
学校の沿革 

 
 （１） 位置    横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目５１番地の１ 
                北緯３３度２８分１３秒０２１ 
                東経１３９度３４分１４秒９３０ 
                標高６５ｍ 
 
 （２） 面積    １２，２１８㎡ 
 
 （３） 開校    昭和４０年３月２５日    校地買収契約成立 
                昭和４１年９月  １日    横浜市立常盤台小学校上星川分校として開校 
                昭和４２年４月  １日    横浜市立上星川小学校として独立開校 
 
 （４） 学区  ○保土ヶ谷区 
                  上星川 一丁目  ８の３  １０の１～１０の７  １１～２１ 
             二丁目  ７～１７ １９～５３ 
                  東川島町  ２３～８９ 
                  西谷町    １２５９～１２５９の１０ 
                               １２５９の１７～１２５９の１９ 
                            １２７９の３～１２７９の７ 
                               １２８２～１３００ 
 
              ○神奈川区 
                  羽沢町  ２３５  ２３６ ２３８ ２４１～２４２  ２４８～２５３ 
                            ２５５～２８１ ２８３～３０１ ４２８～４３１ ４９１～４９４ 
                            ４９６～５８８  ６２８～６４２  ６５０～６５８ 
                  羽沢南一丁目 ２５  ２９～４６  ４７の９～４７の２９ ４８ 
                        二丁目   １の２１～１の２３ ２～３の２１ ４～８の１５ 

                １０の３７～７６ １１の１ 
                                   １１の８～１１の１１ １１の１６ １２から１７の１１ 
                                   １７の１３～１７の２４ １８の１～１８の５         

   １８の１２～１８の１７ １８の１９～１８の３６ 
                                    １９の１～４４ 
                          三丁目   四丁目 
                （このうち，   常盤台小学校との特別調整通学区域として扱う。） 
 
  （５） 校章   豊かな創造力（全体のデザイン）と力強い協力（星の重なり），そこに個性の輝き 
             （小さな二つの光）を放つ上星川小学校児童に栄光あれと願って作成された。        
                                                          
 
 
 

 



 （６）  学校沿革（概要） 
 
昭和４０年 ３月２５日  校地買収契約成立 
昭和４１年 ９月 １日  横浜市立常盤台小学校上星川分校として開校 
昭和４２年 ４月 １日  横浜市立上星川小学校として独立開校 初代校長 大塚信喜校長 
昭和４２年 ５月２０日  上星川小学校ＰＴＡ結成 
昭和４３年 ３月     校章制定   ７月 校旗制定 
昭和４４年 ８月１６日  講堂兼体育館及び６教室増築完成 
昭和４５年 ３月 ３日  校歌制定   ８月１０日 プール完成 
昭和４５年 ９月 １日  大塚校長元街小学校へ転任 津田仁校長着任（２代） 
昭和４６年 ７月１６日  増築工事完成 
昭和４８年 ３月３１日  津田校長川井小学校へ転任 
昭和４８年 ４月 1日   山中典夫校長着任（３代） 
昭和４８年１２月１５日  理科・音楽室他７教室新築 
昭和４９年 ７月２７日  体育館下を，図工・家庭科室に改築 
昭和５１年１１月 ５日  創立１０周年記念式典 
昭和５２年 ８月３１日  山中校長三ツ境小学校へ転任 
昭和５２年 ９月 １日  藤井冶三郎校長着任（４代） 
昭和５４年 ５月 ２日  給食室完成 女子更衣室・女子職員便所新築 
             図書室（普通教室２教室改造）完成 石油保管庫新築 
昭和５４年 ７月 ２日  校地整備（校庭・フェンス・敷石・正門・裏庭広場） 
昭和５４年 ８月３１日  藤井校長退任 
昭和５４年 ９月 １日  加藤秀雄校長着任（５代） 
昭和５６年 ２月２４日  校地裏側石垣工事   
昭和５６年 ９月 ４日  体育館床補修工事 
昭和５７年 ６月２３日  プール塗装工事 校庭造園工事 
昭和５７年 ８月３１日  旧校舎鉄サッシ・窓枠取り替え工事 
昭和５７年 ９月１５日  鉄棒改修工事 
昭和５７年１０月２６日  砂場改修工事 
昭和５８年 ３月３１日  校舎裏校地整備 
昭和５８年 ８月３１日  加藤校長元街小学校へ転任    
昭和５８年 ９月 １日  数野武久校長着任（６代） 
昭和５９年 ６月２３日  「和三郎星の子農園」（１，０００㎡）を保有 
昭和６０年 １月２５日  昭和５９年度神奈川県学校給食優良校として表彰される。 
昭和６０年 ２月２１日  横浜市教育委員会研究協力校として，保健安全教育（給食指導）に関わ

