学 校 の 概 要
１ 学校の位置
（１）学校の位置

（２）所在地
（３）校 地
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２，７４５．９４㎡

２ 沿革の概要
明治 ６ ・愛育学校（東江部）開講 大俣支校を置く。
（大日堂） ２０名
・好徳学校（田麦・高林寺）開校 七瀬，田麦，厚貝関係 ４２名
１２
１５
１９
２０
２２
２８
３３

４４
４５
大正 ２
５
６
１０
昭和１６
１７
２１
２５
２７
２９
３７

・正身学校（間長瀬）開校 壁田支校（国晶寺）を置く。 ４４名
・好徳学校新築 大俣も参加 冬期大俣支校へ（新井も参加）
・壁田学校設立（男９９名 女１４名 計１１３名）
・間長瀬学校に統合 田麦支校，壁田雪中派出所を置く。
・間長瀬学校腰巻派出所校舎新築
・
「長丘尋常小学校」開校 大俣と壁田に雪中派出所，腰巻に派出所を置く。
・壁田分教場を新設（壁田，腰巻）１～４年 計４２名（明治３０年）
・大俣分教場設置（無量寺）
・１１月校舎新築，開校式
・本校に小守学級設置。
・本校，壁田分教場に校舎増築（卒業生 男２８名，女２９名 計５７名）
・壁田分教場校庭拡張完了（１３９坪 ２４円３６銭）
・児童数 ３５１名，８学級
・大俣分教場増築
・雨天体操場新築（７間×１２間，５５００円）
・高等科設置「長丘尋常高等小学校」と改称
・
「長丘国民学校」と改称（初等科 ６年，高等科 ２年）
・校舎の統合，増築問題，村会にてたびたび紛糾，無期延期
・七瀬の一部児童，平野小へ通学
・中学校２教室増築及び校庭拡張
・壁田分校２教室増築
・大俣分校，地すべりのため伊勢宮に移転
・中野市発足
・
「中野市立長丘小学校」と改称
・
「高社中学校長丘部校」廃止
・高社中学校完全統合

４２ ・統合「長丘小学校」開校（壁田１６２４番地）
・大俣分校は高丘小学校へ統合
・７月プール完成
４９ ・校歌完成し，発表会を開催，歌碑除幕式挙行
５０ ・統合長丘小学校 １０周年記念式典挙行 学校沿革誌発行
５７ ・高社中学校区児童生徒育成モデル事業（２ヶ年継続）の指定を受ける。
５８ ・健全育成活動で「サケ」飼育開始
・公募により長丘小学校校章を制定
・応援旗を作成
５９～６０ ・
「長丘学習」の推進
・同和教育，社会科教育の研究推進
６１ ・統合２０周年記念式典 記念誌発行
６２ ・北部解放子ども会との交流及び教材化をする。
６３ ・校庭西側へ内川の埋設工事
平成 元 ・トイレ水洗化工事（７月～１１月）
・文部省研究指定（道徳教育）
「学校，家庭の連携を通して」
（３年）
２ ・理科室，家庭課室改造及び専用椅子の設置，体育館舞台，壁面改修
３ ・図書館，音楽室間を移動壁に改良工事，移動書架導入（４個）
・玄関の両壁面タイル改造工事 校舎屋根の塗装工事
・文部省指定 道徳教育研究発表会１０月１７日（木）
・記念講演「思いやりの心を育てる」 講師 信教研究調査部主任 木下陸奥先生
４ ・視聴覚室増築及び職員玄関移転工事（７月～１２月）１２月２１日落成祝賀式
・消火栓設置（ポンプ室及び消火栓４基）
・教育課程（国語科指定）
５ ・南校舎低学年洗面所増設（１２月）
，プールフェンス増設
６ ・職員室改造（１月）
，プレハブ物置新設（３月）
・みどりの少年団結成（２月）同結団式（５月）
・普通教室，図書館へ照明器具増設（９月）
・県社会福祉校指定（３年間）
，
・教育課程（生活科）指定
７ ・放送設備の充実，職員室より放送可能（１１／２２）
，体育館に新設備（３／１６）
・普通教室天井貼り替え（夏休み）
，校門改修（３月）
，除雪機の配備（１月）
８ ・プール改修（６月）
，せせらぎ作り親子作業（６／１６参観日）
・統合３０周年記念音楽会・記念式典挙行（１１／１０）
９ ・廊下壁塗り直し（３月）
，教室クロス貼り替え（１月）
・中央公民館長阿部先生のご指導のもとに授業研究会を２回行う。
１０ ・廊下の天井補修，内装塗装工事，グランド南フェンスを直し，電灯増設設備工事，
各教室にビデオ放送可能工事完了（夏休み）
・体育科の教育課程で，４年生「表現」の授業発表，指導者，上田教育事務所指導主
事 田中佐俊先生。
・職員会で「総合」の組み合わせを始める。
・北陸新幹線に伴う，長丘小学校校舎建設推進委員会が発足。

