
―  ２９  ―

花 巻 小 学 校　　　 若 葉 小 学 校　　　

小・中学校の沿革等

≪主な沿革≫

明治６年４月　一日市妙円寺に創立

明治９年１１月　一日市西本陣跡に移転

明治３２年４月　花巻尋常高等小学校と改称

昭和８年１０月　現在地に新築移転

昭和９年４月　花巻尋常小学校と改称

昭和１５年４月　高等小学校を併置

昭和１６年４月　花巻国民学校と改称

昭和２２年４月　花巻小学校と改称

昭和４３年４月　若葉小学校新設により、学区改編

昭和５４年４月　桜台小学校新設により、学区改編

昭和５６年３月　新校舎完成

平成１１年６月　プール改築完成

平成１８年１０月　ネパール王国ケンジ・インターナ

ショナルスクールと姉妹校関係を

締結

平成２４年９月　屋外環境整備工事完了

≪教育目標≫

気概に富み　心豊かな子

・心豊かで　助けあう子

・よく考え　学びあう子

・ねばり強く　きたえあう子

≪研究主題≫

一人一人の学びを保障する授業の創造

　～協同的学びを取り入れた授業づくりを通して～

≪主な沿革≫

昭和４１年４月　上中小学校を改め、若葉小学校と

して上根子地内に創立

　　　　　　　（学区の一部は湯口小学校に編入）

昭和４３年４月　花巻小学校の学区の一部を編入し、

現在地に新築移転

昭和４７年９月　校舎増築（西校舎）

昭和５１年２月　校舎増築（東校舎）

　　　　４月　ぎんどろ分校設置

　　　　　　　（平成１５年３月閉校）

昭和５４年４月　桜台小学校新設により、学区改編

平成８年８月　体育館改築

平成１５年３月　新校舎完成、新プール完成

平成１６年３月　屋外環境整備工事完了

≪教育目標≫

　豊かな心をもち、自ら学び、進んでたくましく

行動する若葉の子の育成

・進んで学習する子

・豊かな心で助けあう子

・体を鍛える子

・責任をもって行動する子

≪研究主題≫

自ら考え、表現する子どもの育成

　～言語活動の充実を通して～

校　　長　今　野　充　雅
郵便番号　０２５－００７５
住　　所　花巻市花城町５－１３
電　　話　０１９８－２３－２３７６
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２３－２３７７

校　　長　皆　川　耕　助
郵便番号　０２５－００９７
住　　所　花巻市若葉町二丁目１７－３０
電　　話　０１９８－２３－３３０５
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２４－３０３０



