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各務小学校 沿革史

和暦 月 で き ご と

明治 ６年 ３月 各務、須衛、野村（現在の三柿野）の３村を校下として創立し、『三省義学

校』といい、慈眼寺を仮校舎とした。

明治１０年 ３月 須衛を分離して各務学校と改称する。須衛は須衛学校と称し、旧郷倉を修

理して校舎にあてる。

明治１４年 各務尋常小学校と改称。

明治１９年 教育令改正により、本校は尋常科、須衛は簡易科となる。

明治２４年 １０月 濃尾大震災のため本校は全壊し、須衛小学校は半壊する。このため、一時

休校。

明治３０年 ７月 各務村、須衛村合併。学校も一村一校となるため、須衛小学校を分教場と

する。

明治３１年 １２月 須衛分教場を廃し、本校に合併する。校舎は増築することとなる。

明治３５年 ２月 西校舎完成する。

明治３５年 ５月 運動場拡張工事完成。

明治３９年 ５月 本校付設農業補習学校が認可される。

明治４２年 ４月 義務教育実施に伴い年限延長の結果、教室不足となり、南校舎を増築する。

明治４３年 ４月 高等科（修行年限２年）を併置する。各務尋常高等小学校と称す。

明治４４年 ６月 台風のため南校舎倒壊する。このため一部学年を村国神社境内演劇場に移

し、授業をする。

大正 ３年 １２月 倒壊していた南校舎を増築落成。

大正 ８年 １０月 北校舎を新築落城。

大正１０年 ９月 付設農業補習学校を各務村農業補習学校と改称する。

昭和 ３年 １２月 校地拡張。北校舎２教室を増築する。

昭和 ８年 １１月 西校舎（二階建）新築落成。

昭和１０年 ６月 各務村農業補習学校及び各務村青年訓練所を廃止し、各務村青年学校を設置

する。

昭和１６年 ４月 国民学校令施行により、各務国民学校と改称する。

昭和２２年 ３月 学校教育法（法律第 26号）施行により各務村立各務小学校と改称する。同
時に各務村立各務中学校発足。

昭和２２年 ４月 各務小学校育友会発足。

昭和２３年 ９月 南校舎３教室を改造して公民館とする。２教室は中学校へ移転。

昭和２４年 ９月 公民館のえん板を張り、講堂兼雨天体操場とする。

昭和３０年 ４月 町村合併により、鵜沼町立各務小学校となる。

昭和３２年 １月 国旗掲揚塔竣工

昭和３４年 ９月 伊勢湾台風により、講堂および自転車置場倒壊。

昭和３４年 １１月 学校給食開始。

昭和３６年 ３月 講堂竣工。落成式を挙行する。

昭和３７年 ６月 講堂と本館渡り廊下兼自転車置場竣工。

昭和３８年 ４月 市制施行のため、各務原市立各務小学校と改称する。

昭和３９年 ７月 プール竣工。（２５メートル ６コース）

昭和４２年 １２月 校歌制定

昭和４５年 ２月 鉄筋校舎改築第１期工事完成

昭和４６年 ３月 鉄筋校舎改築第２期工事完成

昭和４８年 ３月 校舎改築第３期工事完成

昭和４８年 １０月 学校の宿日直廃止

昭和４９年 ３月 校舎改築第４期工事完成 創立１００年 校舎落成記念行事
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昭和５４年 ２月 二宮尊徳像を玄関前に移転

昭和５４年 ２月 講堂竣工

昭和５７年 ８月 体育館取り壊し

昭和５８年 ３月 第６期工事完成 視聴覚室、理科室、普通教室２教室完成

昭和５９年 ９月 運動会当日に創立１１１周年記念式典を挙行。

昭和６０年 ８月 プール完成。プール開きの式典を行う。

昭和６１年 １０月 『木の集いの部屋』 『なかよしハウス』完成。

平成 元年 ８月 ＰＴＡによりタイヤ山工事を行う。

平成 元年 ８月 各務小学校スポーツ少年団野球部 全国制覇

平成 ３年 ２月 『やすらぎの庭』完成

平成 ３年 ４月 特殊教育基本学級設置

平成 ３年 １１月 学校夢おこし事業 各務小祭り

平成 ３年 １２月 総合初等教育研究所主催『第８回 道徳と特別活動』団体の部研究賞 最

優秀賞・文部大臣賞受賞。

平成 ４年 ９月 学校週５日制による第１回休業日実施される。

平成 ５年 ３月 うさぎ小屋完成

平成 ５年 ５月 １２０周年記念事業 『航空写真』撮影

平成 ５年 ６月 １２０周年記念事業 『記念音楽会』開催

平成 ５年 １１月 １２０周年記念事業 『記念講演会』開催 『記念誌』発行

平成 ６年 ４月 学童保育室を設置

平成 ７年 ７月 「鯉みこし」「夏まつり」参加に対して、県教育長より励ましの手紙をいた

だく。

平成 ８年 ２月 PTAによる校庭樹木の植樹（プール東、校舎南、なかよしハウス北）
平成 ８年 ３月 運動場西側にバスケットゴール設置（卒業記念）

平成 ９年 ８月 旧館校舎全ての児童トイレ、職員トイレの改修工事完了

平成１０年 １１月 ごみストックハウス設置完了。焼却炉使用停止。

平成１１年 ８月 市の総合防災訓練（鵜沼中校区）の会場校となる。全校登校日とし参加。

平成１２年 ６月 視聴覚室のパソコンのラン工事

平成１３年 ４月 平成１２年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成１４年 ４月 平成１３年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成１５年 ５月 平成１４年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成１５年 １１月 第２７回「手のひら文庫賞」読書感想文全国コンクール努力校受賞。

平成１６年 ２月 創立１３０周年記念航空写真撮影

平成１７年 ６月 普通教室１１学級に２台ずつ扇風機取り付け

平成１７年 ９月 田口福寿会より田口文庫として教育図書寄贈を受ける。

平成１８年 ４月 基本学級に情緒学級を新設

平成１９年 １０月 「村国座」平成の大修理。

平成２０年 ４月 平成１９年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成２１年 ４月 平成２０年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成２２年 ４月 東校舎耐震工事始まる。（夏休み中に大規模工事） ９月末に完了。

平成２３年 ６月 平成２２年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成２４年 ４月 体育館の解体工事始まる。

平成２４年 ５月 体育館工事の関係で、春に運動会実施

平成２４年 ７月 平成２３年度交通事故ゼロ記録の表彰を受ける。

平成２５年 ３月 体育館竣工式。卒業式を新体育館で挙行。

平成２６年 ８月 自転車大会県大会優勝

平成２７年 ９月 全学級に電子黒板設置
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