
 

山手小学校の沿革 

昭和 54年 ４月 

       

  ４月 

  ４月 

  ５月 

  ６月 

 １０月 

 １１月 

 １２月 

昭和 55年 １月 

        １月 

        ２月 

        ３月 

        ４月 

       １０月 

昭和 56年 ３月 

        ４月 

        ５月 

昭和 57年 ３月 

        ４月 

        ４月 

昭和 58年 ３月 

        ４月 

        ４月 

昭和 59年 ３月 

        ４月 

        ４月 

昭和 60年 ３月 

        ４月 

昭和 61年 ３月 

        ４月 

昭和 62年 ３月 

        ４月 

       １０月 

       １０月 

昭和 63年 ３月 

        ４月 

        ４月 

        ７月 

       １１月 

平成元年  ３月 

        ４月 

       １０月 

平成 2年  ３月 

        ４月 

       １０月 

平成 3年  ３月 

        ４月 

・市街地区の人口増加に伴い、高静小学校より分離独立し、山手小学校として開校

する。 

・初代校長  佐藤 利彦 氏  就任 

・開校式並びに入学式を文化センターにて挙行 

・山手小学校父母と教師の会設立 

・第１回 運動会を高静小学校のグランドにて開催。 

・校章を制定。 

・校舎完成。 

・体育館完成。 

・校歌を制定 

・校旗を制定 

・校舎落成式、祝賀会 

・第１回 卒業証書授与式（卒業生８８名） 

・昭和５５年度 始業式、入学式（１９学級・６９７名） 

・第１回 マラソン大会 

・第２回 卒業証書授与式（卒業生９５名） 

・昭和５６年度 始業式、入学式（１９学級・７３２名） 

・屋上に「愛の鐘」を設置 

・第３回 卒業証書授与式（卒業生１００名） 

・昭和５７年度 始業式、入学式（２０学級・７５７名） 

・特殊学級「かしわ」開設 

・第４回 卒業証書授与式（卒業生１１３名） 

・第２代校長 高畑 晴美 氏 就任 

・昭和５８年度 始業式、入学式（２０学級・７２６名） 

・第５回 卒業証書授与式（卒業生１２４名） 

・第３代校長 長坂 智 氏 就任 

・昭和５９年度 始業式、入学式（２０学級・７１９名） 

・第６回 卒業証書授与式（卒業生１２４名） 

・昭和６０年度 始業式、入学式（２０学級・６６５名） 

・第７回 卒業証書授与式（卒業生１４１名） 

・昭和６１年度 始業式、入学式（１８学級・６３２名） 

・第８回 卒業証書授与式（卒業生１０７名） 

・昭和６２年度 始業式、入学式（１７学級・６０１名） 

・日高教育研究連絡協議会２０周年研究大会として授業公開 

・全日本特殊教育研究連盟北海道地区研究集会日高大会として授業公開 

・第９回 卒業証書授与式（卒業生１１１名） 

・第４代校長  扇 孝 氏  就任 

・昭和６３年度 始業式、入学式（１７学級・５６１名） 

・開校１０周年記念協賛会発足 

・開校１０周年記念式典、祝賀会 

・第１０回 卒業証書授与式（卒業生８５名） 

・平成元年度 始業式、入学式（１７学級５４８名） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 最優秀賞受賞 

・第１１回 卒業証書授与式（卒業生１１３名） 

・平成２年度 始業式、入学式（１７学級５１７名） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 最優秀賞受賞 

・第１２回 卒業証書授与式（卒業生８０名） 

・平成３年度 始業式、入学式（１７学級４９１名） 



       １０月 

       １２月 

平成 4年  ３月 

        ４月 

       １２月 

平成 5年  ３月 

        ４月 

        ４月 

       １０月 

       １１月 

       １２月 

平成 6年  ３月 

        ４月 

       １２月 

平成 7年  ３月 

        ４月 

       １２月 

平成 8年  ３月 

        ４月 

        ４月 

        ８月 

       １１月 

       １２月 

平成 9年  ３月 

        ４月 

平成 10年 ３月 

        ４月 

 

