
１ 学校沿革 

（１）学校の概要 

・ 位置    北緯３５度１７分４９秒、東経１３８度５４分３９秒、海抜５０５ｍ 

・ 交通    ＪＲ御殿場線御殿場駅下車 バス御殿場駅より１０分 原里小学校前徒歩３分 

・ 創立    明治１９年８月３０日 

・ 校地面積  ２３，８９８㎡ （うち、運動場面積１３，７２８㎡。 ） 

・ 校舎面積等 校舎延面積8,016㎡ 体育館1,346㎡ プール1,095㎡（大357㎡・小60㎡） 

 

  （２）学校の沿革  

    明治19年8月 30日創立  村立西郷小学校（尋常小学校4年）    

             所在地   川島田地先馬見塚１９０２番地 

             設置区域 駿東郡川島田村・杉名沢村・ぐみ沢村・保土沢村・永塚村・板妻村・神場村・

中畑村・川柳村・印野村 

            学齢児童  ６５０人    就学児童  １０９人 

   （沿革史） 

   明治１９年 西郷尋常小学校創立 

   明治２２年 町村制施行に伴い、学校の設置区域は原里村、玉穂村、印野村の三か村となる。 

   明治２３年 西郷小学校を廃し、原里尋常小学校と改称。設置区域は原里・玉穂村。印野小は独立する。 

   明治２５年 玉穂尋常小学校が分離独立。設置区域が原里村のみとなる。 

   大正１１年 ４月 高等科を設置して、原里尋常高等小学校と改称 

   大正１２年 ９月１日 関東大震災により校舎６棟被害。８日まで休校 

   大正１４年 ７月４日 原里小の国語研究会席上にて児童文苑発刊が決議される。 

   昭和１２年 ４月２９日 創立５０周年記念に二宮尊徳像を建立。記念式典挙行 

   昭和１６年 ４月１日 国民学校令施行により、原里村国民学校と改称 

   昭和２２年 ４月１日 六三制新学制施行により、原里村立原里小学校と改称。高等科が廃止される。 

   昭和２２年 ９月２日 原里小ＰＴＡ発足 

   昭和２３年 ２月２５日 学校給食校に指定され、脱脂粉乳の給食開始 

昭和３０年 ２月１１日 御殿場町・富士岡村・玉穂村・印野村・原里村合併により、御殿場市立原里小学校と改称 

   昭和３３年 給食室落成 

   昭和３４年 御殿場南小学校新設につき、森乃腰区の児童分離。鼓笛隊創立 

   昭和３５年 二宮尊徳像移設 

   昭和３６年 給食優良校として文部大臣表彰を受ける。 

   昭和３７年 プール完成（５０ｍ×１５ｍ）運動場拡張 

   昭和３８年 貯金優良校として文部大臣表彰を受ける。 

   昭和３９年 文部省指定道徳教育研究発表会（昭和３８・３９年指定）体育館落成（８６４㎡） 

   昭和４０年 校旗制定 

昭和４３年 北館落成。鉄筋コンクリート２階建て（１４教室１，６８７㎡） 

   昭和４６年 低学年用プール完成（１５ｍ×１０ｍ）。南館落成、鉄筋コンクリ－ト二階建て（１４教室） 

   昭和４９年 本館落成、鉄筋コンクリート二階建て（特別教室及び管理棟 ２，４４７㎡） 

   昭和５０年 ４月創立記念の松を玄関前に移植 

   昭和５１年 ８月創立９０周年記念国旗掲揚塔建立 

   昭和５４年 ９月飼育舎完成（鉄骨） 

   昭和５８年 ４月 朝日小新設のため464名の川島田区・杉名沢区の児童が分離。学級11減、教師12名減     

   昭和６０年 北館Ｐタイル張替え、防火シャッター自動化、こぶしの森一部移転、プールサイド補修工事完

了、二宮尊徳像設置（移転したこぶしの森に設置）、校長室横庭園完成 

   昭和６１年 校歌制定（作詞：岩谷時子 作曲：いずみたく）体育器具完成。西門拡張工事、給体育館撤去、

校旗新調、アスレチック形式による総合遊具完成。１０月２６日創立百周年記念式典（祝賀会・

原里まつり・作品展）１２月 記念誌「はらさと」発行 

   昭和６２年 ４月 校歌碑設置 プール解体 

   平成 元年 ３月 プール・体育館落成。北館屋上防水工事。運動場北側拡張工事 

   平成 ３年 内務員棟新築移転 



   平成 ４年 校舎南側ピロティ中庭・南門工事完成。本館内装工事完了 

   平成 ５年 運動場北側「せせらぎ」（生活科用の小川）完成。外国人児童の適応のありかたについて文部省

調査研究協力校指定 

   平成 ６年 静岡県健康推進学校表彰及び学校環境衛生活動優良学校表彰。 

