
   城山小学校沿革 

 

明治 ６年 宝林院念仏堂に校舎新築「第一番長野学校」開校，児童数１６名 

明治１１年 明治天皇巡幸の際，天覧授業 

明治１５年 授業料１カ月一人５銭を徴収 

明治１６年 在籍 931 名なるも出席 688 名 

明治２０年 尋常科４年，高等科４年と改め，この年より４月入学，３月終わりとする 

明治２３年 １０月：教育勅語下賜 

明治２５年 オルガン１台購入，価格 20 円 

明治２７年 中央校舎完成，623 円９銭６厘  

６月：子守教育所を置く 

明治２８年 体操場１棟建築 

明治２９年 町立高等女学校を本校地内に置く 

明治３３年 尋常小学校運動場において連合運動会を行う（１１月３日） 

明治３５年 校舎内に商業学校を置く 

明治３６年 町立高等女学校，箱清水へ移転 

明治３９年 中学入学のため高等科３年に予備学級を設ける 特例学級１ 初めて電灯を用いて照明

用にする 

明治４１年 義務教育６年になり，学校に電話架設 

明治４２年 鉄棒の設備 

明治４３年 体操場建築（１２間×７間） 

明治４４年 長野市城山尋常小学校となる 幼児保育所を置く（学級数３５） 

大正 ３年 高等科授業料一人月額 30 銭徴収 

大正 ４年 水道及び消火栓設備される 

大正 ６年 西校舎改築，736 円 40 銭 尋６末卒業のために夜学を開く 生徒５１人 

大正 ８年 皇太子殿下奉迎，体操を天覧 

大正１１年 学制頒布５０年記念を行う 

大正１２年 以後恒例となる唱歌会始まる 

昭和 ９年 奉安殿落成する 

昭和１２年 医務室を設ける 

昭和１６年 城山国民学校と改称，児童 1,200 名 

昭和１９年 東京梅島小学校当校へ疎開 

昭和２１年 １２月：父兄会結成大会 

昭和２２年 １月：ウイリアム・ケリー氏来校，この年ＰＴＡ結成される 

      ４月：長野市立城山小学校と改称 

昭和２３年 ６月１日，不慮の火災，5,556 坪焼く ２部授業を行う 

昭和２４年 ２月：新校舎上棟式 

      ４月：体育館工事着工，第一市民会館を兼ねる 

      ７月：新校舎完成 



昭和２５年 関東信越放送教育研究大会開催 

昭和２６年 ２月：完全給食実施 

      ７月：西校舎火災，復旧工事始まる 

昭和２７年 ９月：南校舎完成 

昭和２８年 ８０周年行事，校歌制定される 

昭和３０年 ＮＨＫ全国音楽コンクール県予選優勝 

昭和３３年 給食優良校として文部大臣賞 

昭和３５年 プール起工 

昭和３６年 皇太子・同妃殿下奉迎 

昭和３７年 岩石標本園を中庭につくる 

昭和３８年 ９０周年記念式典 

昭和３９年 鼓笛隊編成される 

昭和４２年 １月：体育館竣工式 ３１学級，1,233 名 

昭和４３年 １１月：列島池完成 

昭和４４年 長野県視聴覚放送教育研究大会，12 教室公開授業，1,500 名参加 

昭和４５年 飯綱高原学校新設，第一陣出発 

昭和４６年 「個性能力開発教育」出版 

      １２月：石油ストーブになる 

昭和４８年 百年祭挙行，百年史発行 2,000 部 

昭和４９年 ３月，：北校舎完成 関東都県数学大会１０月１１日～１２日 

昭和５０年 ３月：中校舎完成 校門復元成る 正門石畳補修 

昭和５１年 ３月：岩石園完成 

昭和５３年 自校給食終了，センターへ移行 

      ６月：除雪車バンモ設置 

昭和５８年 新規採用職員研修会全教科公開 

      110 周年記念，記念誌発行 

昭和５９年 ７月：プール全面改修 

昭和６１年 信教重点教科県大会，合科・学級指導公開授業開催 

昭和６２年 ＰＴＡバザー収益金で築山改修 

平成 元年 学校目標「世界の人となる」桜と鳩と石畳に改める 

平成 ２年 中庭に「アニマルワイワイランド」の新設，会議室・国際室新設， 

外国のお客様８か国の歓迎集会開催 

平成 ３年 ＩＯＣ外国のお客様次々来校，児童会に国際委新設し，国際交流を始める。 

土曜日に城山タイム導入 三色運動会行われる。 

平成 ４年 ６年社会見学でネパール大使と交流 学校週５日制調査研究協力校として， 

      ９月より月２回の土曜休業を実施 終日公開の「自由参観日」を実施 

平成 ５年 創立 120 周年 記念誌発行 記念講演会 モンゴル大使 関東都県算数数学研究会開催 

平成 ６年 新土俵開き 各相撲大会で大活躍 国際理解教育でジョーさん， 

ソドボロさん（モンゴルの人），クリアウォーターからのお客様と交流 

平成 ７年 ＰＴＡバザー収益金で，ジェットヒーター２台購入，マーチングバンド楽器補充 



平成 ８年 ソドボロさん・ジョーさんとの交流 北校舎教室張り替え  

北門東隣の車入口の鎖止め新設 

平成 ９年 長野冬季オリンピック期間中，モンゴル選手団，モンゴルの小学５年生との交流 ＰＴＡ