・建設位置が現校舎位置の東側に決定する。
１１ ・図工室にパソコン１２台が設置され，１年生から学習が始まる。
総合的な学習，新教育課程に向けて先進校視察，校内研究が盛んに行われる。
・長丘小学校建設の実施設計が決定し，１３年度完成の予定。
１２ ・個人研究を含め職員全員が研究授業（年８回）を行いともに学びあい，自己研修に
努めた。
・地域との連携，総合的な学習で，ＰＴＡ，育成会，みどりの少年団の共通で「巣箱・
プランター作り，城山自然観察お話会」が行われる。
（５／１３）
・長丘小学校起工式（７／１４）
・北部ブロック同和教育研究会が本校で行われる。
（３年生 研究授業）
１３ ・森林をテーマに「長丘アドベンチャー」と銘打っての体験学習を行う。
（５／１９）
・
「全校ふれあいあいさつ集会」
（教育長，生涯学習課長，ＰＴＡ役員来校） あいさ
つ看板の設置（７／１２）
・長丘小学校教室棟供用開始式（９／２２）
・
「さよなら校庭運動会」
・
「校舎さよなら会」懇談会（地域の方々参加）
（９／１６）
・
「さよなら旧校舎航空写真撮影」
（地域の方々参加）
（９／２２）
・
「長丘小学校引っ越し大作戦」
（９／２９）
・校舎使用開始全校集会（１０／２）
・旧校舎解体校舎内にある物品の無料譲渡会（１０／７）
・教育課程研究協議会「家庭科」授業会場（１０／１６）
・旧校舎本格解体始まる（１１／１２～）
・全校植樹 グランド北（１１／１２）
・総合竣工式 祝賀会（１２／８）
・新築を祝う会（区長会・建設委員会・学校・ＰＴＡ共催）校舎一般開放（１２／９）
・児童会祭り タイムカプセル埋設（１２／２０）
・竣工記念事業 長丘焼湯飲み茶碗及び竣工記念誌の制作（３月）
１４ ・ＰＴＡ総会，本年度より歓迎会（４／２６）
・個別懇談会夏休み中に実施（７／２６，２７，２９）
・５年高原学習夏休み中に実施（７／３０，３１）
・道徳教育研究協議会公開授業（１１／２７）
・学校評議員会 本年度より３回実施（７／１８，１２／１２，２／１８）
１５ ・生活安全訓練（５／２１）
・ビオトープ作成活動（６／１４，７／１２）
・ビオトープ完成を祝う会
ご指導やお世話いただいた方々をお招きしての全校集会（１０／１６）
・ＣＡＰのワークショップ
職員・ＰＴＡ（１１／１８）児童は学級単位で（１～２月）
１６ ・生涯学習フォーラム公開授業（７／３）
・教育課程研究協議会「図工」授業会場（１０／６）
・パソコン更新工事と設定（１１月中旬～下旬）
パソコン２３台 カラーレーザープリンター等の機器導入（１１月）
・築山「長丘山」の完成を祝う会（１１／２２）

