平成二十五年度
八上小学校・幼稚園

新たなる出発

八上小学校の歩んだ道
当時尋常科第４学年まで４学級、児
童総数212人でした。
明治 年には、義務年限の延長に
より第5学年、同 年には第6学年
となり、次第に校舎は狭くなり、
月から４教室の増築工事を始め、翌
年６月に竣工しました。明治 年
４月、更に修業年限２か年の高等小
学校を併置して、八上尋常高等小学
校となりました。（左図第三図）
そして、昭和 年4月1日、校名
を八上国民学校と変え、戦後昭和
年4月１日、八上村立八上小学校が
生まれました。

「八上散策マップ」除幕式

4月 日（金）、「八上散策マッ
プ」の除幕式を、八上小学校の児童
会代表により行いました。
高い空から、八上校区の地形、集
落、道、川や史跡八上城跡等を眺め
ている絵地図の看板を作りました。

サークル紹介

校区の皆様が、この散策マップを
見ながら、過ぎし日の想い出や鳥に
なって、校区をゆったりと高く、低
く飛びながら眺め、そして明日の八
上を語っていただくなど、楽しい時
間、楽しい気持ちになってもらえた
らと願っています。
また、八上を訪れる人々に、この
素晴らしい景観、風土、歴史・文化
の郷を、ＰＲできればと考えます。

■八上校区まちづくり協議会看板

イベント情報

7月以降予定されているイベント
についてお知らせします。

◎7月 日（月）
:～
:
第1回八上城ふるさとガ イド養成
（於）高城会館
講座
主催…八上校区まちづくり協議会
◎7月 日（日）8 :～
三世代交流グランドゴルフ大会
（於）八上小学校グランド
主催…八上校区まちづくり協議会
◎8月2日（金）
:～
ふるさと一番会議（於）高城会館
主催…篠山市
◎8月3日（土）
:～
第8回八上校区ふれあい夏祭り
（於）八上小学校グランド
主催…八上校区まちづくり協議会
◎9月 日（月）午後
八上校区敬老会
（於）八上小学校講堂
主催…篠山市・八上校区まちづく
り協議会

小多田一区ふれあい夏祭り

自治会長 塚本 幸隆

後

記

小多田一区自治会では、7月 日
（土）（雨天の場合は翌日）午後4
時から9時まで小多田天満神社境内
において開催します。
ありがたいことに自治会の皆さん
のご理解ご協力を頂き、今年で 回
目を迎えます。世代を超えて集い、
親睦を深めることができる交流の場
として飲んで、食べて歓談をしなが
ら楽しく過ごしていただきます。
校区の皆さんも一度のぞいてみて
ください。お待ちしております。

集

（ yakami-machikyo@gaia.eonet.ne.jp
）
ホームページ（ＵＲＬ）
（ http://www.yakami-takashiro.jp
）
八上校区まちづくり協議会
〒六六九‐二四三七
篠山市糯ヶ坪甲八十三番地一

八上小学校創立140周年を迎え、
校区の皆様の小学校にまつわる思い
出の写真等がありましたら広報誌で
紹介させて頂きます。その他ご意
見・ご提案もお寄せください。
（編集担当 梶
: 村文敏）
電話０８０‐４４９３‐５１３９
メールアドレス
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まち協の事務所は、活動の拠点で
あると共に、皆様のふれあいの場と
して活用を図っています。その存在
と所在を知っていただくため、案内
看板を建てました。
二枚の看板は、「篠山市定住促進
に係る地域づくり交付金」を受け、
設置しました。
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―創立140周年記念、
明治の八上小―
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～八上小学校創立
140周年記念行事～
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新赴任教職員紹介
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八上小学校同窓会
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高城会館玄関
右側に設置