   平成 ７年 ２月１日 ２代目百年松を植える。夜間照明器３基設置。 

   平成 ８年 パソコン１１台設置。創立１１０周年記念行事（式典・子供祭り・児童会誌１０年の歩み） 

   平成 ９年 ルネッサンス「育む木」推進校。市福祉教育推進校（平成９～１１年度）南側フェンス張替 

   平成１１年 市教育委員会指定「新教育課程」研究校。県教育委員会指定「総合的な学習の時間」推進校 

         （ともに平成１１・１２年度） 

   平成１２年１１月 指定研究発表会 県外も含めて１４８名参加 

   平成１３年 ３月 原里小歴史ロード完成。５月 本校児童会が社会福祉で日本善行会より表彰を受ける。 

   平成１４年 ４月 養護学級開設（現在特別支援学級） 

   平成１５年 ４月 県指定福祉教育実践校 

   平成１６年 ８月 神場地区バス通学の子供たちが静岡新聞あすなろ賞を受賞する。 

   平成１８年 ３月 学校周辺道路拡幅に伴い校地周辺を整備し、体育器具庫を新設する。 

   平成１８年１１月 創立１２０周年式典開催 

   平成２０年 ３月 体育館横駐車場整備 

   平成２２年１２月 新校舎建築に伴う仮設（プレハブ）校舎が運動場に完成する。１月よりプレハブ生活。 

   平成２３年    市教育委員会研究指定校「情報教育」（平成２３・２４年度） 

   平成２４年１１月 市教育委員会研究指定校 発表会「情報教育」市内各校より５０余名参加。 

   平成２５年 ２月 新校舎に引越し（外構工事・運動場は継続） 

   平成２５年 ３月 「新校舎お披露目の会」（ＰＴＡ主催）開催 

   平成２５年１２月 自主授業公開会実施。駿東地区各学校より６０余名参加。 

   平成２６年 １月 運動場工事完了。外トイレ・体育器具室完成 

平成２６年 ２月 「原里小学校校舎改築事業完成報告会」実施 

   平成２６年 ３月 「校舎改築記念の松」植樹（百葉箱横） 

   平成２６年 ６月 静岡教弘教育活動奨励賞受賞 

   平成２６年１１月 県統計グラフコンクール学校賞受賞 

   平成２６年１１月 県学校保健会より学校環境衛生優良学校として表彰 

   平成２６年１１月 県納税貯蓄組合連合会より感謝状 

   平成２６年１２月 公開研究会実施。駿東地区、全国（山形県・石川県等）より６０名参加 

   平成２７年 ２月 県ＰＴＡ連絡協議会より 団体表彰 

   平成２８年１１月 創立１３０周年記念事業切り絵贈呈 

   平成２９年 ３月 創立１３０周年記念事業桜・こぶしの木贈呈 

   平成３０年１１月 原里小図書ボランティアが県優良読書グループとして表彰 

【歴代校長氏名】 

代 氏  名 就 任 代 氏 名   就 任 代 氏 名 就 任 

 1 折原 義質 明19年 9月 14 土屋 一夫   22年 4月 27 杉山 孝俊    3年 4月 

 2    松井 永賜   20年 9月 15 横山 禹門   24年 1月 28 八木 満夫    5年 4月 

 3 米山 喜太郎    27年 4月 16 石川 辰松   28年 4月 29 八文字孝憲    8年 4月 

 4 寺田 十二   37年 9月 17 勝又 新吾   33年 4月 30 池谷 洋子   11年 4月 

 5 鈴木給三郎   39年 4月 18 岩田喜久治   34年 4月 31 石塚 弘義   13年 4月 

 6 森  標昌   40年 3月 19 真田 瑞穂   36年 4月 32 高橋 豊宏  15年 4月 

 7 服部 新之助   42年 4月 20 喜多川龍男   40年 4月 33 勝間田清次  17年 4月 

 8 長田 杢太郎   43年 2月 21 渡辺 富雄   45年 4月 34 鈴木 由光   20年 4月 

 9 渡辺 二郎 大10年 8月 22 池谷 光市   48年 4月 35 髙村 芳章  23年 4月 

10 松本 新吉   14年 4月 23 勝田 光信   51年 4月 36 岩瀬 和代  25年 4月 

11 杉山 鷲雄 昭 8年 4月 24 御宿 四郎   56年 4月 37 武田麻里子 27年 4月 

12 安藤 武雄 11年 7月 25 岩田 喜三 昭61年 4月 38 福島 英子  29年 4月 

13 高橋 美策 昭14年12月 26 山本 守人 平 元年4月   39 藪下 清美  31年 4月 



 