・スペシャルオリンピックス「トーチラン in 長丘」
（１／２９）
・SO 競技観戦（３／２）
１７ ・特別支援学級「やまびこ」開設
特別支援教育に力を入れ，一人ひとりのちがい，よさが生きる学習を実践。また，
地域に根ざした体験的な学習を通して地域のよさを学ぶ地域学習の推進。
・高山勲様より図書寄贈（５／１９）
・プール一部改修（８／７）
・職員玄関にインターフォン設置（１１／１０）
・中庭観察池周りにせせらぎ完成（１１／２６）
・青色回転灯をつけた車両によるボランティアパトロール開始（１１月～）
・業者による雪下ろし（１２／２７，１／２５）
１８ ・地域の人々とふれ合い地域のよさを学ぶ学習の実践
・児童玄関にドアベル設置（５／１５）
・ＰＴＡ作業さつきの植え替え（５／２７）
・保健室前に花壇を作る（６／１０）
・古牧地区ボランティアによるパトロール開始（６／１９）
・長丘ふれあいウォーキング（７／８）
・親子で楽しむ日本の楽器演奏会（７／２０）
・地域に呼びかけ山野草園完成（９／２２）
・高社中学校区人権教育研究会会場（１１／１５）
・終日参観実施（５月６月７月１１月１月）
「食育」をテーマに学級懇談会実施
１９ ・
「マラソン・発言・挨拶・花」を合い言葉に，４つの重点目標実現に向けて取り組
む。
・高山一秋様より図書寄贈（４／５）
・
「信州豊かな環境づくり県民会議」より，環境保全活動の取組が表彰（４／２７）
・高丘トンネル工事に伴い通学路一部変更（７／１８）
・職員玄関横にＡＥＤ設置（７／２０）
・児童玄関横松，老木の為切り倒す（７／３１）
・教育課程研究協議会「社会科」授業会場（１０／１７）
・児童玄関前フェンス取替工事終了（１０／２７）
・新しい机・椅子搬入（１１／１）
・校医飯田厚先生 未明ご逝去される（１１／２９）
・市川董一郎先生 校医となる（１２／１）
２０ ・４大重点目標「マラソン・発言・挨拶・花」の２年次。全校をあげて，重点目標に
取り組む。
・地域の方々とのふれ合いを大切にした教育活動の実施。
（ふれあいあいさつ看板設置・跡地公園への花植え・祖父母参観日での交流・わら
に親しむ会での交流・スキー教室でのボランティア指導・育成会行事への参加
等・市及び地域主催の行事参加等）
・図書寄贈…高山一秋様（４／４） 武田亥佐雄様（１２／３）
・中野市教職員会会場（８／４）
・郡市道徳教育研究協議会公開授業（１０／１５）

・プールサイド一部修理（５／２６～１６）
・体育館北側入り口の防護ネット設置（８／６）
２１ ・４大重点目標「マラソン・発言・挨拶・花」の３年次。保護者や地域の方々のご協
力やご支援を受けながら，全校で取り組む。また今年度は初の試みとして，音声告
知放送による「挨拶標語」紹介を実施した。
・昨年度に引き続き，地域の方々との交流やふれ合いを大切にした教育活動実践。
（跡地公園への花苗移植・あいさつ集会及びふれ合いあいさつ看板の設置・米作り
やりんご作り，蕎麦栽培へのご指導及びご協力・わらに親しむ会での交流・育成
会行事への参加・市及び地域主催の行事等への参加・地域の伝統食作りへのご指
導・スキー教室での保護者や地域の方々のボランティア指導等）
・図書寄贈…高山一秋様（４／３） 武田亥佐雄様（２／１０）
・１，２年生の教室の南窓の網戸取り付け（７／１）
・プールサイド一部修理（５／１２～１８）
・体育館北側入り口の防護ネット設置（７／１５）

歴代校長 （昭和４２年統合より）敬称略
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２代
３代
４代
５代
６代
７代
８代
９代
１０代
１１代
１２代
１３代
１４代
１５代

（昭和４２年～４５年）
（昭和４６年～４９年）
（昭和５０年～５２年）
（昭和５３年～５５年）
（昭和５６年～５７年）
（昭和５８年～６１年）
（昭和６２年～平成元年）
（平成 ２年～ ４年）
（平成 ５年～ ６年）
（平成 ７年～ ９年）
（平成１０年～１２年）
（平成１３年～１５年）
（平成１６年～１８年）
（平成１９年～２２年）
（平成２３年～
年）

滝沢
丸山
塩島
本山
桑原
下川
丸山
瀧澤
小山
植松
宮下
小野
水野
真篠
山﨑

芳春
一郎
俊夫
俊夫
耕三
利雄
茂範
利光
昭夫
武敏
知茂
昌之
れい子
篤
一男

