
 

学校沿革抄 

 

明治 ９年 10 月 中川郷(現鳴滝町)故シ－ボルト氏学室跡の家屋において，第５大学区第１ 

         中学区鳴滝小学校を開設 

明治 26 年 ４月 現西山町３丁目 42 番号に上長崎尋常小学校を設置，４月９日開校式挙行 

明治 28 年 ９月 現片淵町２丁目 56,57,58 番地に新校舎をつくる 

明治 35 年 ４月 高等科を置く 

明治 36 年 ８月 木場分教場を開始 

明治 41 年 ４月 学制改革により尋常科６か年，高等科２か年となる 

明治 43 年 11 月 現片淵２丁目５番１号に校舎新築移転 

大正 ７年 ４月   長崎県師範学校代用附属小学校となる（向こう５か年間） 

大正 ９年 10 月 上長崎村の長崎市編入に伴い，長崎市上長崎尋常高等小学校となる 

大正 14 年 10 月 創立５０周年記念式典，記念碑建立，校旗制定 

昭和 ２年 10 月 校歌制定 

昭和 13 年 10 月 西山町旧市立高等女学校跡(現在本校所在地)に第４学年以上の児童を収容 

                 し，授業を開始 

昭和 16 年 ４月 国民学校令により上長崎国民学校と改称 

昭和 22 年 ４月 学制改革により長崎市立上長崎小学校と改称 

昭和 25 年 ６月 木場分校現在位置に移動新築落成 

昭和 27 年 ４月 移築校舎落成 

昭和 44 年 ３月 上長崎小学校木場分校廃止となる 新校舎落成（４教室，３便所，１特別 

                 教室） 

昭和 47 年 ４月 体育館新築 

昭和 51 年 11 月 創立百周年記念式典，記念碑建立 

昭和 56 年 ８月  特別教室(理科室，家庭科室)設置，給食室(休憩室)シャワ－・トイレ設置 

平成 ３年 ９月   新校舎１～３階，トイレ改修工事完成 福江市立蕨小学校との交流学習 

平成 ４年 ２月   市教委(グル－プ委託)幼・小連携についての研究発表会 

平成 ５年 ８月   旧校舎１～２階，トイレ改修工事完成 

平成 ６年 ８月   校舎外壁工事(塗装工事を含む) 中央階段の補修工事(１～４階完了) 

平成 ８年 ８月   体育館屋根ふき替え工事 

     10 月   学校図書館教育の振興により第４１回才能開発実践教育賞受賞 

平成 10 年 11 月 長崎県教育委員会 教育関係職員顕彰（団体の部） 受賞 

平成 11 年 ２月  第 44 回県小中学校児童生徒美術作品展（子ども県展）学校賞｢優秀賞｣ 受賞 

平成 12 年 ２月  第 45 回県小中学校児童生徒美術作品展（子ども県展）学校賞｢優秀賞｣ 受賞 

       ３月  長崎市学校保健会 健康優良学校｢優良校｣ 受賞 

            11 月  良い歯の学校努力賞受賞 

          12 月  読書活動優秀実践校賞受賞 

平成 13 年 ２月  子ども県展学校賞受賞 

 ３月 中央階段改装工事   

 ７月 上防水工事，全面防水塗装 パソコン室整備 

平成 14 年 ４月  文部科学省委嘱県教委指定学力向上フロンティアスクール事業の指定を受 

          ける 

          11 月 大規模改修工事第１期完了（新校舎４・３階） 

平成 15 年 ３月 大規模改修工事第２期完了（新校舎２・１階） 

         大規模改修工事第３期完了（中央階段及び特別教室） 



 

平成 16 年 ２月 学力向上フロンティアスクール事業中間発表 

            ３月 プール改修工事完了（プール全面底上げ） 

          11 月 学力向上フロンティアスクール事業本発表 

          12 月  大規模改修工事第４期完了（玄関・校長室・保健室・相談室） 

平成 18 年 10 月 創立１３０周年記念式典 

平成 19 年 ４月 特別支援学級(病弱）開設 

平成 20 年 ８月  耐震工事検査開始 

平成 21 年 ２月 AED 設置 

       ６月 新校舎耐震工事開始(～11 月） 

平成 22 年 １月 体育館耐震工事開始(～２月） 

       ７月 プール解体並びに新校舎建設工事着工 

平成 23 年 ９月 新校舎（管理棟）完成，移転作業 

      11 月 旧校舎解体工事開始(～２月) 

平成 24 年 １月 育友会室改装工事開始(～２月) 

       ３月 防災行政無線拡声設備工事（教室棟屋上） 

       ６月 長崎市教委委託研究（国語科グループ委託） 

                 ５年生によるキッズゲルニカ制作 

       ７月 給食棟新築工事開始（～３月） 

        11 月 体育館改修工事開始（～３月） 

         第 10 回全日本小学校ホームページ大賞長崎県代表校に選出 

平成 25 年 １月 太陽光発電システム設置工事開始（～４月） 

          ４月 運動場改修工事開始（駐車場含む）（～平成 25 年９月） 

   平成 26 年 11 月 エレベーター設置工事開始（～平成 27 年 3 月） 

   平成 27 年 ２月  創立１４０年・新校舎落成記念式典 

          ４月  中国上海市訪問団が学校視察 

          ９月  長崎市教委がフッ化物洗口の視察 

         11 月  中国中山市訪問団が学校視察 

         12 月  タブレット型パソコンの設置･設定 

           教室棟校舎外壁工事開始（～３月） 

   平成 28 年 １月  韓国青少年連盟の学校訪問・交流 

          ３月  パソコン室のパソコンを職員室へ移設し，校務用パソコンに設定 

                    校務用パソコン管理システムの構築，校務情報ネットワークの再構築 

  平成 29 年 6 月 土曜日授業参観 親子で真ボラ（集団下校） 

  平成 30 年 11 月 長崎市教育委員会研究指定（国語科）研究発表会 

  令和元年 ６月   土曜日授業参観 引渡し訓練実施 

  令和元年１１月   校務用・指導者用パソコン入れ替え 校務用サーバー移設 