る研究発表会を行う。 
昭和６０年 ７月３０日  昭和６０年度横浜市学校給食優良校（指導）として表彰される。 
昭和６０年１０月２４日  校舎南面窓ガラスを強化ガラスに入れ替え（防球ネット撤去） 
昭和６１年 ３月 ７日  フェンス新設（花壇・東側土手・百葉箱）       
 
 
 
 
                     



昭和６１年１０月２３日  神奈川県警察本部から表彰される。        
             「交通安全意識の高揚と交通事故防止活動に尽力」 
             子ども自転車競技大会（全国大会出場） 
昭和６１年１１月２０日  特別教室等改修工事完了 
             放送室・印刷室・家庭科室・視聴覚室・図書室・屋上 
             教室，廊下のＰタイル張り替え 
昭和６１年１２月１０日  特殊学級教室改造工事完了 
昭和６２年 ２月１０日  体育館暗幕・緞帳取替え工事完了 
昭和６２年 ４月１３日  プール改造工事完了 
昭和６３年 ３月２４日  校地整備（校庭・体育小屋・飼育舎・百葉箱・花壇・正門・フェンス 
                  スプリンクラーの改修） 
昭和６３年 ８月３０日  体育館棟外壁塗装完了 
昭和６３年１１月 ４日  西側トイレ改修工事完了 
平成 元年 ３月３１日  数野校長退任 
平成 元年 ４月 １日  木下田鶴子校長着任（７代） 
平成 元年 ８月３１日  校舎外壁塗装工事完了 
平成 元年１１月１５日  用務員室改修工事完了 
平成 ２年 ２月２６日  防球ネット（正門横・裏門横）新設 
平成 ２年 ９月１４日  室内環境整備工事完了 
平成 ３年 ５月２７日  プール前造形砂場改修 
平成 ３年 ７月２７日  平成３年度横浜市学校給食優良校（給食管理）として表彰される。 
平成 ３年１２月１９日  一階管理棟室内環境整備工事完了（校長室・職員室・保健室） 
             東側トイレ・中央階段トイレ改修工事完了 
平成 ４年 １月２１日  第３２回交通全国国民運動中央大会で，交通安全優良学校として表彰さ

れる。「交通安全教育活動の推進と交通事故防止に尽力」 
平成 ５年 ３月１８日  理科室改修工事完了 
平成 ５年 ３月３１日  木下校長退任 
平成 ５年 ４月 １日  菊地博校長着任（８代） 
平成 ６年 ３月３１日  北裏倉庫改築工事完了 
平成 ６年１２月２０日  汚水直放化工事完了 
平成 ８年 ３月３１日  菊地校長中山第二小学校へ転任 
平成 ８年 ４月 １日  福島 紘校長着任（９代） 
平成 ８年１１月１６日  創立３０周年記念式典 
平成１０年 １月     体育館棟耐震補強工事・横浜市防災備蓄庫完成 
             全校ガラス飛散防止フィルム張り付け 
平成１１年 ３月３１日  福島校長中村小学校へ転任 
平成１１年 ４月 １日  卯城克美校長着任（１０代） 
平成１１年 ８月     校舎改良防球ネット設備工事 
平成１１年１１月     校舎剥落防止工事 
平成１２年 １月     ４．５．６年教室更衣室用間仕切りカーテン設備 
平成１２年 ２月     トイレ手洗い・昇降口スロープ改修工事 
平成１２年 ３月     駐車場仕切門移設工事      
 
