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沿革 
 
 明治 ５年 「学制」発布。学校開設の世話役に，三井信三郎氏があたる。 
 明治 ６年 乙事薬師堂開校（７月１５日）。９月に法隆寺（現区役所内）に移転。「至焉学校」と命

名。 
       立沢は，高栄寺を借用して「興譲学校」をおく。 
 明治 ８年 乙事村と立沢村が合併。本郷村と改称。 
 明治 ９年 乙事学校と改称。法隆寺に校舎を増築。 
 明治１１年 立沢学校は，「第十九番中学区第三十七小学立沢学校」となる。 
 明治１４年 「小学校教則綱領」制定。初等科・中等科・高等科に区分され，初等科三年が義務教育

となる。 
 明治１６年 本郷村が分村。立沢村と乙事村になる。 
 明治１９年 「小学校令」公布。「第八番学区 乙事学校」となり，立沢・高森・城の崎（先達）の三

校は，乙事学校の支校となる。 
       尋常小学校四年が，義務教育となる。 
 明治２１年 諏訪郡高等小学校落合分校開設。本郷・落合・境・富士見地区の高等科生が通学する。 
 明治２２年 一村一校制になり，乙事学校から境地区が分離し，独立校になる。 
       乙事学校は，乙事尋常小学校となり，立沢に支校をおく。 
 明治２５年 本郷尋常小学校が，乙事尋常小学校・立沢尋常小学校の二校に分離。（４月１５日）。 
 明治２８年 乙事尋常小学校（現公民館の地）新設。 
       立沢尋常小学校（現農協倉庫の地）新設。 
 明治３４年 高等科（修業年限４年）の併設が認可。 
       立沢・乙事両校とも尋常高等小学校となる。 
 明治３９年 女子補習学校（５ケ年）開設（１２月）。 
 明治４１年 小学校令施行。尋常科６ケ年・高等科２ケ年となり，尋常科が義務教育に。 
 大正 ４年 校長 三輪重一（乙事部）～８年 
 大正 ９年 校長 小林善一郎（乙事部）～１０年 
 大正１１年 校長 五味喜実平（乙事部） 
 大正１２年 立沢，乙事両校が統合。本郷尋常高等小学校と改称。当分の間，両校校舎を仮教場とし

て発足。 
       校長 塚田廣路～昭和元年 
 昭和 ２年 御別当（現在地）に新校舎竣工（１０月２０日）。新校舎で授業開始。 
 
 
 
 
       校長 塩入久雄 ～ ４年 
 昭和 ５年 校長 小坂半助 ～１０年 
 昭和１０年 本郷青年学校併設。 
       校長 小池松太 ～１４年 
 昭和１５年 校長 宮下息長 ～１９年 
 昭和１６年 本郷国民学校と改称。初等科・高等科となる。 
 昭和２０年 校長 松下 廉 
 昭和２１年 校長 両角均一 ～２３年 
 昭和２２年 新学制（６・３制）施行。本郷中学校併設。 
       本郷国民学校を本郷小学校と改称。 
 昭和２３年 青年学校廃校。 
 昭和２４年 校長 守矢千巻 ～２６年 
 昭和２７年 校長 伊藤源一郎～２９年 
 昭和２８年 本郷村，落合村，富士見村による組合立富士見高原中学校新設。 
       本郷小学校独立。 
 昭和３０年 本郷村・境村・落合村・富士見村の四ケ村合併。富士見町となるに伴い，瀬沢新田（落

合地籍）本郷小学校区に。 
       校長 大久保忠雄～３３年 
 昭和３１年 給食室新設。 
 昭和３４年 台風１５号により，立沢区に犠牲者が出る。学校の屋根も被害。 
       校長 金原安雄 ～３９年 
 昭和４０年 校歌「勝 承夫作詞，平井康三郎作曲」。校章を制定。 
       校長 牛尼好蔵 ～４２年 
 昭和４３年 「第２回長野県よい歯学校表彰」受賞 
       校長 小林 武 ～４５年 
 昭和４４年 本郷スケート部発足 
 昭和４６年 校長 古原源之助～４９年 
 昭和４８年 御別当地籍構造改善工事に伴い校庭拡張。 

