本校は昭和２７年に、地域の期待を担って開校され、以来、多くの皆様
方に見守られ、支えられ、６０年の歴史を刻んで参りました。
これからも、保護者の皆様や地域の皆様と共に、「日に新しく伸びてい
く」日新の子どもたちのさらなる成長のために、職員一同、特色ある教育
活動の推進に力を注いで参ります。

札幌市立日新小学校長 荒川 巌

－－－日新小学校の歩み－－－
創立 昭和２７年 開校記念日１０月１４日
命名者 佐藤麟太郎

年号

月日

事

例

平成 26 年 03.06 ソニー論文学習会・北海道小学校理科研究会学習会 開催（講師：角屋重樹氏）
02.01 「ソニー子ども科学教育プログラム」奨励校受賞
04.01 第 21 代 荒川 巌 校長 発令
平成 25 年 2.9/10 初等教育研究会札幌市（算数）第 13 回研究会 開催
11.22 第 13 回教育実践発表会 開催
10.12 開校 60 周年記念式典・祝う会・記念公演会開催（講師：藤吉康志氏）
08.18 50 周年タイムカプセル開く
平成 24 年 04.02 日新小学校ミニ児童会館オープン
平成 24 年 03.14 教室改築工事完了・引き渡し
03.08 「小さな親切」運動実行章 受贈
02.06 第 34 回札幌市ＰＴＡ広報紙まつり 札幌市教育長賞最優秀賞受賞

平成 23 年 12.22 増築新校舎工事完了・引き渡し
04.01 特別支援学級（日だまり学級）開設
平成 22 年 12.3 校舎外壁塗装工事完了・引き渡し
6.21 グラウンド改修工事完了
4.1

第２０代 田中 秀典 校長発令

平成 21 年 11.13 北海道音楽教育連盟札幌市小学校支部 第 10 回研究大会開催
平成 20 年 09.09 第 12 回 教育実践発表会 開催
平成 18 年 05.01 法務省「人権の花」指定校（１年）
04.01 第１９代 吉田 和史 校長発令
平成 17 年 12.22 日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰受賞
11.02 第１１回 教育実践発表会 開催
09.02 合同避難訓練・円山防火フェスティバル開催
04.01 文部科学省人権教育指定校（２年）
平成 16 年 03.11 「小さな親切」実行賞受賞
02.02 JICA 研修員学校訪問（南西アフリカ諸国１６名）
01.16 ４階ランチルーム設置
平成 15 年 11.20 地域開放図書館開館
04.01 第１８代 本間 道子 校長発令
02.26 北海道教育実践校受賞
平成 14 年 11.01 開校５０周年記念式典挙行
09.13 第１０回 教育実践発表会（兼 札幌市学校研究委託発表会）開催
平成 13 年 04.01 第１７代 勝崎 久雄 校長発令

03.29 陶芸用電気焼窯設置
平成 12 年 09.08 コンピュータ室設置
平成 11 年 11.12 第３８回 『かんぽ作文コンクール』郵政大臣賞受賞
11.03 北海道教育研究助成論文特選受賞
09.17 第９回 教育実践発表会（兼第５４回北海道算数数学研究大会・札幌大会）開催
04.01 第１６代 大東 紘 校長発令
平成 10 年 10.17 第３７回 『かんぽ作文コンクール』学校賞受賞
07.08 第２６回 札幌地区社会科教育研究大会会場校
平成９年

08.29 サハリン北海道人会日本語研修生訪問
04.01 第１５代 伊藤 康弘 校長発令
02.28 平成８年度 教職経験者研究協議会会場校

平成８年

12.03 第８回 教育実践発表会開催
11.02 第１０回 中央区 PTA 連合会研修会開催
07.11 ポートランド市リッチモンド小学校から体験入学

平成６年

04.01 第１４代 中瀬 裕義 校長発令

平成５年

07.01 サハリン日本語研修生来校

平成４年

12.05 開校４０周年式典・祝賀会開催
10.22 第７回 実践研究発表会開催
10.21 石碑寄贈（小野隆弘・奥村泰全氏より）
07.16 プール完成
04.01 第１３代 安達 正敏 校長発令

平成３年

11.18 日本 PTA 会長賞受賞

平成２年

04.01 第１２代 中村 尚義 校長発令
02.21 「日新我楽多祭り」開始

平成元年

10.21 教育実践発表会開催
09.30 グラウンド・校舎周囲整備工事完了

昭和 63 年 12.20 増築校舎完成
昭和 62 年 04.01 第１１代 金内 和雄 校長発令
昭和 60 年 10.26 動物飼育舎完成
04.01 第１０代 奥寺 章 校長発令
昭和 58 年 10.27 ソニー理科振興計画優秀校に選定
09.16 理科教育実践発表会開催
昭和 57 年 10.07 教育目標記念碑前庭に建立
09.14 開校３０周年記念式典挙行
04.01 第９代 川岸 副宏 校長発令
昭和 56 年 02.28 新校舎落成を祝う会開催
昭和 55 年 04.01 第８代 小山田 碩 校長発令
01.17 体育館落成を祝う会開催
昭和 52 年 10.13 開校２５周年記念式典挙行
04.01 第７代 中畑 重義 校長発令
昭和 48 年 04.16 日新小学校スクールゾーン設置
昭和 47 年 10.14 開校２０周年記念式典挙行
10.05 開校２０周年記念研究大会開催
04.01 第６代 佐々木良雄校長発令

昭和 44 年 04.01 第５代 児玉利男校長発令
昭和 42 年 10.15 開校１５周年記念研究会開催
10.14 開校１５周年記念式典挙行
昭和 41 年 07.17 校舎増築工事完了
04.01 第４代 城本 晴時 校長発令
昭和 38 年 02.08 開校１０周年記念研究会開催
昭和 37 年 10.14 開校１０周年記念式典挙行
04.01 第３代 松田 武雄 校長発令
昭和 32 年 10.14 開校５周年記念式典挙行
02.19 研究会開催
昭和 30 年 04.01 第２代 山崎 弘 校長発令
昭和 29 年 03.18 第１回卒業式挙行
昭和 28 年 10.14 開校１周年記念式典挙行
10.11 開校１周年記念学芸会開催
09.20 開校１周年記念運動会開催
08.20 校歌制定
04.01 第１回入学式挙行
03.20 校旗制定
昭和 27 年 10.20 校章制定
10.14 開校式挙行
08.18 初代 松本 一夫 校長発令

