁川分校として開校
明治33年 独立し、濁川小学校となる
昭和22年 改称し、小坂町立川上小学校となる
平成14年 小坂小学校と統合

七滝小学校 明治16～平成24年
明治16年 毛馬内小学校大地分校として開校
明治23年 七滝簡易小学校となる
昭和22年 七滝村立七滝小学校となる
大正３年 山根分教場ができる → 昭和31年毛馬内小学校分校へ
大正12年 十和田分教場ができる → 昭和31年十和田小・中学校として独立

上向分教場ができる → 昭和31年小坂小学校分校へ
昭和31年 町村合併により小坂町立七滝小学校となる
平成25年 小坂小学校と統合

十和田小・中学校 昭和31～平成22年
明治初期 十和田銀山従業員子弟のための十和田家庭教授場があった

→ 大正12年七滝小学校十和田分教場へ
昭和22年 七滝小学校・七滝中学校の分校となる
昭和31年 独立し、小坂町立十和田小学校・十和田中学校として開校
昭和46～ 全国中学校スキー大会リレー

50年 45年度女子優勝、46年度男子準優勝・女子準優勝、
47年度男子３位・女子優勝、49年度男子３位・女子優勝

平成23年 小坂小学校、小坂中学校とそれぞれ統合

小坂中学校 昭和22～平成24年
昭和22年 小坂町立小坂中学校開校
昭和34年 七滝中学校と統合
昭和51年 全県駅伝競走大会９連覇達成
平成３年 全県スキー男子総合５連覇達成
平成25年 小坂小学校と併設校になる
七滝中学校 昭和22～昭和33年
昭和22年 七滝村立七滝中学校開校
昭和31年 町村合併により小坂町立七滝中学校となる
昭和34年 小坂中学校と統合



平成25年度
4月 4日 小中合同始業式
4月20日 小坂小・中学校竣工式
5月10日 小中合同運動会・体育会
6月22日 鹿角中学校総合体育大会 女子バスケットボール 優勝
7月24日 秋田県議会教育公安委員学校訪問
7月 6日 全日本吹奏楽コンクール第５５回秋田県県北地区大会 金賞
10月21日 秋田県町村教育長会議学校訪問
11月 2日 学校公開日（小中一貫教育を地域の方々に公開）
2月 1日 鹿角小学校スキー大会女子リレー 優勝

平成26年度
7月27日 秋田県小学校バンドフェスティバル優秀賞（東北大会へ）
7月29日 全県少年野球大会 ベスト８ 中学校全校応援
8月 4日 ステップ学団（６年・中１）十和田湖キャンプ ~5日
8月27日 第2回小中合同避難訓練（引き渡し訓練、災害時のスキル体験）
9月20日 小坂中・小坂高強歩大会（ジャンプ学団）
10月10日 小学校：鹿角授業研究会会場校（国語、家庭科）
10月19日 鹿角小学校女子ミニバスケットボール大会 優勝
1月16日 全県中学校スキー大会男子大回転優勝（木村優大 東北・全国大会へ）
1月31日 東北小学校バンドフェスティバル参加（仙台市）
1月31日 鹿角小学校スキー大会リレー男女優勝
2月 1日 マーチング＆バトン オンステージ東北大会 ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ部門 優秀賞（全国大会へ）
2月14日 第14回マーチングステージ全国大会 優秀賞 講評者特別賞

平成27年度
4月23日 文部科学大臣表彰「子どもの読書活動優秀実践校」
6月12日 鹿角小学校野球大会 優勝（県大会へ）
10月 3日 秋田県学力向上フォーラム授業公開（全国から200名近くの教職員が来校）
11月 5日 ＪＩＣＡ交流集会（中）
11月12日 康楽館復興30年記念特別公演「天空の魚影」観劇（中12日・小19日）
12月23日 アンサンブルコンテスト鹿角大会小学校の部金賞（打楽器３重奏）
1月16日 全県中学校スキー大会女子３ｋｍクラシカル優勝（本田千佳）
1月17日 全県中学校スキー大会リレー女子優勝
1月24日 東北中学校スキー大会女子３ｋｍクラシカル準優勝（本田千佳）
1月24日 アンサンブルコンテスト秋田県大会小学校の部金賞（打楽器３重奏）
2月 6日 全国中学校スキー大会女子３ｋｍクラシカル準優勝（本田千佳）