 

  位 置 海抜１０８０Ｍ 北緯３５度５５分  東経１３８度１６分 
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 昭和４９年 軽井沢スケート大会 男子総合優勝 
 昭和５０年 校長 菊地丕美 ～５３年 
 昭和５１年 通学区に桜ケ丘が新設。立沢・乙事・新田・桜ケ丘の４通学区。 
 昭和５２年 本郷子ども会「第２６回中部日本優良子ども会」表彰。 
       本郷ＰＴＡ長野県安全協会より，交通安全への協力で表彰。 
 昭和５４年 本郷子ども会「全国子ども会連合会」表彰。 
       長野県同和教育指定校研究発表 
       校長 小林嘉守 ～５６年 
 昭和５５年 新校舎・管理棟完成。 
 昭和５６年 二期工事（多目的ホ－ル，体育館，厨房）完成。 
       多目的ホ－ルでの全校一斉給食開始。 
 昭和５７年 農協共済書道コンク－ルにて学校賞受賞。 
       校庭水漏工事。 

校長 翠川武仁 ～５９年 
 昭和５８年 本郷子ども会「公衆衛生優良団体」として表彰。 
 昭和５９年 中庭に築山「みどりの広場」と命名。 
       パソコン２台。鮎沢医師寄贈。 
 昭和６０年 体育用一輪車５０台。鮎沢医師寄贈。 
       校長 坂本辰美 ～６３年 
 昭和６１年 校舎増築工事着工。 
                             
 昭和６２年 パソコン１１台。鮎沢医師寄贈。 
 昭和６３年 理科観察池完成。 
 平成 元年 せせらぎ園完成。 
       山間地・僻地・小規模校研究大会 
       校長 高橋昭二 ～３年 
 平成 ２年 教育課程研究協議会（理科）。 
       同窓会記念式典 
       ３年生「おかいこさんの成長の合図」研究で，県学生科学県会議会賞受賞。 
       同才能開発コンテスト全国連合小学校長会会長受賞。 
 平成 ３年 ソニ－教育資金優良校。 
       ＮＨＫ合唱コンク－ル初参加。銀賞受賞。 
       県青少年健全育成「ひまわりっ子ファミリ－事業校」指定。各種行事。 
 平成 ４年 本郷子ども会「環境長官賞」受賞（立場川清掃・通学路清掃にたいして）。 
       ＪＡ共済小中学校書道コンク－ルで好成績。長野県共済農業共同組合学校賞受賞。 
       校長 岩崎宏章 ～５年 
 平成 ５年 教育課程協議会（音楽科）会場校。 
       ソニ－教育資金応募。協力校となる。 
 平成 ６年 差別解消をめざす作文・ポスタ－コンク－ル学校賞受賞。 
       音楽集会，体育集会を児童・職員一体で創り上げる。 
       校長 市川洋安 ～８年 
 平成 ７年 立場川清掃等，緑豊かな地域社会への貢献が認められ「内閣総理大臣賞」受賞。 
       青少年社会参加活動推進指定校。 
       教育課程研究協議会（国語）会場校。音読学習により，児童の表現力向上。 
 平成 ８年 下水道完成。プ－ル改修工事。子ども郵便貯金表彰。 
 平成 ９年 校長 小口壮介 ～１１年 
       創立７０周年記念講演会、音楽会、式典、祝賀会、創立７０周年記念誌発行 
       ＬＣＶ校内配線工事（同窓会寄付）給食室改修工事 
       １・１５過去に例を見ない大雪が降る。積雪量１２０センチ以上。 
 平成１０年 教育課程研究協議会（社会科）会場校。地域教材を生かした学習により児童の追究力の