―  ３０  ―

桜 台 小 学 校　　　 南 城 小 学 校　　　

≪主な沿革≫

昭和５４年４月　花巻小学校及び若葉小学校の学区

を改編し分離独立（学校給食共同

調理場併設）

平成３年１月　校舎増築

平成７年３月　学校給食共同調理場を閉鎖

　　　　　　　（南城小学校に移転）

平成８年１月　給食調理場跡を改造し、教室等を

増設

平成１２年２月　体育館改築

平成１５年１月　図書館改修

平成１８年１０月　耐震補強工事完了

平成２０年１１月　創立３０周年記念式典挙行

≪教育目標≫

心豊かに　たくましく　励まし合い　高まる児童

≪研究主題≫

学びの楽しさを味わう子どもの育成

　～各教科等における授業改善～

≪主な沿革≫

明治５年　　　横町小学校設置

明治１２年　　　愛育小学校と改称

明治２５年　　　西十二丁目尋常小学校設立

明治４２年　　　下根子小学校と合併し、根子尋常

小学校と改称

大正１２年７月　南城小学校と改称

昭和４年４月　南城尋常小学校と改称

昭和１５年５月　南城尋常高等小学校と改称

昭和１６年４月　南城国民学校と改称

昭和２２年４月　南城小学校と改称

昭和５０年７月　校舎増築（北校舎）

昭和６０年６月　校舎改築（南校舎）

平成７年３月　学校給食共同調理場併設

平成１３年６月　プール改築

平成１９年１月　耐震補強工事完了

平成２４年４月　北上市立成田小学校と統合

≪教育目標≫

「心豊かでたくましく、意欲的な子ども」の育成

・かしこい子ども

・やさしい子ども

・たくましい子ども

≪研究主題≫

共に考えを深めていく子ども

　―国語科・算数科において

　　　　　　　　　　　表現する活動を通して―

校　　長　菊　地　　　孝
郵便番号　０２５－００６８
住　　所　花巻市下幅２９２
電　　話　０１９８－２４－６０６６
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２４－２２５８

校　　長　照　井　孝　司
郵便番号　０２５－００２１
住　　所　花巻市南城１１０－１
電　　話　０１９８－２３－２１４４
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２３－２０４５



―  ３１  ―

湯 口 小 学 校　　　 湯 本 小 学 校　　　

≪主な沿革≫

明治６年４月　上根子地内の民家に創立

明治９年６月　円万寺地内の民家に移転し、

　　　　　　　二ツ堰小学校と称す

明治１２年　　　円万寺地内の旧役場に移転

明治２２年４月　二ツ堰尋常小学校と改称

明治４３年１２月　円万寺地内に新築移転

大正４年４月　湯口尋常高等小学校と改称

昭和１４年４月　現在地に新築移転

昭和１６年４月　湯口国民学校と改称

昭和２２年４月　湯口村立湯口小学校と改称

昭和２９年４月　花巻市立湯口小学校と改称

昭和４３年４月　宝閑小学校を統合

昭和５６年４月　新校舎完成

平成４年２月　湯口学校給食共同調理場完成

平成２４年４月　花巻市立前田小学校と統合

≪教育目標≫

　（ゆ）夢をもち（ぐ）ぐんぐん（ち）力をのばす　

子どもの育成

・心のあたたかい子ども

・進んで学ぶ子ども

・体をきたえる子ども

・根気強い子ども

≪研究主題≫

　わかる・できる喜びをもち、意欲的に学習する

子どもを育てる指導の工夫

　～算数科における思考力を育成する

　　　　　　　　　　　　授業づくりを通して～

≪主な沿革≫

明治９年７月　松山寺本堂の一部を充て台小学校

を創立

明治１７年９月　沢畑に新築移転

明治２０年４月　台簡易小学校と改築

明治２５年４月　台尋常小学校と改築

明治３５年４月　池田に新築移転

明治３９年５月　湯本尋常小学校と改称

大正１４年６月　松木田に新築移転

昭和１６年４月　湯本国民学校と改称

昭和２２年４月　湯本小学校と改称

昭和２９年４月　花巻市立湯本小学校と改称

昭和５４年３月　学校給食共同調理場併設

昭和５４年９月　新校舎完成

昭和５６年１０月　プール完成

平成４年２月　ランチルーム「ふれあいの間」完成

平成１９年２月　耐震補強工事完了

≪教育目標≫

「心豊かで　たくましい生きる　湯本っ子」の育成

・よく考える子ども（知）

・思いやりのある子ども（徳）

・体をきたえる子ども（体）

≪研究主題≫

進んで考え表現する児童の育成

　～算数科における言語活動の充実を通して～

校　　長　阿　部　祐　基
郵便番号　０２５－００４２
住　　所　花巻市円万寺字法船９６－６
電　　話　０１９８－２８－２２２０
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２８－２７８０

校　　長　紺　野　　　盛
郵便番号　０２５－０３０３
住　　所　花巻市大畑３－３３１－１
電　　話　０１９８－２７－２５２５
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２７－２１０９



