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【第二部 畑倉小学校沿
革誌】の続き…
昭和十八年度
四月一日 入学式 始
業式
五月十二日 校舎内の
白壁塗り、二十六日に完
成
二十一日 学校創立記
念日につき記念式挙行後
小運動会を実施
六月二十一日 初五以
上児童峰山に甘藷の植え
付け 初四以下桑皮むき
実施
七月十四日 初五以上
男子甘藷畠の手入れ 初
一以上高女児河川愛護運
動参加
十七日 父兄会開催
続いて音楽会をなす
八月五日 大雨のため
水量増加し校舎の所々に
入水せり
二十三日 高等科児童
二十五日まで拓殖訓練を
実施す
＊拓殖・・荒れ地を開墾
すること
十月二十日 峰山の開
墾作業を初五以上にて実
施
十二月三日 防空壕を
初三以上児童にて完成す
二十二日 門柱建立完
成す
一月十五日 本日より
一週間耐寒訓練を二時間
宛実施
二月二十九日 父兄母

豊
井上
消えて行く 学校

姉会 音楽学芸会開催
三月六日 近年まれな
る降雪（積雪四十五セン
チ）につき、校門主要道
路の除雪作業を初五以上
にて実施
昭和十九年度
四月一日 入学式 神
社参拝入学報告
五日 級長 副級長任
命 甘藷種芋収集
六日 学校林手入れ
畑手入れ
二十二日 学校林植樹
杉苗三千本
五月十三日 ワラビ採
集遠足 百二十一貫目
六月八日 農繁休業
八月十日 食糧増産優
良校として表彰さる
九月十八日 学校水道
落成式
十月二十七日 増産家
庭勤労
十一月五日 空襲避退
十一時三十二分
七日 空襲避退 一時
十一分
二十四日 空襲避退
十一時五十八分
二十七日 空襲避退
二十九日 増産慰労映
画会
十二月三日 空襲避退
一時四十九分
九日 空襲避退 九時
四十五分
十三日 空襲避退 一
時五十九分

十八日 空襲避退
八学級編成となる
十二時五十五分
二月十一日 畑倉国民
十九日 村葬実施
学校後援会を設立し、設
二十七日 空襲避退十 備の充実を図る
二時十分
一月一日 新年拝賀式 昭和二十一年度
挙行
七月二十二日 奉安殿
四日 始業式
を撤去す
九日 空襲避退 一時
十月十七日 秋季大運
五十分 修了生記念撮影 動会を挙行す
十日 空襲避退 二時
十二月二十四日 校舎
十分
及び便所の修理に着工す
十六日 空襲避退 三
時三十分
昭和二十二年度
十七日 空襲登校前
一、教育概要
二十五日 空襲避退
○学制改革
昭和二十二年四月一日畑
二時十五分
三月四日 空襲 八時 倉国民学校は畑倉小学校
三十分（日曜日）
と改称す
十一日 空襲 一時十
新学制実施に伴い従来
分（日曜日）り災者収容 の国民学校は小学校と改
準備
称され、六学年を以て卒
業し、高等科は新制中学
昭和二十年度
校の設置と共に廃止さる
六月四日 訓導石井伝 教育基本法 昭和二十二
吉先生応召
年三月三十一日
十日 校長乙黒善雄先 学校教育法 昭和二十二
生引き続き応召全校児童 年三月三十一日
は食糧増産、勤労奉仕、 児童福祉法 昭和二十二
避難訓練で、学習は殆ど 年十二月十二日
不能状態となる。運動場
は 全 部 畠 と 化 し 、 大 小 麦 、 ○本年度本校教育目標
大豆等が作付けされる。 一、新教育の普及徹底
八月十五日 終戦と共 二、衛生教育の教科拡充
に教育方針を改め、平和 三、貯蓄思想の啓培
国家文化国家建設に必要
二、職員組織
なる教育を施すことを目
地方官 校長 鈴木芳造
標とす
十一月一日 高等科を 地方官 教諭 石井伝吉
二 学 級 編 成 と し 全 校 入 学 、地方官 教諭 横瀬侒子
地方官 教諭 愛葉良雄

地方官 教諭 奈良文一
准教員 和田初恵
講師 後藤和子
在籍児童数 男 百二十
八 女百十八 計二百四
十六

三、本年度内重要実施
事項
四月一日 入学式 始
業式
十六日 新旧校長事務
引継
五月三日 新憲法施行
記念式挙行
三十一日 教育後援会
設立のため区民大会
六月二十日 教育後援
会誕生
七月三十日 教育後援
会をＰＴＡ（父母と先生
の会）と改称
十月九日 畑倉ＰＴＡ
主催による挙村小中学校
合同の秋季大運動会開催
十五日 天皇陛下本県
御巡幸都留中学校校庭に
おいて全職員五、六学年
児童奉迎
二月二十八日 全校教
室引戸新調、修理実施
三月六日 小中学校合
同芸能祭実施
二十四日 卒業式並び
に終業式挙行

昭和二十三年度
一、教育概要
○本年度本校教育目標
一、教育、衛生教育の重

視
二、実力の養成
三、ＰＴＡ運営の重視
四、放送教育の重視と活
用
二、職員組織（略）
本年度内重要実施事項
四月一日 入学式 始
業式
二十日 学校放送施設
完備
七月十四日 第一分会
主催公開研究会を本校に
おいて実施
九月十三日 学校給食
用炊事場完了
十月十六日 小中合同
大体育祭盛大に実施
十二月二十八日 賑岡
中学校新校舎に移転、旧
校舎全部小学校の管理と
なる
二月十四日 五日制授
業試験的実施
三月四日 小中学校合
同学芸大会実施
二十五日 卒業式並び
に終業式挙行
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