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Episode１
回公開された卒業式で
年

の答辞や送辞。残って

いた一番 古いものは明 治

その時、資料を前に山﨑校
字といい、驚くほど高いレベル

どれも文章といい、書かれた文

のよく晴れた日、開成
の皆さんと学校の歴史を共有

方に見てもらい、児 童や地域

っている。この資 料 を 多 くの
岳の頂上で私達の郷土足柄平

①箱根方面の遠足の時明神ヶ

の一部分をご紹介します。

酒田村と吉田島村が合併し開成町
となる
開成町立開成小学校となる
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のある名前に目が留まりまし
た 。「 井 上 喜一郎 先 生！ 」そ
れは、山﨑校長が小学生の時
の校長先生の名 前でした。そ
の答辞は、井上先生が卒業す
る時、卒 業生を代表して述べ

長 は思いました。「この歴 史
で、当時の子どもたちの勉強の

（１８９９年）のものでした。

を作った人たちは、どこか遠
努力がしのばれます。

たものでした。

い歴史の中の人たちではなく、
その中の、昭和

年の答辞

みんな私たちとどこかで繋が

小学校の山﨑校長は、
野を始め仙石原箱根を眼下に

Episode０

●問 企画政策課 ☎

歴史を繋ぐ
開成町の町名の由来にもな
っている「開成小学校」。
そ の 歴 史 は 古 く 、前 身 で
ある「 益習 館 」は、明 治６ 年
（１８７３ 年）５ 月に開校し、
したい！」
見下ろし遠く霊峰富士を望ん

「歴代の校長が大切に引き継
早速、山﨑校長は資料を年
だ時の愉快さ又上郡体育大会

年５ 月 に 創 立 １ ４５
いできた古い文 書、お天気が
代ごとに整理し、年表づくり

平成
良いから虫 干ししよう 。」と

周 年 を迎 えます 。
めまぐるしく変わる時代の
に男性も女性も不幸にして優
勝し得ざりしも各選手の血の

に取り掛かりました。出来上
がってみると、年 表は職員 室
出るような奮戦によりかなり

思い、校 長 室のキャビネット
の廊下の先 まで、長さにして
の成績を収めることができた。

中でも、子どもたちに立派な
何気なく手に取った過去の
なんと ｍ にもなりました。

を開けました。

域の願いや子どもたちの学び
答辞を眺めていると、見 覚 え

教育を受けさせたいという地
たいという 想い、母 校への誇
「この ｍ には、開 成 小 学
まるで自分がその場にいる

②この学校の昭和

1955年

嶋田 健雄

校歌を制定

年の答辞全文

２

1952年

▶昭和
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横浜市から児童500名が集団疎開
終戦まで軍隊駐在
校名を学校組合立開成小学と改称
文命中学校開校
日本国憲法施行
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1944年
1945年
1947年

りや愛着は、連綿と受け継が
校に対する地域の皆さんの想

繋 ぎ、さらに、今 を生きる私
生として私達は巣立って参り

ような気持ちになりますね！

たちの学校生活もまた未来へ
ます。そしてこの開成の名を

満州事変

れ、現 在 、そして未 来へと繋
いが 詰 まっていま す 。この年

繋がっていると感じるきっか
汚さぬように努めます。皆様

表が、先人たちの想いを今に

けになれば嬉 しいです 。」山
もどうか私達の卒業した後も

年度卒業

﨑校長は、年表を前に未来を
私達の分までもお励みになり

1931年

がっていきます。

10

みつめていました。
まして栄あるこの学校の名を
一層 高められることにおつく
しください。
子どもたちの「開成」という
校名への愛着が強く感じられ
ました。
いつの時代も、子どもたちに
とって遠足や体育大会の思い
出は、記憶に残るものですね。
「子どもらしさ」を感じました。
また、母校への誇りや校名へ
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今回の特集では、まちづく

▲井上先生の答辞を読む山﨑校長

①
校名を開成国民学校と改称
太平洋戦争

1938年

石崎 雅美
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の想いに触れ、町の名前にもな

1928年

り情報特派員が開成小学校に

岡野村、金井島村、延沢村、円通寺村、
中之名村、
宮台村、
牛島村が合併して
酒田村が誕生する
大日本帝国憲法発布
教育勅語発布
尋常開成小学校となる
尋常高等開成小学校となる
日清戦争

った「開成」への当時の地域の

校名を開成尋常高等小学校と改称
関東大震災

保管されていた貴重な資料か

1889年

人々の愛着も感じました。

1923年

ら読み解いた、歴史からのメ

校地を延沢村1643番地に移設し、
校名を開成学校と改称
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1933年
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1882年

地域の方が来校し、
年表を見ながら当時の
ことを教えてくれます

新校舎完成（現在の学校の場所）

ッセージをお届けします。
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1877年
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84

金井島村香徳院に移設し、金井学校
とした

1893年
明治26年

酒田村・吉田島村学校組合立開成尋
常高等小学校となる
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昭和18年
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5年生が道徳の
授業で学校の
歴史を勉強しました

延沢村西福寺に益習館開校

1883年
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年表は廊下の先まで
続いています
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