                          



平成１２年１１月     フジテレビ「涙をふいて」のドラマ撮影 
平成１３年 ２月     音楽室床フローリング工事 
平成１３年 ２月     中央昇降口スロープの改修工事 
平成１３年 ３月     中央階段床張り替え         
平成１３年 ６月     「はまっ子ふれあいスクール」開設 
平成１３年 ８月     外壁モルタル剥落防止工事 
平成１３年１０月２３日  横浜市教育委員会研究協力校として国語科研究報告会を行う。 
             研究主題「心と言葉のキャッチボール」（６００名参加） 
平成１３年１２月     視聴覚室床フローリング工事 
平成１４年 ３月     東昇降口スロープ改修工事 
平成１４年 ３月３１日  卯城校長西が丘小学校へ転任 
平成１４年 ４月 １日  室谷 参校長着任（１１代） 
平成１５年  １月           プール改修工事               
平成１５年  １月           体育倉庫改築工事 
平成１５年  ２月           校門改修工事 
平成１５年  ６月           耐震補強工事開始  
平成１５年１１月           校内LANシステム工事（１Ｆ～４Ｆ） 
平成１５年１２月           新放送室・星の子ルーム完成  耐震補強工事終了  
平成１６年  ３月            防犯カメラ設置工事（赤門） 
平成１６年  ５月            センサーライト取り付け工事 
平成１６年  ８月            焼却炉撤去工事 
平成１６年１１月           雨漏り補修工事  
平成１７年  １月            掲示板照明工事 
平成１７年  ２月            防災備蓄庫裏非常口開設工事 
                               教室改造工事（図書室を２つの普通教室化・６年３組を教室と物置に） 
平成１７年  ３月            職員玄関電子錠取り付け工事 
平成１７年  ３月３１日     室谷校長並木第四小学校へ転任 
平成１７年  ４月  １日     中山  美則校長着任（１２代） 
平成１７年 ７月上旬   屋上全面防水加工工事（～９月完成）  
平成１７年 ７月下旬   図工室リニューアル工事（～１１月完成） 
平成１７年 ７月     給食調理員室 床張り替え 畳入れ替え 
平成１７年 ８月     全教室に扇風機２台設置 
平成１７年１０月       事務室再整備仮工事（暫定的に星の子ルーム１・２とする。本工事は 
                                 ２００６年夏）  
                               事務室を旧星の子ルームに仮移転 
平成１７年１０月     星の子ルーム２にエアコン設置（保土ヶ谷区地域振興課より） 
平成１７年１１月     防犯カメラ№２（赤門）、№３設置（西門）（～１２月完成） 
平成１７年１２月     家庭科室横に１Ｆ図書室２Ｆ視聴覚室兼音楽室本プレハブ建築工事着工 

及び体育館横変電室周辺アスファルト化工事完了（１月完成） 
それに伴う２倉庫変電室横に移動新築工事〔～１月末完成〕 

平成１７年１１月     防犯カメラ№２、№３設置（～１２月完成） 
平成１７年１２月     ４Ｆ視聴覚室兼音楽室の普通教室化改造工事（～３月完成） 
 
                   