平成28年度
7月 9日 吹奏楽コンクール県北地区大会中学校大編成の部金賞（県大会へ）
7月11日 ＡＢＳラジオ番組「学舎のうた」小坂小学校校歌収録
8月24日 ＪＡ共済鹿角小学校野球大会優勝（県大会へ）
10月 3日 「文化芸術による子どもの育成事業」東京フィルハーモニー交響楽団公演
10月31日 秋田魁新報社学校新聞「小坂小・中 あかしあ新聞」掲載
12月17日 アンサンブルコンテスト北鹿大会中学校の部金賞（金管７重奏）
1月14日 全県中学校スキー大会女子３ｋｍｸﾗｼｶﾙ・ﾌﾘｰ優勝（本田千佳）２冠達成
1月14日 全県中学校スキー大会女子総合優勝 女子クロカン総合優勝
1月26日 東北中学校スキー大会女子３ｋｍｸﾗｼｶﾙ・ﾌﾘｰ優勝（本田千佳）２冠達成
3月13日 ジュニアオリンピックスキー大会女子５ｋｍｸﾗｼｶﾙ優勝（本田千佳）

平成29年度
7月 9日 吹奏楽コンクール県北地区大会 金賞
9月 3日 鹿角新人野球優勝 全県大会出場
9月21日 鹿角新人陸上男子総合優勝
10月22日 鹿角小学校女子ミニバスケットボール大会優勝(県大会出場)
11月10日 中３「坂中議会」開催
12月20日 小中合同「ようこそ先輩」講師：大間ジロー、大沢しのぶ
2月10日 「命の大切さを学ぶ教室全国作文」国家公安委員会委員長賞(中２照井和花)
2月11日 全国中学校スキー大会女子３ｋｍｸﾗｼｶﾙ７位・女子リレー優勝(中３澤田羽夏)

全国中学校スキー大会男子ノルディックコンバインド 10 位(中３佐藤瑞樹)



平成30年度
4月 1日 県教委指定「いのちの教育あったかエリア事業」
10月21日 鹿角小学校女子ミニバスケットボール大会優勝(県大会出場)
10月22日 時事通信社教育奨励賞優秀賞・文部科学大臣奨励賞 受賞
10月29日 「坂中フォーラム」開催
11月23日 アジア国際子ども映画祭北見大会参加
1月11日 全県中学スキー男子クラシカル・フリー優勝花岡翔汰 スペシャルジャンプ・複合優勝成田絆
1月13日 全県中学スキー男子総合優勝
1月18日 キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等 文部科学大臣表彰 受賞
2月11日 全国中学校スキー大会スペシャルジャンプ６位・複合８位成田絆

令和元年度
4月28日 秋田県JA-SS杯ミニバスケットボール大会優勝
8月12日 吹奏楽コンク－ル秋田県大会小編成の部金賞
9月28日 全県中学校秋季大会女子２年1500ｍ優勝本田桜
11月１日 「坂中K－キャリア」開催
1月11日 全県中学校スキ－大会スペシャルジャンプ・複合優勝成田絆
1月13日 全県中学校スキ－大会女子総合・ジャンプ総合・女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ優勝
1月25日 東北中学校スキ－大会スペシャルジャンプ・複合優勝成田絆 女子リレ－２位
1月25日 東北小学校バンドフェスティバル出場
2月11日 全国中学校スキ－大会スペシャルジャンプ・複合２位成田絆
3月 4日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休業日～3月19日

令和２年度
4月22日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休業日～5月6日
9月19日 小中大運動会開催
11月16日 「坂中議会」開催
1月16日 全県中学校スキ－大会スペシャルジャンプ・複合優勝成田絆
1月17日 全県中学校スキ－大会ジャンプ総合・女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ優勝
3月 4日 全日本中学生選抜スキ－大会スペシャルジャンプ２位・複合優勝成田絆

令和３年度
5月 9日 小中大運動会開催（雷雨のため中断）
5月12日 小中大運動会開催
1月15日 全県中学校スキ－大会男子５㎞フリー優勝金丸拓寛
1月24日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休業日～1月28日
1月26日 小坂小中学校安全祈願の日を制定
2月 2日 全国中学校スキ－大会女子３㎞ｸﾗｼｶﾙ６位安保胡春10位澤田大芽
2月 4日 全国中学校スキ－大会男子リレー５位・女子リレー６位
3月 1日 ＫＫＡＰ図鑑完成（小坂町活性化アクションパーソン）


