
本 原 小 学 校 沿 革

年 号 年数 校舎施設等の改築・改善事業等

明 治 ６ 育英学校広山寺に開校する。
２２ 町村制度の実施により、上原、中原、下原の三区をあわせて本原村となり、本

原尋常小学校となる。
２９ 広山寺から現在位置に校地を移し、校舎を移転、新築する。
３０ 二階建・玄関付校舎竣工。記念事業として校庭運動会が始まる。
３３ 高等科併置、本原尋常高等小学校となる。
３５ 雨天体操場新築。（５２坪）

大 正 ９ 校地を８３坪拡張し、敷地１３１坪となる。(８３坪の購入費４４５円)
１０ 南校舎改築する。二階建６教室(96坪)、児童便所(12坪)

渡り廊下東側(6坪)を新築(工事費 17,060円)
又、校舎を６０７坪拡張

昭 和 ９ 南校舎西側二階建７教室を増築する。(工事費１０，０００円)
１７ 北校舎東棟(明治 29年新築)を移転する。
２２ 六・三・三制成立。国民学校と改称して、

本原小学校(６学年) ・本原中学校(３学年)となる。
昭 和 ２３ 校庭を９０４坪拡張する。 ＰＴＡ発足する。

２８ ４月、北校舎西側二階建６教室竣工する。(工事費３５０万円)
電話が入り、パン給食が始まる。

３０ ３月、本原中学校が真田中学校へ移転する。
９月、体育館落成する。

３４ 本原小学校校歌できる。
８月、台風によりバックネット・校庭の大欅が倒れる。

３８ ８月、給食室完成、１１月より使用開始。
３９ ９月１日、プールが完成。
４３ 旧給食室を取り壊し、渡り廊下・北便所ができる。
４４ ９月、本原小学校８０周年記念行事行われる。

(式典、運動会、岩石園造成、校章制定等)
５１ ５月、南校舎お別れ運動会、及び式典が行われる。

６月、南校舎、公使室、宿直室、便所解体する。
７月１４日、起工式。
12月、南校舎普通教室６教室、音楽室、理科室、職員室、事務室、校長
室等完成する。

工事費 校舎本体工事 １億９千５００万円
電気工事 １千９２５万円
機会設備工事 １千５００万円

５２ 北校舎東棟４教室を撤去する。
５月１９日、竣工式、祝賀式を行う。

５４ 中庭スケート場完成する。校歌碑を設置する。
５６ 体育館前をコンクリート舗装にする。岩石園完成する。校庭フェンス設置する。

体育館床を張り替える。体育館への渡り廊下改築する。体育館前便所撤去し、
５７ 新築する。校長住宅を新築する。

給食室を改築する。バックネットを改修する。
５９ 12月、校庭東道路の石積みが完成する。

中庭に小動物飼育小屋を設置する。
プール内装を改修する。(ゴム引きとする)

６１ 北校舎(西側)取り壊し、改築工事。
６２
６２ ５月８日、関係業者、工事現場査察。

５月 16日、入札
設計費 ５百５０万円
工事費 本体工事 １億３千７００万円

電気工事 １千１９０万円
機会設備 １千５６０万円
合 計 １億６千４５０万円

５月 23日、真田町臨時議会で改築案決定。
５月 30日、北校舎取り壊し。(物置設置し、物品を移動する)
６月 12日、地鎮祭、起工式。
12月 17日、北校舎完成し、引き渡しとなる。

(オープンスペースの４教室、家庭科室と準備室、図工室と準備室)
12月 22日、校舎テープカット、使い始め式、落成祝賀会、

百周年記念事業実行委員会発足、64年度の祝典を目指す。
浄財、１千４００万円に達する。記念誌の執筆に着手する。体育館アルミサッ
シ窓となる。

昭 和 ６３ 体育館の暗幕、緞帳を張り替える。校庭フェンスを補強する。
６４ 体育館前、側溝、壁面等の改修をする。

平 成 元 本原小学校百周年記念式典事業行われる。
歴代校長の写真整備(初代他５名)
卒業生写真整備(集会室) ２階資料室整備。
経費

記念碑を設置する。 １，９５６，０００円
「原の郷」 （校門前に） 「生誕の地」 （広山寺敷地内に）
中庭自然観察園を造園 ２，１６０，０００円
視聴覚機器・印刷機の整備等、ジャングルジムの設置