平成１８年 １月～３月  ①給食室全面改造工事②西１Ｆ～４Ｆトイレ改造工事（教職員トイレ含

             む）③西１Ｆ～４Ｆ水飲み場工事（直結館工事）の打ち合わせ（本工事

             は２００６年７月～２００７年２月） 
平成１８年 ２月     ６年３組の音楽室復元工事（仮工事） 

本工事（音楽室リニューアル）は７月～８月予定 
平成１８年 ３月     東西両正門センサーライト取り付け工事 
平成１８年 ３月     新設本プレハブ２Ｆ、視聴覚室ＬＡＮ配備 
平成１８年  ７月             農園水道完成（セレモニー実施） 
                                給食室ドライシステム化工事開始、お弁当開始 
                                職員更衣室・トイレ工事開始 
                                校舎西側トイレ工事開始 
平成１８年１０月            職員更衣室・トイレ工事終了、使用開始 
                                校舎西側トイレ工事終了、使用開始 
                                学校歯科医  真木  律之氏  任命 
平成１８年１１月            星の子ルーム、リニューアル工事 
平成１８年１２月            保土ヶ谷区英語活動推進校として研究発表会を行う。 
平成１９年  １月            給食室ドライシステム化工事終了 
平成１９年  ２月            音楽室リニューアル工事 
平成１９年  ３月            給食再開 
                               星の子ルーム、普通教室化工事 
平成１９年 ７月     校舎外壁塗装 
平成２０年 ３月３１日  中山 美則 校長退任 
平成２０年 ４月 １日     北﨑 義典 校長着任（１３代） 
平成２０年 ４月     農園通路改修 
             正門電子鍵設置 
平成２０年 １月     西門電子鍵設置 
平成２１年 ４月     給食民間委託開始 葉隠勇進（株） 
平成２１年 ５月     赤門改修工事 
平成２１年 ７月     受水槽改修工事 
平成２２年 ２月     太陽光発電設備設置工事（４月完成）   
平成２２年 ２月     電波受信設備改修工事（地デジ工事） 
平成２２年 ２月     ５２型テレビ設置（普通教室） 
             電子黒板設置（視聴覚室） 
平成２２年 ４月     花いっぱいモデル事業推進校 
平成２３年 ３月３１日   北﨑 義典  校長退任 
平成２３年 ４月 １日  関 恭雄 校長着任（１４代） 
平成２３年 ７月     体育館改修工事（平成２４年２月完成） 
平成２４年 ３月     学校薬剤師  浅野 照様 退職（勤続３６年） 

平成２４年 ６月     プール外壁改修 

平成２４年７・８月    普通教室空調設備設置 

平成２６年 ４月     学校司書配置 

平成２７年 １月     農園倉庫買い替え設置 

平成２８年 ３月３１日  関 恭雄 校長退任 

 



平成２８年 ４月 １日  清見 克明 校長着任(１５代) 

平成２８年 ４月     ５０周年記念 しだれ桜植樹 

平成２８年 ５月２４日  創立５０周年記念ソング完成・披露 

平成２８年 ６月 ８日  創立５０周年記念運動会 

平成２８年１０月１４日  創立５０周年記念芸術鑑賞会・漆パネル寄贈式 

平成２８年１１月１２日  創立５０周年記念式典・祝賀会 

平成２８年１１月     特別教室空調設備設置 

平成２９年 ３月２日   ブルガリア共和国との交流授業（国際文化理解事業） 

平成２９年 ７月～９月  「はまっこふれあいスクール」のキッズ化に伴う改修工事 

平成３０年 １月～３月  プール改修工事 

平成３０年 ３月 １日  上星川小学校放課後キッズクラブ開設 

平成３０年 ６月     校庭の桜の木の伐採 

平成３０年 ７月～１０月 給水管直結下工事     

平成３１年 ３月     野鳥園のフェンス改修 

平成３１年１０月     星の子地域応援隊（地域学校協働活動）立ち上げ 

令和 元年 ５月２３日  星の子学校運営協議会発足 

令和 ２年 １月３１日  はまっ子トイレ工事完了 

令和 ２年 ３月     野鳥園の整備とフェンス改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