向上。 
       給食室配膳棚改修。音楽室・各教室照明増設工事。塔時計修理。 
 平成１１年 パソコン教室設置及び理科準備室建設。 
       校舎軒天等の改修。プール更衣室新築。子ども郵便貯金表彰。 
       雨漏り防止工事。書道優秀学校賞。焼却炉撤去工事。 
 平成１２年 校長 清水伴正 ～１５年 
       雨漏り防止工事。校庭出入口舗装。旧滑り台撤去。自噴地下水をせせらぎ園に引く。 
       食堂ホール照明増設。「人権の花」表彰。書道優秀学校賞。 
       職員玄関照明配線工事。 
 平成１３年 「立場川を美しくする会」日本善行会より全国表彰。灯油地下タンク漏水工事。 
       教育課程研究協議会（家庭科）会場校。ロータリー整備工事。 
       諏訪ＰＴＡ連合会指導者研修会開催校。学習研究連盟夏季研修「富士見集会」を開催。       

書道学校優秀賞。  
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 平成１４年 オイルポンプ取り替え工事。一階廊下塗装工事。保健室有線設置工事。体育館・給食棟
排水ヒーター設置。自動火災報知器設備主音響装置ベル取り替え。普通教室照明増設工
事。ブランコ修理。学習研究連盟冬季研修「富士見集会」開催。 町人権教育研修会場
校。受水槽配水管工事。文部科学省「豊かな体験活動推進事業」実施地域指定（富士見
町）を受け、稗の底跡地に関わって学習を深める。（１年目） 

 平成１５年 文部科学省「豊かな体験活動推進事業」実施地域指定（富士見町）を受け、稗の底跡地
に関わって学習を深める。（２年目） 学校評議員を５名委嘱し、学校の外部評価を実
施。 外部より教育専門の講師を招いての学習指導研究会実施。  

       少人数特別加配：５年・４年の算数・国語。１年の介助員。スケート小屋横の柳伐採。
児童玄関・職員玄関戸取り替え。体育館軒天井改修。 

平成１６年 校長  市川文夫 ～１８年 
      教育課程研究協議会（図工科）会場校。文部科学省「豊かな体験活動推進事業」実施地

域指定（富士見町）を受け、稗の底跡地に関わって学習を深める。（３年目）学習研究
連盟冬季研修「富士見集会」開催。パソコン室、パソコン入れ替え。体育館屋根塗装。
雨漏り修理。二階・三階廊下塗装工事。滑り台交換。鉄棒・ブランコ修理。映画「いま、
会いに行きます」ロケ、エキストラ参加。 

平成１７年 第３７回長野県視覚・放送研究大会諏訪大会会場（理科・体育・特別活動）公開授業。
諏訪学校長会会場、全学級・音楽集会公開。プール塗装、濾過器改修工事。校庭遊具設
置（肋木・吊り輪）。登り棒改修。校庭フェンス車止め設置。給食室倉庫改修。 

平成１８年 教室棟・体育館耐震工事。教室棟屋根塗装。全学級公開授業。大雨による通学路土砂流
出。臨時休業。「人権の花」表彰。 

       少人数特別加配：３年・６年の算数・国語。全学級保護者授業実施。 
 平成１９年 校長  上野博子 ～２１年 
      教育課程研究協議会（特別活動）会場校。全学級公開授業。職員室床基礎工事。ブロン

ズ像基礎工事。西岳登山復活 
      （５・６年） 「立場川を美しくする会」釜無川漁業協同組合より表彰。 
平成２０年 特別支援学級開設。多目的ホール軒天井工事。校地内水道管布設替工事。職員玄関「さ

すまた」設置。給食室配膳棚鍵設置。多目的ホール屋根塗装工事。放送室機械新しくな
る。全学級公開授業。全校オペレッタ「稗の底」発表。 

      少人数特別加配：５年の算数・国語。６年の介助員。１年学習習慣形成。 
平成２１年 立沢大橋を通学路として使用を開始。プール消毒槽塗装工事、シャワー取付工事実施。 
      新型インフルエンザ流行のため、西岳登山中止。台風１８号通過の為、１０月８日臨時 
      休校。新型インフルエンザ感染者増加により、時期を異なり１，３，６年学年閉鎖。 
      灯油送油管補修工事。釜無川漁業協同組合より、立場川清掃への取り組みに感謝状贈呈。 
      校長室、職員室、多目的ホールに地上デジタル放送対応テレビ設置。緊急地震速報接続