５，１２３，７１０円
記念誌の発行 ４，５５２，０００円
記念式典事業他 ２，９３８，５５８円

平 成 ２ プールサイド人工芝（マット）張り。
校内テレビ放送施設を設置・改修する。陶芸窯を設置する。

３ 北校舎と南校舎の渡り廊下屋根の雨漏り防止工事をする。
４ プールのスタンド改修工事をする。
５ 北校舎西教室の増築工事をする。体育館天井の改修工事をする。

東トイレ、北トイレの水洗化工事をする。焼却炉を新設する。
６ 一年生教室の床改修工事をする。学習用畑、職員駐車場を新設する。
７ 南校舎普通教室の蛍光灯を増設する。
８ 音楽室を全面改修する。

給食室に検食用冷蔵庫他を設置する。
体育館のピアノをオーバーホールする。
電波法改定により、視聴覚関係備品を整備する。

９ プール注水口・排水口工事をする。
水道を移転し、温水設備工事をする。（給食室廊下→東トイレ入口）
職員トイレの改修・水洗化工事をする。
正面石段改修工事をする。
電話回線増設工事をする。（２回線となる）

１０ プレハブ体育器具庫を新設する。（校庭東側）
南校舎の黒板を塗装する。
給食室施設設備工事をする。（自動ガス炊飯器他）
家庭科室の自動用大机を増設する。（１組）
プールサイド改修工事をする。
第１回１１０周年記念バザーを開催する。

１１ １１０周年記念集合写真を撮影する。
第２回１１０周年記念バザーを開催する。
給食食器消毒保管庫新規購入設置・各種給食施設移転設置。
１１０周年記念航空写真を撮影する。
第グローブジャングルを設置する。
焼却炉撤去・プレハブ物置を新設する。
タイヤ跳びを設置する。（ＰＴＡ作業で）
校歌彫刻額を設置する。
開校１１０周年記念式典・祝賀会を開催。
給食優良校として表彰される。

１２ ４５年間使用の旧体育館を解体する。
解体に伴い ・「保科百助先生の松」 ・高野槇他を移植する。

・「体育館さんありがとう」「体育館さんお願いします」
の会を全校で行う。

室内体育館改築工事をする。（６月～１２月）
給食室エアコンを新しく設置する。
校庭排水溝工事、体育館東側側溝を経て担い手センター側溝へ。

１４ 新教育課程始まる。（総合的な学習始まる）
児童昇降口屋根張り替え工事。
壁画「早春の烏帽子岳」寄贈される。(寄贈者 飯島 和夫様) 体育館設置

１５ 職員玄関前改修工事。
児童昇降口廊下張り替え工事。

１６ 給食室解体工事始まる。(８月)
体育館ピアノ新規購入。 １，５０９，９００円
給食室完成。(12月 20日)

設計費 １，６１２，６１６円
監理費 ９０３，０６５円
工事費 給食室本体 ４９，３５０，０００円

厨房設備 ９，３７１，２５０円
北校舎(３年棟)非常階段設置工事(３月) １，４７０，０００円

１７ 南校舎１階２階廊下・理科室・東渡り廊下・玄関アプローチの改修工事
昇降口前のインターロッキングの模様を日本地図にする（７・８月）

北校舎(４年棟)非常階段設置工事(１１・１２月)
南校舎各教室柱のクロス貼り替え工事（１２月）
プログラムタイマー取付工事（１２月）３３０，０００円
南校舎南軒天（西側）塗り替え工事（１月）
プール浄化槽脚部補修工事（１月）
校門校名の取り替え工事 御影石からブロンズへ（３月５日）
上田市との合併により、真田町立本原小学校から上田市立本原小学校になる。
住所 小県郡真田町大字本原 2175番地→上田市真田町本原 2175番地１