―  ３２  ―

矢 沢 小 学 校　　　 宮野目小学校　　　

≪主な沿革≫

昭和４７年４月　矢沢小学校・矢沢第二小学校・島

小学校を統合し、矢沢小学校創立

昭和４９年４月　新校舎竣工

昭和５０年７月　矢沢学校給食共同調理場竣工

昭和５５年２月　校舎増築

昭和５９年１０月　相撲場完成

平成元年１０月　ランチルーム完成

平成７年１０月　コンピュータ教室設置

平成１１年３月　矢沢学校給食共同調理場改築工事

竣工

平成１１年７月　矢沢学童クラブ、北校舎に移設

平成１７年３月　プール完成

平成１８年２月　耐震補強工事完了

平成１９年１２月　プレールーム脇に絵本図書室設置

≪教育目標≫

　美しい心をもちよく考え進んで実行する元気な

子ども

・自ら高める子

・自ら学ぶ子

・自らきたえる子

≪研究主題≫

　自分の考えを伝え合い、共に学ぶ子を育む授業

改善

≪主な沿革≫

明治７年　　　区内に小学校４校創立

明治２０年　　　区内の小学校を合併し、羽々尋常

小学校を創立

明治２２年　　　宮野目尋常小学校と改称

明治３０年　　　宮野目尋常高等小学校と改称

昭和１６年４月　宮野目国民学校と改称

昭和２２年４月　宮野目小学校と改称

昭和３８年１１月　花巻空港新設により、現在地に新

築移転

昭和４０年３月　全校舎完成

平成１１年２月　新校舎完成

平成１５年７月　新プール完成

≪教育目標≫

　心豊かで、自ら学ぶ意欲をもち、心身を鍛える

児童の育成

・明るく親切な子ども

・進んで学習する子ども

・ねばり強く頑張る子ども

≪研究主題≫

　自分の考えを相手にわかりやすく伝えることが

できる子どもの育成

校　　長　小笠原　恵美子
郵便番号　０２５－００１６
住　　所　花巻市高木２０－８１－１
電　　話　０１９８－２３－２１７９
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２３－２６６４

校　　長　安　藤　歳　勝
郵便番号　０２５－０００２
住　　所　花巻市西宮野目６－３５３－１
電　　話　０１９８－２６－３１１９
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２６－３７７５



―  ３３  ―

太 田 小 学 校　　　 笹間第一小学校　　　

≪主な沿革≫

明治５年　　　杉ノ目の民家を借り受け、下河原

簡易学校を設置

明治４２年　　　泉屋敷尋常小学校を統合、下河原

に新築移転し太田尋常小学校と改

称

明治４３年　　　太田尋常高等小学校と改称

昭和１６年４月　太田国民学校と改称

昭和２２年４月　太田小学校と改称

昭和４３年４月　山口小学校を統合

昭和４６年３月　現在地に新築移転

平成元年９月　校舎等大規模改造工事完了

平成６年２月　創立１２０周年並びに校舎等大改修

工事竣工記念式典

平成１８年４月　特別支援学級「つくし学級」を開

設

平成１９年６月　耐震補強工事完了

≪教育目標≫

未来を拓く太田の子

・かんがえる子

・明るくおおらかな子

・たくましい子

≪研究主題≫

自分の考えを持ち進んで表現する子どもの育成

　～国語科を軸に各教科領域における

　　　　　　　　　　言語活動の充実を図って～

≪主な沿革≫

明治７年８月　笹間学校創立

明治２０年　　　村内５校を統合し、笹間尋常小学

校を創立

明治３１年９月　新校舎完成

明治３４年３月　笹間尋常高等小学校と改称

大正５年１０月　現在地に新築移転

昭和８年３月　笹間尋常小学校と改称

昭和１５年２月　笹間尋常高等小学校と改称

昭和１６年４月　笹間国民学校と改称

昭和２２年４月　笹間小学校と改称

昭和２７年６月　笹間第一小学校と改称

昭和５６年１０月　新校舎完成

昭和５６年１１月　学校給食共同調理場完成

平成６年１０月　創立１２０周年記念式典

平成１０年９月　理科・生活科の学校公開

平成１９年１月　耐震補強工事完了

平成２０年４月　特別支援学級（やまびこ学級）開設

≪教育目標≫

「たくましく心豊かな笹間っ子」

�１ 　進んで学ぶ子ども（知）

�２ 　思いやりのある子ども（徳）

�３ 　身体をきたえる子ども（体）

≪研究主題≫

　単元を見通しながら、読みを深めていく児童の

育成

校　　長　五内川　惠　一
郵便番号　０２５－００３７
住　　所　花巻市太田３２－６１
電　　話　０１９８－２８－２２１２
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２８－２６９２