 

 

平成 11年 ３月 

        ４月 

平成 12年 ２月 

        ３月 

        ４月 

平成 13年 ２月 

        ３月 

        ４月 

        ４月 

        ４月 

平成 14年 ３月 

        ４月 

        ４月 

平成 15年 ３月 

        ４月 

        ４月 

        ８月 

        ８月 

        ９月 

・静内町花壇コンクール 学校の部 最優秀賞受賞 

・全道花壇コンクール 優秀賞受賞 

・第１３回 卒業証書授与式（卒業生９１名） 

・平成４年度 始業式、入学式（１５学級４４３名） 

・全道花壇コンクール 優秀賞受賞 

・第１４回 卒業証書授与式（卒業生８９名） 

・第５代校長  大谷 富保 氏  就任 

・平成５年度 始業式、入学式（１４学級３９３名） 

・日高教育研究連絡協議会研究大会会場校として開催 

・日高管内視聴覚教育研究大会会場校として授業公開 

・全道花壇コンクール 奨励賞受賞 

・第１５回 卒業証書授与式（卒業生６９名） 

・平成６年度 始業式、入学式（１５学級３８７名） 

・全道花壇コンクール 奨励賞受賞 

・第１６回 卒業証書授与式（卒業生７５名） 

・平成７年度 始業式、入学式（１５学級３５７名） 

・全道花壇コンクール 奨励賞受賞 

・第１７回 卒業証書授与式（卒業生８２名） 

・第６代校長  五十嵐 敏明  氏  就任 

・平成８年度 始業式、入学式（１４学級３２６名） 

・食中毒により給食停止 

・児童会「ボランティア活動」実践表彰（静内町福祉教育推進協議会より） 

・全道花壇コンクール 奨励賞受賞 

・第１８回 卒業証書授与式（卒業生５４名） 

・平成９年度 始業式、入学式（１４学級３２０名） 

・第１９回 卒業証書授与式（卒業生５６名） 

・第７代校長 澤 尚憲 氏  就任 

・平成１０年度 始業式、入学式（１３学級２８５名） 

・２０周年記念運動会、学芸会 

・ＰＴＡベルマーク委員会  図書７１７冊寄贈 

・第２０回 卒業証書授与式（卒業生４１名） 

・平成１１年度 始業式、入学式（１３学級２８６名） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 努力賞受賞 

・第２１回 卒業証書授与式（卒業生４９名） 

・平成１２年度 始業式、入学式（１３学級２８５名） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 努力賞受賞 

・第２２回 卒業証書授与式（卒業生４４名） 

・第８代校長  池田 義人 氏  就任 

・平成１３年度 始業式、入学式（１２学級２９６名） 

・障害児学級「かしわ」閉級（該当児童卒業） 

・第２３回 卒業証書授与式（卒業生５３名） 

・平成１４年度 始業式、入学式（１１学級２６４名） 

・障害児学級「ねむの木」学級開設（知的障害・３年） 

・第２４回 卒業証書授与式（卒業生４０名） 

・第９代校長 帆保 圀雄 氏  就任 

・平成１５年度 始業式、入学式（１２学級２６６名） 

・台風１０号（日高管内被害甚大） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 優秀賞受賞 

・釧路沖地震発生（校舎に被害） 



 

平成 16年 ２月 

        ３月 

        ４月 

平成 17年 ３月 

        ４月 

        ５月 

        ９月 

平成 18年 ３月 

         ３月 

        ３月 

  ４月 

        ４月 

       １０月 

平成 19年 ３月 

        ４月 

平成 20年 ３月 

        ４月 

 

 

