
Ⅰ 学校の概要と沿革

Ⅰ－１ 学校概要

○ 所在地 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村３，２２０

○ 位 置 北緯 ３５°４７′ ○ 面積 校舎 ５２０４㎡

東経 １３７°５５′ 給食棟 ２６９㎡

海抜 ６４４メートル 体育館 ９５９㎡

○ 学校規模 児童数 ５７８人 野外運動場 ６３３４㎡

学級数 ２１ プール敷地 １０６０㎡

教職員数 ５０人

Ⅰ－２ 沿革大要

明治３１年 ３月３１日 宮田尋常小学校に修学年数４カ年の高等科を併設し、４月１日より宮

田尋常高等小学校と称する。以来２回にわたり校地拡張を行う。

大正１１年 ３月１５日 火災のため全校舎焼失する。同年６月復旧工事に着工し、１２月１０

日竣工する。

昭和 ７年１１月２２日 木造校舎二棟増築する。

昭和１６年 ４月 １日 宮田国民学校と改称する。

昭和２２年 ４月 ４日 学制改革により新制中学校独立し６カ年の宮田小学校となる。

昭和２８年１１月 ３日 校歌制定披露。

昭和３８年 ９月２７日 給食室改築する。

昭和３９年 ７月１２日 ＮＨＫ全国唱歌音楽コンクール優良校に選定される。

昭和３９年 ４月 １日 県統計教育研究校として指定される。（４年間）

昭和４１年 ２月２０日 第１０回学研教育賞受賞。

昭和４１年 ３月２０日 ４０年度卒業記念として門札を入れる。

昭和４１年 ４月 ３日 宮田ねうし会、校庭に桜その他植樹を行う。

昭和４１年 ５月 ９日 養護学級開級する。

昭和４２年 １月２９日 「初心忘るべからず」の建碑除幕。

昭和４２年１１月２１日 統計教育の公開授業を行う。

昭和４３年 ４月 １日 図書館に司書をおく。

昭和４４年 ８月２８日 家庭科室・音楽室・保健室改修工事完了。

昭和４４年 ９月 ５日 南校舎足洗い場・手洗い完成。

昭和４５年 １月 ７日 北校舎避難階段・北便所廊下・北校舎手洗い完成。

昭和４６年１０月１０日 資料室（屋上）完成。

昭和４６年 ６月２７日 校舎内塗装作業。

昭和４６年１１月１５日 石油ストーブ完備。

昭和４６年１１月１５日 簡易保険学校賞受賞。

昭和４６年１２月１６日 放送機購入。

昭和４６年１２月２７日 ＰＴＡ会則大改正。

昭和４７年１１月 ６日 「百年史」完成発送。

昭和４７年１１月１０日 「共に育つ」完成発送。

昭和４７年１１月１８日～２０日 開校百年記念行事

昭和４８年 ４月 １日 テレビ放送始める。

昭和４９年１２月２１日 体育館竣工。

昭和５１年 ４月 １日 小・中単独ＰＴＡ組織となり、宮田小学校ＰＴＡと改称。

昭和５１年 ９月２９日 鉄筋校舎屋根撤去・外壁塗装完了。

昭和５１年１１月１６日 長野県同和教育第１８次研究指定校発表会。

昭和５２年 ８月３１日 全室蛍光灯・全校舎配線完了。

昭和５３年 ９月３０日 鉄筋校舎屋内塗装完了・全教室内部改装完了。

昭和５４年 ３月３１日 給食調理棟完成。

昭和５４年 ８月３１日 公仕室を取り壊し、中庭完成。



昭和５５年 県学校図書館教育研究校として指定される。（２年間）

昭和５６年 ３月２８日 新校舎完成。（１２教室と児童玄関）

昭和５６年 ５月１６日 校旗完成。

昭和５７年 村会に於いて校舎改築（大正１１年建築校舎）議決。

昭和５８年 新校舎教室棟着工。

昭和５９年 ３月 同校舎完成。

昭和５９年 ３月 鉄筋校舎取り壊し、特別教室棟着工。

昭和５９年 ５月 西門、門柱設置。

昭和５９年１１月３０日 文部省指定（昭和５８・５９年度）道徳教育共同推進校研究発表会。

昭和５９年１２月 特別教室棟完成、竣工式挙行。

昭和６０年 ３月 普通教室棟西隣庭園完成。