校　　長　菊　池　敦　子
郵便番号　０２５－０１３３
住　　所　花巻市中笹間１５－１
電　　話　０１９８－２９－２３２０
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２９－２４１５



―  ３４  ―

笹間第二小学校　　　 大 迫 小 学 校　　　

≪主な沿革≫

明治９年７月　横志田学校創立

明治２０年　　　村内５学校を統合し、笹間尋常小

学校を創立

明治３４年１１月　横志田・尻平川両村合同で、田川

尋常小学校設置

明治４１年４月　笹間尋常高等小学校横志田分教場

となる

大正９年９月　現在地に新築移転

昭和２５年４月　横志田学校となる

昭和２７年６月　笹間第二小学校と改称

昭和５８年３月　新校舎完成

平成２６年４月　特別支援学級新設

≪教育目標≫

　知・徳・体の調和のとれた人間形成を培う教育

を推進する。

・自ら考え、進んで学ぶ子

・みんなと仲良くする子

・ねばり強く体をきたえる子

・豊かに表現する子

≪研究主題≫

　一人ひとりが輝く複式指導

　―効果的な指導の工夫―

≪主な沿革≫

明治６年７月　到岸寺内を仮教場として開校

明治２９年４月　大迫町立大迫尋常高等小学校と改

称　高等科を併設

大正１２年４月　ダルトン・プラン教育を実施

昭和１２年５月　校門前「いろは橋」落成

昭和１６年４月　大迫国民学校と改称

昭和１８年７月　校歌制定

昭和４１年９月　完全給食開始

昭和５５年７月　ベルンドルフ第一・第二小学校と

姉妹校締結

平成６年２月　新校舎落成

平成９年４月　「ふれあいぶどう園」設置

平成１０年４月　「ことばの教室」開設

平成１７年４月　文科省指定学力向上拠点形成事業

平成１８年１月　市町合併により花巻市立大迫小学

校と改称

平成２１年４月　花巻市立外川目小学校と統合

≪教育目標≫

　確かな学力を身につけ、心身共にたくましく、

思いやりのある子どもをめざして

・よく考え、進んで学習する子ども

・体をきたえ、健康安全につとめる子ども

・明るく、思いやりのある子ども

≪研究主題≫

自分の考えを伝え、共に学ぶ子どもを育てる

　―「学び合う」活動を位置づけた

　　　　　　　　　　　算数科の授業を通して―

校　　長　鎌　田　省　三
郵便番号　０２５－０１３６
住　　所　花巻市横志田６－１４２－８
電　　話　０１９８－２９－２３２７
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－２９－３１６６

校　　長　小山田　　　厚
郵便番号　０２８－３２０３
住　　所　花巻市大迫町大迫１８－３
電　　話　０１９８－４８－２２２６
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４８－４１４６