工事完了。「学習指導研究会」開催。 
平成２２年 校長   花岡 澄（～２４年） 

教育課程研究協議会（算数科）会場校。 
プール機械集毛器塗装工事・補修工事、家庭科室ガス安全弁設置工事実施 
給食室横舗装工事、理科室床補修工事実施。 
インフルエンザ流行のため、スキー教室中止。インフルエンザ感染者増加により、時期
を異なり１，２，３，５年学年閉鎖。西階段１階天井補修工事、２階流し壁補修工事、
３階時計周辺壁補修工事実施。パソコン機器搬入される。 

平成２３年 大時計周辺タイル改修工事・体育館水銀灯取替工事実施。児童クラブ室新築工事実施。
放射線空間測定実施。PTA役員による藤棚改修実施。プール眼洗い周辺工事 
給油配管修繕工事。台風１５号接近に伴い、下校時刻を繰り上げ、４時間給食下校。 

平成２４年 教育課程研究協議会（生活科）会場校。富士見町人権教育研修会会場校。全学級公開。 
レシピ方式の外国語活動開始。５，６年年間３５時間，１～４年年間１７時間実施。 
編笠山登山再開。体育館南側軒天工事・給食棟雨漏り対策工事実施。２Ｆ東側水道・職
員室北側雨樋凍結防止対策実施。アルミ缶回収３９年間の取り組みが評価され、優秀賞
受賞。三光寺さん寄贈のグランドピアノが落合小より移管され、感謝の会を実施。 

平成２５年 校長   今井 定雄 ～２７年 
体育館北側軒天工事実施。照明防災機能強化工事。３Ｆ東西水道凍結防止対策実施。非
常時自家発電機設置。初の引き渡し訓練実施。学校開放講座「西村豊先生のナイター自
然観察教室」開講。台風２６号の影響で，児童登校を１０時とする。インフルエンザ流
行のため５月１年，２月４年で学年閉鎖。２月１４，１５日大雪。積雪１４０㎝。県道
を含め通行不可となる。通学の安全が確保できず２日間臨時休業。再開後は特別日課と
し，スクールバス利用や保護者の送迎で登下校対応。 
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平成２６年 教育課程研究協議会（外国語活動）会場校。Glen Waverley South Primary School 
      (オーストラリア)とスカイプ交流を開始する。児童クラブに外トイレを設置。多目的ホ

ールの天井を全面改装。編笠山登山(５･６年生)２日後に延期後登頂。インフルエンザ流
行のため５月１年２組と３年，２月１年２組と４年で学級･学年閉鎖。台風１９号の影
響で10月14日の登校を１０時，お弁当持参とした。１０月高学年の部，低学年の部に
分けて駅伝大会開始。５年生の稲作をＮＢＳが年間通して取材し放映。 
体育館南ギャラリー大窓可金網入りガラス１１枚取替。 

平成２７年 文化庁文化芸術による子どもの育成事業開催11/5，新潮劇院の京劇「孫悟空，天界で大
暴れ」本公演で３年生が出演。インフルエンザA･B流行のため１月３年学年閉鎖，２月 

      ２学年閉鎖。トイレ洋式化３箇所改修（２階女子トイレ２箇所，男子１箇所）及び職員
女子トイレのバリアフリー（スロープ，扉の取替）１箇所。体育館バスケットゴール大
２箇所新しいゴールに入替。校舎周辺軒天修理及び塗装工事。防災のためホールに非常
用電話線設置。 

平成２８年 校長   矢島 俊樹 
      文化庁文化芸術による子供の育成事業開催 6/27，「デフ・パペットシアター・ひとみ」

による人形劇（児童劇）『はこ／BOXESじいちゃんのオルゴール♪』を公演。 
      諏訪地区教育課程研究協議会（総合的な学習の時間「お米作り」）会場校。 

編笠山登山8/24（５・６年生）。体育館・教室棟１・２階トイレ全面改修(10～12月)。 
防災のためホールに非常用電話受話器設置(3月)。 

 
 