昭和６０年 ６月１７日 プール内装、塗装工事完成。

昭和６０年 ７月３１日 校庭拡張工事完成、校庭倉庫、鳥小屋移転完了。

昭和６０年１１月１６日 第１８回長野県道徳教育学会 宮田研究大会。

昭和６０年１１月２７日 第１回 宮田小中学校「道徳の日」実施。

昭和６１年 ６月 ４日 プール更衣室改築、プールサイド人工芝完成。

昭和６１年 ７月 ３日 校庭掲揚塔完成。

昭和６１年 ９月１２日～１６日 集団食中毒発生。

昭和６１年１０月 ２日 郡教育課程研究協議会「幼年教育」研究発表。

昭和６２年 ６月 ８日 プール浄化槽完成。

昭和６１年１１年 ６日 温室完成。

昭和６２年１２月１０日 社会科郷土資料集刊行。

昭和６３年 ８月１６日 体育館床面改修。

平成元年 ２月２８日 総合学習研究会。（第１回）

平成元年 ４月 動物ランド開設。

平成元年 ７月１８日～２１日 ６学年 自然教室実施。

平成 ２年１０月 ２日 郡教育課程研究協議会「社会科教育」研究発表。

平成 ２年１１月１５日 信濃教育会全県研究大会。

平成 ３年１０月２１日 和太鼓寄贈受ける。

平成 ３年１０月３１日 校庭防球ネット完成。

平成 ４年 ５月２１日 生活科学習指導研究会。

平成 ４年 ５月２５日 ファクシミリ設置。

平成 ４年 ９月１２日 学校五日制開始。（第２土曜日休日）

平成 ４年１０月１７日 体育館ステージ幕張り替え。

平成 ５年 ６月２２日 グランドピアノ寄贈される。（体育館）

平成 ５年１０月 １日 コンピューター３台購入。

平成 ６年 ７月 ８日 トランペット、ユーフォニューム他が指定寄付される。

平成 ６年１２月２５日 子ども音楽コンクール東日本大会で最優秀に選定される。

平成 ７年 ８月２７日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成 ８年 ８月２５日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成 ８年１１月２１日 読書指導研究会発表会。

平成 ９年 ８月２２日 コンピュータールーム完成、３６台設置。

平成 ９年 ８月２４日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成 ９年１０月 １日 郡教育課程研究協議会「理科」研究発表。

平成 ９年１０月２５日 創立１２５周年記念行事。

平成１０年 ８月２３日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成１０年１０月１９日 緑の少年団結成。

平成１０年１１月１３日 公開学習指導研究会実施。

平成１１年１０月１２日 グランドピアノ寄贈される。（２音）

平成１１年１１月１９日 公開学習指導研究会実施。

平成１１年１２月 ５日 子ども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会に参加。

平成１２年 ３月 多目的ホール建設工事開始。

平成１２年 ８月３１日 多目的ホール落成。

平成１２年 ９月２７日 郡教育課程研究協議会「音楽」研究発表。

平成１２年１１月１６日 公開学習指導研究会実施。



平成１２年１２月２２日 合唱団、田原中部小との交流会。

平成１３年１１月１５日 公開授業研究会実施。

平成１３年１１月２８日 テント一張寄贈される。

平成１４年 ２月 ９日 アンサンブル交歓会４グループ金賞。

平成１４年 ８月２５日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成１４年１１月１２日 公開授業研究会実施。

