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大正十四年
四月一日 牧野校長退
職 広里東小学訓導加藤
幹雄校長に任ぜらる
六日 代用教員福井千
鶴強瀬小学校より転任
二十日 増築校舎上棟
式
三十日 後藤教員退職
五月七日 代用教員小
幡忠治着任
六月二日 加藤校長畑
倉農業補習学校長兼助教
諭兼任
十五日より十日間養蚕

二年
二月七日 御大喪 拝
式
八日 同上休業
三月二十八日 証書授
与式

長慶天皇…九十八代の
天皇、後村上天皇の第一
皇子、南朝側のため在位
不明であったが、この年
皇統譜（こうとうふ）に
加えられた
九月二十五日 奉安所
御真影奉遷
十二月十八日 陛下御
平癒祈願
二十六日 御崩御（ほ
うぎょ）奉悼式

【第二部 畑倉小学校沿 休業
八月二日 増築校舎備
革誌】の続き…
大正十三年
品の件学区会
四月一日 入学式並び
九月三日 福井教員退
に始業式
職
十日 郡視学異動、本
七日 久保井教員着任
二十三日 増築校舎引
郡視学神山一作師範学校
訓導に、東八代郡視学本 き取り
郡視学に
十一日 郡長交替、稲 大正十五年
昭和元年
泉量四郎本郡長に、神宮
四月一日 入学式
寺郡長退職
六月二十六日 補習科
瀬戸小代用教員後藤登
茂恵本校へ転入、月俸三 設置
七月一日 畑倉農業補
十円
五月二十三日 大村郡 習学校青年訓練所充用と
なる
視学巡視
九月二十二日 長慶
九月一日 証書奉読式
十 一 月 三 日 体 育 デ ー 、（ちょうけい）天皇御登
体育に関する講話の後、 列親告祭臨時休業
体操競技等をなし、午後
より全校児童にて登山
三月二十八日 卒業証
書授与式、来賓十七名

豊
井上
消えて行く 学校

昭和二年
四月一日 入学式、始
業式 小林准訓導退職
五日 瀬戸小訓導後藤
登茂恵本校訓導に
五月八日 山口寛訓導
畑倉農業補習学校助教諭
兼任
六月六日 十日間養蚕
休業
七月十四日 矢田県視
学巡視
二十一日 八月二十日
まで夏期休業
八月三十一日 久保井
代用教員准訓導に
三月二十八日 証書授
与式
昭和三年
加藤校長転任 本校訓
導山口寛校長に任命
四月四日 訓導井出嘉
永猿橋小より転任
七月二十一日 音楽会
及び母姉会開催
十月十二日 今上天皇
御真影、大月にて奉迎、
午後四時四十分無事奉安
す
二十七日 五学年以上
の児童、横須賀・江ノ
島・鎌倉方面へ修学旅行
十一月三日 明治節拝
賀式挙行 午後全児童の
体育競技会をなす
十日 今上天皇御即位
式当日に付き、午前中全
校児童、訓練所生徒、婦
人会員、青年団員奉祝旗

行列をなす。午後二時よ 昭和五年
四月 石井校長浅利校
り御即位の礼拝賀式挙行
一 般 村 民 参 列 者 二 百 余 名 。へ転任 広里西校より校
十四日 午後三時より 長として三品袈裟春着任
全校児童、畑倉・日影・
広里西校…大月町はも
奥山の各産土（うぶす
と真木、花咲、大月、駒
な）社に参拝す。
一月一日 新年拝賀式 橋を含めて広里村と呼ん
でいた。この郡内で平地
挙行
二月十七日 第七回学 が最も広いところから広
芸会開催、観衆四百名余 里と呼ばれたという。前
名
に出てきたが、広里東小
三月二十五日 午前十 が現在の大月東小で、広
時より授与式挙行
里西小が真木にある大月
西小にあたる。この他に
昭和四年
花咲小学校が今福祉会館
四月一日 入学式並び
のある所にあった。
に始業式、新入学児童の
父兄より雨傘寄贈せらる
二十日 屋根替え完成
二十一日 井出、小幡
教員有志児童とともに高
尾山に遠足
二十七日 高井校医来
校、身体検査をなす
七月二十日
第二回
父兄母姉懇談会開催
八月三十一日 小幡代
用教員退職
十一月三日 明治節拝
賀式終了後、第一回体育
会開催
十二月十九日 斉藤県
視学巡視
三月十二日 高井校医
来り新入児童身体検査執
行
十六日 第八回学芸会
二十五日 証書授与式
挙行

映画会へ
六日 児童学芸会、父
兄母姉会

昭和六年
淺川尋常小学校長和田
義弘当校校長となる
四月十三日 今上陛下
の御影奉還
九月四日 校舎北裏井
戸洗い（義務人足）
十一月十日 勅語
（ちょくご）御下賜奉読
式へ校長出席（教育会
館）

淺川尋常小学校…七保
町淺川にあった小学校

五日 高等科併置認可
昭和七年
九日 補習科を廃止
三月三一日 井出訓導
五月九日 大月座の映
西山梨郡へ転任 広里東
画会に児童と列す
二 十 一 日 学 校 記 念 日 、 尋常高等小学校幡野一郎
本校へ投稿訓導に任命
挙式
四月二十七日 靖国神
七月二十日 小学芸会
繭（まゆ）品評会 小 社臨時大祭に付き休業
五月二十五日 准訓導
越教員退職
九月七日 春日神社祭 久保井條子退職
二十七日 中巨摩郡源
典につき参拝
十月十二日 第一支会 村淺川ひろよ代用教員に
任命
教員庭球会に当校優勝
九月二十四日 栄養不
十一月四日 都留中学
校体育会に本校第三位獲 良児決定三十一名
十一月五日 第一回第
得
一支会児童陸上競技会出
八日 校外教授
二十一日 葛野と児童 場 児童数二十一名
二月二十六日 南北都留
陸上競技に本校優勝
三十一日 県陸上競技 連合児童音楽会へ尋五牧
野浜江出場
会本郡中第三位
十二月一日 大月座の
９月号へ続く・・・