（３月６日）
１８ 東渡り廊下の屋根防水工事（６月）

南校舎放送室改修工事（８月）
内装を新しくきれいにして、換気扇を付ける。
放送施設もほとんどの機械を一新し、わかりやすく放送できるものにする。
コンピュータの全面入れ替え（１０月）

１９ 南校舎と体育館の間の舗装工事（１１月）
南校舎屋根塗装工事（７月～８月）
アスベスト除去工事（７月～８月）
南校舎廊下目地補修工事（７月）
南校舎２階手すり取り付け工事（８月）
保健室改修工事（８月）



北校舎床改修工事（３月） 給食室床等改修工事（３月）
校庭水道改修工事（３月）
南校舎コンセント取り付け工事（３月）
雨水タンク設置工事（３月）

平成 ２０ 北校舎２年１組・２組教室北側窓付け替え工事（７月）
校庭遊具チェーン式登り棒チェーン取り替え工事（９月）
体育館社会体育入口テラス擁壁改修工事（１０月）
体育館社会体育入口テラス・外階段手すり塗装工事（１０月）
南校舎東西階段滑り止め補修工事（１０月）
東トイレ入口戸レール・給食室渡り廊下入口戸レール補修工事（１０月）
プール改築に伴う地盤調査のためのボーリング調査（１２月）
給食室空調設備設置に伴う電気設備工事（１月）
南校舎（校長室・松組）床改修工事（１月）
給食室空調設備設置工事（３月）

２１ 北校舎外壁補修工事（５～６月）
１２０周年記念感謝祭（バザー）（７月）
校内電話交換設置（８月）
北校舎２年１組・２組教室北側窓付け替え工事（８月）
１２０周年航空写真撮影（９月）
プール解体敷地造成工事（９～１月）
１２０周年記念記念式典・祝賀会（１１月）
プール改築事業建築主体・機械設備・電気設備工事（１月～５月）

２２ プール竣工検査（６月４日）
プール引き渡し（６月１０日）
プール開き（６月２５日）
図書館床カーペット貼り替え、蛍光灯増設工事（８月）
北校舎２階転落防止用手すり工事（８月）
プール入口横雨水排水用暗きょ設置工事（８月）
児童昇降口横及び北校舎２階防火扉修理工事（１月）
オイルギアポンプ交換工事（２月）
高圧線ボックス修理工事（３月）
松組床オイル配管工事（３月）
１年１組床補修工事（３月）

２３ 地デジに伴うＴＶ配線工事（８月）
中庭池・配水管工事
保健室・松組洗濯機配水管工事

２４ 東トイレ横配水管工事
体育館火災報知器改修工事
南校舎煙探知機改修工事
灯油タンク防油堤工事
体育館雨樋改修工事
体育館防護柵網戸取り付け工事

２５ 防油堤屋根取り付け工事 パソコン増設工事
プール濾過器交換工事

２６ 網戸取り付け工事（図書館・職員室）
仮設校舎建築 外灯改修工事

２７ 体育館時計 改修工事 管理・教室棟改築事業
南校舎解体

２８ 体育館屋根修理
北校舎改修（さっし・網戸・棚）
新校舎完成（南校舎・西校舎）

２９ 新校舎竣工式、地域と祝う会、外構工事、太陽光発電工事
３０ ４年ぶりに校庭大運動会開催（１０月５日)

小学校英語先行実施（３年～６年）
PTA作業において、校庭に花壇増設（６月２日）

３１ 4月 4日平成最後の入学式を実施
令和 １ 5月 1日元号が令和となる。

理科室東に、岩石園を設置する。
130周年記念まつりを開催する。（10月 12日）
130周年記念式典・祝う会・祝賀会を開催する。（11月 9日）

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月 9 日より 5 月 31 日まで臨時休
校となる。授業数確保のため、夏休みを計画よりも 10 日間縮小し、8 月 7 日
まで 1学期の授業を延長した。