バザー収益金でマーチングバンドの楽器と相撲マット購入 モンゴル大学が学校訪問 

平成１０年 平成９・１０年度文部省指定研究「教育課程一般・特別活動」研究発表会  

モンゴルからの留学生との交流会 校庭南側フェンスの改修 

平成１１年 米国空軍音楽隊との交流会  

モンゴル大使夫妻が学校を訪問  

サイパンの青少年との交流会  

各教室にインターホンを新設  

校庭に向けて大時計を設置  

体育館に大型スクリーンを新設 

平成１２年 アメリカユタ州よりデビット先生来校 文部大臣中曽根弘文書「世界の人となる 桜と鳩

と石畳」を掲額  

８月：５年生７名サイパン文化交流参加７日間 

大相撲長野場所でモンゴル出身力士旭鷲山・旭天鵬関と交流 

モンゴルのハスバートルさんの馬頭琴・ホーミーのコンサート  

モンゴル大使館へ大寒波災害の救援金を送る  

中校舎２・３階ベランダ手すりの改修 

平成１３年 ６月：自由参観日として授業公開  

アメリカユタ州よりスージー・ウャン・ダイクさん来校，英語学習指導実施 

      ７月：モンゴルよりアンハ・ハンゴルさん来校 

      ８月：６年生８名サイパン文化交流参加７日間 

      サイパン青少年８名と市長夫妻来校 

平成１４年 ６月：元ＡＥＴキャロルさん来校英語学習を全クラスで実施 

      ８月：児童８名教師１名サイパン文化交流参加７日間 

      ２月：サイパン青少年を迎え，ホームスティ，交歓会を行う 

      体育館屋根塗装工事行われる 

      アニマルランド飼育小屋３つを４年生が新築 

平成１５年 ６月７日：城山共育ネットデイ実施 

      ８月：６年生８名サイパン文化交流参加 

      アニマルランド周囲の排水溝工事，中・南校舎１階網戸取り付け工事完了 

      ２月サイパン青少年との交流 

平成１６年 ７月：６年生１名５年生５名サイパン文化交流参加 

      ９月：図書館貸出をコンピュータ化 

      ２月：サイパン訪日団との交流 スペシャルオリンピック台湾選手団との交流会 

平成１７年 ７月：６年６名と学校長サイパン文化交流参加 

      ８月５日：算数・数学全国大会 本校と信州大学に分かれて，全学年で授業公開 

      11 月：英国ハンプトンヒル小学校との交流が始まる 

      １月：集団登校開始 



平成１８年 ６月：５・６年１０名と職員３名イギリス，ハンプトンヒル小学校訪問 

      ２月：ＪＣの企画で６年２名がフィリピンを訪問 

      ３月：ハンプトンヒル小学校児童１０名と先生４名が来校 

平成１９年 ２月：サイパンからの青年団との交流 

      英語活動拠点校事業〔２年間〕の指定を受ける 

      11 月：長野市国際化教育指定校２年次発表会開催 

      11 月：ＰＴＡ「わくわくまつり」を「㈶さわやか福祉財団」と共催実施 

平成２０年 ６月：５・６年５名と職員２名ハンプトンヒル小学校訪問 

      ８月：６名の児童１名の職員サイパン文化交流参加 

      北校舎耐震化工事完成 

平成２１年 ８月：児童サイパン文化交流参加 

      体育館，南校舎改築計画進む 

平成２２年 ７月：児童サイパン文化交流参加 

      ９月：南校舎・体育館お別れ式，仮設校舎へ引越し 

      10 月：マラソン大会新城山公園で実施 

      １月：体育授業等旧ＮＨＫホールをお借りする 

      ３月：卒業式を清泉女学院体育館にて挙行 

平成２３年 ４月：信濃教育会講堂で入学式を行う 

      ７月：６年生１０名サイパン訪問・交流 

      １月：新体育館・南校舎完成 

      ２月：竣工記念式典・音楽会を行う 

平成２４年 ７月：６年生１０名サイパン訪問・交流 

      10 月：総合的な学習の時間 4 年生「新田池のひみつ」公開授業 

平成２５年 ７月：６年生５名サイパン訪問・交流 

      11 月：創立 140 周年記念航空写真撮影 

      ３月：ギューリック夫妻より青い目の人形寄贈 

平成２６年 ５月：ギューリック夫妻来日来校 

      ７月：６年生８名サイパン訪問・交流 

      11 月：三枝成彰音楽教室開催 

平成２７年 ８月：サイパンの台風被害のため訪問中止 

      ２月：城山っ子を育てる会開催 

平成２８年 ５月：城山小学校信州型コミュニティスクール発足 

      ８月：６年生３名サイパン訪問・交流 

平成２９年 ８月：６年生１１名サイパン訪問・交流 

      ２月：城山っ子を育てる会開催 

平成３０年 ８月：６年生５名サイパン訪問・交流 

      10 月：西平悟平氏コンサート開催 

令和元年  ５月：ギューリック夫妻訪問 友情人形交流 

      ３月：新型コロナウィルス感染防止に伴い学校休校 

 