―  ３５  ―

内川目小学校　　　 亀ヶ森小学校　　　

≪主な沿革≫

昭和５４年４月　４小学校統合により内川目小学校

として現在地に創立

昭和６３年３月　校庭拡張工事竣工

平成１４年１２月　コンピュータ室改装

平成１６年４月　特別支援学級新設

平成１６年４月　防犯カメラ設置

平成１７年１２月　校内無線ＬＡＮ整備

平成１８年１月　市町合併により花巻市立内川目小

学校と改称

平成１９年９月　東北ＰＴＡ連絡協議会表彰

平成２１年１０月　創立３０周年記念式典・祝賀会を挙

行

≪教育目標≫

はたらく子ども

やさしい子ども

ちえをみがく子ども

ねばり強い子ども

≪研究主題≫

自分の考えをもち、進んで表現する子どもの育成

　～算数科における伝え合う活動を通して～

≪主な沿革≫

明治７年８月　亀ヶ森村三日市、中興寺に亀ヶ森

学校創立

明治２０年４月　亀ヶ森尋常小学校と改称

昭和２２年４月　亀ヶ森小学校と改称

昭和３０年１月　町村合併により大迫町立亀ヶ森小

学校と改称

昭和３７年３月　学校給食施設、完全給食開始

　　　　　　　（大迫町第１号）

平成１０年７月　新校舎完成

平成１１年２月　新プール完成

平成１１年３月　新屋内運動場完成

平成１８年１月　市町合併により花巻市立亀ヶ森小

学校と改称

≪教育目標≫

・広い心を持った子（豊かに）

・自分の力を伸ばす子（賢く）

・健康な体をつくる子（逞しく）

≪研究主題≫

　主体的に学ぶ子どもの育成

　～確かに表現し、伝え合う算数的活動を通して～

校　　長　門　間　健　一
郵便番号　０２８－３２０１
住　　所　花巻市大迫町内川目１９－６０
電　　話　０１９８－４８－５１００
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－３６－５２７５

校　　長　高　橋　裕　紀
郵便番号　０２８－３２０４
住　　所　花巻市大迫町亀ヶ森７－１２
電　　話　０１９８－４８－２２２９
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４８－２２６８



―  ３６  ―

石鳥谷小学校　　　 新 堀 小 学 校　　　

≪主な沿革≫

昭和５５年４月　旧石鳥谷小、大瀬川小、八日市小

を統合し、石鳥谷町立石鳥谷小学

校として開校

昭和５５年７月　プール完成

昭和５６年２月　校歌・校章制定

平成元年１０月　創立１０周年記念式典・祝賀会を挙

行

平成１１年１０月　創立２０周年記念石小フェスティバ

ルを挙行

平成１４年４月　ことばの教室開設

平成１８年１月　市町合併により校名を花巻市立石

鳥谷小学校と改称

平成１９年４月　情緒障がい「あおぞら学級」開設

平成２０年１２月　耐震補強工事完了

平成２１年１０月　創立３０周年記念式典・祝賀会を挙

行

≪教育目標≫

○　めあてをもって学ぶ子（学力の向上）

○　自他を大切にする子（思いやりの心の育成）

○　体をきたえる子（体力の向上）

≪研究主題≫

　自分の考えを持ち、学び合う子どもの育成

　～「書く」「話す・聞く」に視点をおいた

　　　　　　　　　　　　　　　授業を通して～

≪主な沿革≫

明治８年６月　新堀学校創立

明治３３年１月　新堀尋常小学校と改称

明治３４年４月　現在地に新校舎落成

明治３５年４月　新堀尋常高等小学校と改称

昭和１６年４月　新堀国民学校と改称

昭和２２年４月　新堀小学校と改称

昭和３０年４月　石鳥谷町立新堀小学校と改称

昭和４２年８月　プール完成

昭和６３年７月　新校舎完成

平成元年２月　体育館完成

平成１８年１月　市町合併により花巻市立新堀小学

校と改称

≪教育目標≫

・よく考え、進んで学習する子ども（かしこく）

・礼儀正しく、思いやりのある子ども（やさしく）

・たくましく、やりぬく子ども（たくましく）

・健康で、明るい子ども（あかるく）

≪研究主題≫

　学ぶ楽しさを感じる子どもの育成

　～「わかる・できる」国語授業づくりの工夫～　

校　　長　多　田　真紀子
郵便番号　０２８－３１０１
住　　所　花巻市石鳥谷町好地７－３４－１
電　　話　０１９８－４５－２０１２
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４５－２０１２

校　　長　山　下　秋　雄
郵便番号　０２８－３１１１
住　　所　花巻市石鳥谷町新堀４６－２－１
電　　話　０１９８－４５－３０２１
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４５－３０２１



