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沿 革 史 
福生市立福生第一小学校 

 

Ⅰ 沿革 
・明治 ６年 ６月  長徳寺本堂を仮校舎として開校 福生学舎と称す 
           以後、福生学校、東多摩校となる 
・明治１１年 ３月  福生村本村加美１１９８番地へ校舎新築 
・明治２５年１２月  井上令照校長（初代）就任 
・明治３５年 ４月  牧龍五郎校長（第２代）着任 
・明治３６年１２月  岩村盛彰校長（第３代）着任 
・明治４１年１２月  校名 福生小学校と改める 
・明治４２年 ３月  現在地に移転 
・       ４月  吉野作蔵校長（第４代）着任 
・明治４４年１２月  田口満之助校長（第５代）着任 
・大正 ３年 ４月  校歌制定（作詞：井上宗助、作曲：山本正夫） 
・大正１４年 ９月  福岡精一郎校長（第６代）着任 
・昭和 ７年 ２月  濱野幸作校長（第７代）着任 
・昭和１４年 ４月  野崎清重校長（第８代）着任 
・昭和１５年     福生第一小学校となる（町制施行） 
・昭和１６年     福生第一国民学校と改称される 
・昭和１７年 ５月  濱中雄一校長（第９代）着任 
・昭和２２年     福生町立福生第一小学校と改称される 
・昭和２４年     ＰＴＡ設立 
・昭和２６年     福生第三小学校が校舎内に設立される 
       ８月  臨海学校始まる（鵜原海岸） 
・昭和２９年 １月  学校文集「ちょうれいだい」創刊 
・昭和３３年 ４月  山田久夫校長（第１０代）着任 
・昭和３４年     分校独立 福生市立福生第四小学校となる 
・昭和３５年 ８月  プール完成 
・昭和３８年     創立９０周年に当たる 
・昭和３９年 ３月  鉄筋新校舎完成 
・     ５月  創立９０周年記念式典 
・昭和４１年     研究指定校（国語科「話す」について研究する） 
・昭和４２年 ４月  増毛雄三校長（第１１代）着任 
・昭和４３年 ９月  藤高河澄校長（第１２代）着任 
・昭和４５年 ７月  市制施行により、福生市立福生第一小学校と改称される 
・昭和４６年 ４月  分校独立 福生市立福生第六小学校となる 
・昭和４７年 ２月  研究指定校（「指導の個別化の工夫と実践」について研究発表） 
       ７月  心身障害児学級 １学級設置 
・昭和４８年 ４月  藤谷重三郎校長（第１３代）着任 
       ６月  創立百周年記念式典挙行 
・昭和５０年 ８月  散水器設置 
・昭和５２年 ４月  小川皓右校長（第１４代）着任 
・昭和５３年 ３月  カラーテレビ全学級設置 ＡＶ調整卓設置 
・昭和５５年 ２月  研究指定校（研究発表会・公開授業） 
       ３月  校庭南側境界線付近フェンス設置 
・昭和５６年 ６月  プール完成 
       ８月  体育館完成 
・昭和５７年 １月  ひまわり学級創立１０周年記念発表会 
       ３月  心身障害児教室、図書室、視聴覚室完成 
・昭和５８年 ３月  体育館舞台照明器具設置、視聴覚室アナライザー設置 
・昭和６０年 ８月  本校舎内装工事及び洋風便器取付工事 
・昭和６１年 ４月  長谷川鐵夫校長（第１５代）着任 
       ８月  本校舎バルコニー非常梯子設置工事 
・昭和６２年 ７月  校庭照明改良工事 
・昭和６３年 ３月  飼育・小鳥小屋設置 
・平成 元年 ３月  校庭東側藤棚沿いに防球ネット設置 
       ４月  小井清治校長（第１６代）着任 
      １２月  事務室、職員室に緊急放送用設備設置 
・平成 ２年 ５月  校庭側に防球ネット設置、バックネット更新設置 
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      １０月  校庭スプリンクラー新設 
・平成 ３年 ３月  校庭トイレ設置 
       ４月  水越孝校長（第１７代）着任 
       ４月  東京都国際理解教育推進校 
       ８月  全教室テレビ取り替え 
・平成 ４年 ３月  体育館冷暖房付設 
       ３月  東京都国際理解教育推進校（研究発表） 
・平成 ５年 ４月  日本語学級設置 
       ９月  屋上防水工事 
・平成 ７年 １月  遊具（ブランコ、グローブジャングル）取り替え 
       ３月  プール内部塗装工事 
・       ８月  体育館渡り廊下改修工事、保健室空調機改良工事 
・平成 ８年 １月  平成６・７年度福生市教育奨励校研究発表会 
・       ４月  茂山吉秀校長（第１８代）着任 
・平成 ９年 ３月  プールサイド改良工事 
・平成１０年 １月  体育館照明工事 
       ８月  校舎東側内装改良工事及び建物耐震補強工事 
・平成１１年 １月  体育館舞台幕取り替え工事 
       ８月  校舎西側内装改良工事及び建物耐震補強工事 
      １１月  道徳授業地区公開講座開始 
・平成１２年 ２月  東門、門柱工事 
       ９月  コンピュータ室設置 

１１月  ＰＴＡ創立５０周年記念式典 
・平成１３年 ２月  総合的な学習の時間研究奨励校研究発表会 
       ４月  榊田賢勝校長（第１９代）着任 
       ８月  校庭整地、防球ネット設置 
・平成１５年 ８月  飼育小屋改修工事 
・平成１６年 ７月  本校舎防音機能修復工事、屋上防水工事 
       ９月  図書室コンピュータ設置 
・平成１７年 ２月  プール塗装工事 
       ４月  本村誠校長（第２０代）着任 
       ８月  西門柱工事 
・平成１８年 ８月  図書室整備・図書室コンピュータ増設 
           コンピュータ室ノートパソコン設置 
・平成１９年 ４月  久保康博校長（第２１代）着任 
・平成１９年 ８月  新校舎（２号館）トイレ改良工事 
・平成２０年 ２月  平成１８・１９年度福生市教育研究奨励校研究発表会 
・平成２１年 １月  福生市書写展覧会会場 
       ６月  ふっさっ子の広場 開設 
      １１月  ＰＴＡ創立６０周年記念式典 
・平成２３年 ４月  西山多惠子校長（第２２代）着任 

５月  東日本大震災被災地派遣（教諭１名、１年間） 
       ９月  日本語学級 市内通級開始 

 ・平成２４年 ４月 ６日 第１３８回入学式挙行（４５名） 
         全校児童数 ３９７名 

 ・平成２４年 ８月    校庭一部芝生化工事 
             校庭改修工事 
             （サッカーゴール、鉄棒、登り棒交換、飼育小屋移設、東側防球ネット新設、東門門扉交換） 
             プール改修工事 
             給水施設改良工事 
 ・平成２４年１０月    ひまわり学級 特別支援教育専門性向上プロジェクト発表（羽村特別支援学校） 
 ・平成２５年 ３月２５日 第１３８回卒業証書授与式（９５名） 
・平成２５年 ４月   中野和人校長（第２３代）着任 

４月８日 第１３９回入学式挙行（５０名） 
全校児童数 ３２５名 

創立１４０周年に当たる 
 ・平成２６年 ２月   東門改良工事 
        ３月２５日 第１３９回卒業式（６７名） 
・平成２６年 ４月   松木 実校長（第２４代）着任 

        ４月７日 第１４０回入学式挙行（５１名） 
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                  全校児童数 ３２３名 
 ・平成２７年 ３月２５日 第１４０回卒業式挙行（６９名） 
   
  