平成 21年 ３月  

        ４月 

平成 22年 ３月 

        ４月 

平成 23年 ３月 

        ４月 

        ４月 

平成 24年 ３月 

        ４月 

平成 25年 ３月 

          ４月

平成 26年 ３月    

４月 

４月 

平成 27年 ３月 

４月 

８月 

１１月 

平成 28年 ３月 

４月 

７月 

平成 29年 ３月 

４月 

４月 

１１月 

平成 30年 ３月 

         ４月 

平成 31年 ３月 

         ４月 

 

・障害児学級「ねむの木」肢体不自由学級に変更（旧知的障害） 

・第２５回 卒業証書授与式（卒業生４０名） 

・平成１６年度 始業式、入学式（１１学級２６７名） 

・第２６回 卒業証書授与式（卒業生３７名） 

・平成１７年度 始業式、入学式（１１学級２４１名） 

・障害児学級「ねむの木」閉級（該当児童転出） 

・静内町花壇コンクール 学校の部 努力賞受賞 

・静内町、三石町が合併。新ひだか町が誕生。 

・新ひだか町立山手小学校に名称を変更。 

・第２７回 卒業証書授与式（卒業生４１名） 

・平成１８年度 始業式、入学式（１０学級２２８名） 

・障害児学級「ねむの木」学級開設（情緒障害・３年） 

・日高地区ＰＴＡ連合会研究会(新ひだか大会) 

・第２８回 卒業証書授与式（卒業生５２名） 

・平成１９年度 始業式、入学式（９学級、２０８名） 

・第２９回 卒業証書授与式（卒業生３１名） 

・第 10代校長 中舘 吉達氏 就任 

・平成２０年度 始業式、入学式（９学級、２０７名、新入生３６名） 

・開校３０周年記念行事（運動会・学習発表会） 

・第３０回 卒業証書授与式（卒業生３９名） 

・平成２１年度 始業式、入学式（８学級、１８７名、新入生２６名） 

・第３１回 卒業証書授与式（卒業生４０名） 

・平成２２年度 始業式、入学式（８学級、１７６名、新入生３０名） 

・第３２回卒業証書授与式（卒業生２１名） 

・第１１代校長 安孫子 嘉一氏 就任 

・平成２３年度始業式、入学式（８学級、１８０名、新入生２８名） 

・第３３回卒業証書授与式（卒業生３０名） 

・平成２４年度始業式、入学式（８学級、１７１名、新入生２５名） 

・第３４回卒業証書授与式（卒業生３３名） 

・平成２５年度始業式、入学式（８学級、１５７名、新入生２７名） 

･第３５回卒業証書授与式（卒業生３２名） 

・第１２代校長 久住 勉氏 就任 

・平成２６年度始業式、入学式（８学級、１４２名、新入生２２名） 

・第３６回卒業証書授与式（卒業生２３名） 

・平成２７年度始業式、入学式（７学級、１３５名、新入生１９名） 

・体育館器具庫屋根補修工事(第１期) 

・玄関階段滑り止め工事 

・第３７回卒業証書授与式（卒業生２８名） 

・平成２８年度始業式、入学式（７学級、１２５名、新入生１９名） 

・体育館器具庫屋根補修工事(第 2期) 

・第３８回卒業証書授与式（卒業生２０名） 

・第１３代校長 五十嵐重信氏 就任 

・平成２９年度始業式、入学式（８学級、１２１名、新入生１５名） 

・体育館非常口階段補修工事 

・第３９回卒業証書授与式（卒業生２０名） 

・平成３０年度始業式、入学式（９学級、１１８名、新入生２２名） 

・第４０回卒業証書授与式（卒業生２７名） 

・平成３１年度始業式、入学式（８学級、１０７名、新入生１６名） 

 



令和２年３月 

４月 

 

令和３年３月 

４月 

       

・第４１回卒業証書授与式（卒業生２４名） 

・令和２年度始業式、入学式（８学級、１０１名、新入生１２名） 

・第１４代校長 加我盛生氏 就任 

・第４１回卒業証書授与式（卒業生１６名） 

・令和３年度始業式、入学式（９学級、９９名、新入生１８名） 

 

 

 