―  ３７  ―

八 幡 小 学 校　　　 八重畑小学校　　　

≪主な沿革≫

明治６年　　　八幡・寺林・黒沼各学校を創立
明治２２年　　　合併により八幡村となり八幡・黒

沼・南林の各小学校となる
明治２５年　　　統合して八幡尋常小学校と改称
明治３４年　　　八幡尋常高等小学校となる。尋常

科４年・高等科４年
明治４２年　　　現在地の八幡村大字八幡字堂前に

新築
昭和１６年４月　国民学校令により八幡国民学校と

改称
昭和２２年４月　八幡村立八幡小学校と改称
昭和３０年４月　合併により石鳥谷町立八幡小学校

と改称
昭和３０年９月　八幡小学校校歌制定
昭和４３年８月　プール完成
昭和５６年１０月　新校舎完成
平成１４年１１月　八幡小学校創立１３０周年記念式典

挙行
平成１８年１月　市町合併により花巻市立八幡小学

校と改称
平成１９年３月　校庭東側に防球ネット設置
平成２０年３月　耐震補強工事完了
平成２５年７月　プール改修工事

≪教育目標≫

　豊かな人間性と創造力をもち、たくましく生き
る子ども
・進んで　学ぶ子ども
・健康で　たくましい子ども
・礼儀正しく　助け合う子ども
・ねばり強く　よく働く子ども

≪研究主題≫

　考えを共有し、学びを実感する児童の育成
　～伝え合い学び合う算数会議を取り入れた
　　　　　　　　　　　　　授業づくりを通して～

≪主な沿革≫

明治６年　　　五大堂小学校設置
明治２５年　　　八重畑・五大堂・滝田の各尋常小

学校と改称
明治３１年　　　八重畑高等小学校設置
大正６年　　　八重畑尋常高等小学校設置
昭和１６年４月　八重畑国民学校と改称
昭和２２年４月　八重畑小学校と改称
昭和３１年　　　石鳥谷町内で初の学校給食完全給

食実施
昭和４４年　　　学校プール完成
昭和４９年　　　創立１００周年記念式典
昭和５８年　　　新校舎完成
平成１５年　　　創立１３０周年記念式典
平成１８年１月　市町合併により花巻市立八重畑小

学校と改称
平成２２年４月　特別支援学級を設置

≪教育目標≫

・よく考える子ども
・思いやりのある子ども
・やりぬく子ども
・じょうぶな子ども

≪研究主題≫

　自分の思いや考えを持ち、進んで表現する児童
の育成

　～書く活動を中心とした
　　　　　　　　　　言語活動の充実を通して～

校　　長　佐々木　力　也
郵便番号　０２８－３１６３
住　　所　花巻市石鳥谷町八幡１－１２５－１
電　　話　０１９８－４５－３３０９
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４５－３３０９

校　　長　佐　藤　紹　栄
郵便番号　０２８－３１３１
住　　所　花巻市石鳥谷町猪鼻７－３８－１
電　　話　０１９８－４７－２１１４
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４７－２１１４



―  ３８  ―

東 和 小 学 校　　　

≪主な沿革≫

平成２３年４月　土沢小、成島小、浮田小、谷内小、

田瀬小、小山田小の６校を統合し、

開校

平成２４年４月　落成式典

≪教育目標≫

校是　共に築く　新たな歴史

目標　かしこい子　心豊かな子　たくましい子

・よく考え　進んで学習する子ども

・明るく　思いやりのある子ども

・元気よく　身体をきたえる子ども

≪研究主題≫

「生きてはたらく確かな学力の育成」

　―互いの思いを伝え合う言語活動のありかた―

校　　長　大　森　正　志
郵便番号　０２８－０１１５
住　　所　花巻市東和町安俵１１区１２－１
電　　話　０１９８－２９－４３３４
Ｆ Ａ Ｘ　０１９８－４２－４７８８