平成１４年１２月 １日 子ども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会に参加。

平成１５年 ８月３１日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会金賞に選定される。

平成１５年１０月 １日 郡教育課程研究協議会「特別活動」研究発表。

平成１５年１１月１４日 公開授業研究会実施。

平成１５年１２月 ７日 子ども音楽コンクール東日本大会優秀演奏発表会に参加。

平成１６年 ８月２２日 ＮＨＫ合唱コンクール県大会銀賞に選定される。

平成１６年１１月１２日 公開授業研究会実施。

平成１７年 ３月２２日 多目的スペース３教室落成。

平成１８年９月 ３０日 郡教育課程研究協議会（技術・家庭）

平成１８年１０月３１日 上伊那幼年教育研究会発表会

平成１９年 ４月２４日 全国学力学習状況調査実施（６年生）

平成１９年１１月２０日 第１０回公開授業研究会

平成２０年 ２月１２日 本田光男・美枝様よりグランドピアノ寄贈される。（１音設置）

平成２０年７月～１０月 普通教室棟、特別教室棟の耐震補強工事施工される。

平成２０年１０月３１日 信濃教育会全県研究大会実施

平成２０年１１月２１日 第１１回公開授業研究会実施

平成２１年 ５月～８月 体育館 耐震補強工事施工される。

平成２１年１０月 ８日 郡教育課程研究協議会（算数）実施

平成２１年１１月２８日 新型インフルエンザにより公開授業研究会中止

平成２２年８月～１０月 太陽光パネル設置完了により太陽光発電開始

平成２２年１１月 ４日 郡体育授業公開研究会会場校として発表

平成２２年 ３月１０日 性教育講演会開催（講師：岐阜大学教授 近藤真庸氏）

平成２３年 ４月 新教育課程開始（外国語の導入，ALTの配置）
平成２３年 ４月～ 小中連携指定校となり小中連携の様々な取り組みを始める。

平成２３年 ６月～ 一校一運動の取り組みを開始する。

平成２４年 ２月１６日 ４学年 １／２成人式を挙行する。

平成２４年 ４月３０日 長野県市町村対抗駅伝大会にて総合５位、村の部１位を獲得する。

平成２５年 ３月２９日 東トイレ、西トイレ全面改修工事を行い完成する。１０月８日開始

平成２５年１１月２２日 体育館，体育器具庫改修工事完了

平成２５年１０月１１日 駒ヶ根ライオンズクラブより梅の子ホールワイヤレスチューナー寄贈

平成２６年 ３月２０日 東門付近のヒマラヤスギ伐採

平成２６年 ５月２６日 小中連携の日－合同研修会－（講師：京都女子大教授 井上一郎氏）

平成２６年 ６月２９日 長野県小学生陸上競技大会でリレー４位入賞、東海大会出場。

平成２６年 ８月 １日 長野県学校合唱大会南信Ｂブロック金賞に選定され、県大会出場。

平成２６年 ８月２４日 東海小学生リレー競走大会出場（岐阜）。

平成２６年 ８月３１日 長野県学校合唱大会県大会銀賞に選定される。

平成２７年 １月２２日 アオギリの会から寄付金（図書購入）を受ける。

平成２７年 ２月 ５日 ベルマーク表彰で(株)セメダインよりテント一幕を寄贈される。

平成２８年 ６月２６日 長野県小学生陸上大会 男子リレーが出場

平成２８年 ６月２８日 上海の小学生児童と交流（４年）

平成２８年 ７月１２日 小中連携合同研修① 講師 上越教育大学教授 西川 純先生

平成２８年 ８月 ３日 長野県学校合唱大会南信Ｂブロック金賞に選定され、県大会出場。

平成２８年 ９月１３日 文化会館アウトリーチコンサート

平成２８年１０月２９日 村誕生６０年記念集会に合唱団、トラ鼓参加

平成２８年１１月１０日 小中連携合同研修② 講師 上越教育大学教授 西川 純先生

平成２９年 ８月 ３日 長野県学校合唱大会南信Ｂブロック金賞に選定され、県大会出場。

平成２９年１１月２２日 信濃教育会 全県研究大会「道徳」公開授業開催

平成２９年１１月～ 文部科学省研究（読み書き・漢字指導、個別指導・ＩＣＴ活用等）