八上小学校校長 森田 恭弘
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１ 目的
平成 年春、八上小学校は140
八上小学校創立140周年を地域 周年を迎えました。八上小学校同窓
・保護者・学校をあげて祝い、八 会として、学校にある書類、写真の
上への郷土愛や八上小学校への愛 中から、4回に分けて歴史や出来事
校心を育み、八上地区の活性化を を書こうと思います。
第1回は、明治時代の校史を『沿
図る。
革史』より抜書きをしてみます。
２ テーマ
明治5年8月3日「学制」の公布
「創立140周年 新たなる出発
があり、明治6（1873）年3月、
～歴史を知り、未来を創る～」
古市小学校、4月 日、城南小学校
３ 行事予定
と篠山小学校、日は不明ですが、同
8月3日（土）
じ４月に八上小学校が創立されまし
創立140周年記念 八上校区
た
。
ふれあい夏祭り
旧篠山においては、二階町に知新
館と称する学校を起こし、この学校
8月 日（土）
を幹校として、各村落にあるものを
ふるさと資料館の整備
支校として、八上には八上内、糯ケ
（八上ＰＴＡ環境美化作業）
坪、小多田に置きました。
9月 日（土）
「学制」では、学校の建設、維持
創立140周年記念 運動会
費、先生の給料などすべてが当時の
八上村 か村の負担でした。
9月 日（木）
明治７年６月、学校の名前は、所
創立140周年記念航空写真撮影
在地名を校名とすることに改め、内
（雨天の場合９月 日）
村学校、糯ケ坪学校、小多田日新小
月中（予定）
学
校とされました。
「ようこそ先輩」
明治 年2月、小学校設置区画の
※八上小学校出身で全国的に活躍 変更があり、糯ケ坪小学校には中等
されている先輩から話を聞いた 科・初等科を置き、内村学校、日新
小学校は初等科のみとなりました。
り、授業をしていただく。
高等科で学ぶ生徒は、篠山小学校に
月 日（土）
通学することになりました。
創立140周年記念学習発表会
明治 年学制改革があり、篠山に
午後記念式典
篠山尋常小学校及び笹山簡易小学校
ご協力よろしくお願いいたします。 を置き、糯ケ坪に糯ケ坪簡易小学校
を設け、校区の児童はここに通うこ
ととなりました。当時の校舎は、糯
ケ坪稲荷神社境内にあり、 ・5坪
の村集会場を借りていました。
明治 年８月、学区（校区）を旧
町村の区域に改正したため、簡易小
学校を廃して八上村八上尋常小学校
と改め、篠山尋常小学校に通学して
いた児童を移して 日に開校しまし
た。
明治 年 月、学校用地を買収し、
同 年１月校舎増築工事にかかり、
同年3月落成。新校舎に移りました。

八上散策マップ

八上校区まちづくり協議会看板と八上小学校
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八上尋常高等小学校実測図
左端の橋は、現在の小学校玄関前田松川にかかる旧橋（大正時代に撮影）
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今年度から八上の地でお
世話になっています。地域
の皆様に支え、見守ってい
ただきながら、体も心もた
くましい八上っ子を育てて
いきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
４年生の担任をしており
ます。明るく元気でパワー
いっぱいの子どもたちと、
全力で駆け抜ける毎日にし
たいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

近成
優子 先生
西垣
井上亜貴子 先生
樹里 先生
宮田
山下久美子 先生

養護教諭としてお世話に
なっています。保健室から
笑顔と元気を届けられるよ
う、頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いいたし
ます。
今年度から八上幼稚園、
年少にじ組を担任しており
ます。元気で明るい八上っ
子たちと一緒に、笑顔で過
ごせる毎日を送りたいと思
っています。よろしくお願
いいたします。
４月から八上幼稚園でお
世話になっております。元
気な子どもたちに負けない
ように、笑顔いっぱい、元
気いっぱいで頑張りたいと
思います。どうぞよろしく
お願いします。

真介 教頭先生

本年度、八上小学校・幼稚園に赴
任された先生方を紹介します。
八上校区の皆様にお顔を覚えてい
ただき、また声をかけてくだされば
幸いです。

八上校区まちづくり協議会広報誌（２）
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