
沿 革 の 概 要 

 

明治２５． ４    尋常南秦野小学校創立 

    授業開始 今泉 小林弥五衛門氏宅を借家校舎に代用 

明治２６．      校舎新築 今泉 小林弥右衛門氏所有地を購入 

           校  舎 １５０坪新築 高等科併置 

明治３９．      運動会開催 

大正 １．      実業補修学校を付設（男子部） 

大正 ５．         同    女子部を兼設 

大正 ８．      校章制定 

大正１２．     南秦野尋常高等小学校と改称  

大正１２．     奉安殿建設 御真影遷座式挙行 

大正１２．     校旗制定 

大正１２．     大震災のため校舎全部半潰 臨時休業 

大正１２．     暴風のため校舎５０坪全潰                  

大正１２．     校舎７３７坪を拡張 第１号校舎移転 

大正１２．     校舎５０坪を新築 

大正１４．      門柱 新築（鉄筋コンクリート） 

大正１５．      ２階建て校舎 ３６６坪新築落成 

昭和 ４．      校舎西側に校舎５５坪並便所１０坪及家事室１６坪新築 

昭和 ５．     貯水池７坪５合（３間～２間３尺）新築  

昭和１０．     国旗掲揚枠（鉄筋コンクリート）建設  

昭和１６．      神奈川県中郡南秦野国民学校と改称         

昭和２２．      神奈川県中郡南秦野町立秦野小学校と改称 

昭和２２．     南秦野町立南中学校独立（小学校と校舎の１部使用） 

昭和２３．      南秦野小学校ＰＴＡ発足 

昭和２４．      学校給食調理室完成（家事室を模様替え） 

昭和２７．      創立６０周年記念式挙行 

昭和２９．     給食調理室付属配膳室７坪半増築 

昭和３０．      町村合併により秦野市立南小学校と改称 

昭和３１．     ブロック建６教室増築完成 

昭和３４．     放送施設 テレビ設置 

昭和３６．      創立７０周年記念式挙行 校歌制定 

昭和３８．      給食調理室竣工式 

昭和３９．      健康教育発表会（県教委指定） 

昭和４０．      県教委表彰「神奈川県準健康優良校」 

昭和４１．      国語研究（県教委指定・市教委指定） 

昭和４３．      善意の池竣工 学校プール完成 

昭和４５．      理科研究県指定 

昭和４６．      運動場拡張（西側）  



昭和４６．     校庭の桜の木「秦野市重要文化財に指定」 

昭和４７．      創立８０周年記念式挙行 

昭和４９．      理科研究発表（県教委指定） 

昭和５０．      ４階建鉄筋校舎（西側）完成   

昭和５１． ３   コンクリート囲い花壇６ヶ所完成（校舎西側）  

昭和５２． ３    岩石園２０４㎡（８．５×２４）完成 

昭和５４． ３    ４階建鉄筋校舎（東側）完成  

昭和５５． ２   理科研究発表会（自主） 

昭和５５． ６   西側木造校舎１階建 解体  

昭和５５． ６   校舎南側鉄筋飼育小屋二棟建設 

昭和５６． ４    屋内運動場竣工 

昭和５６． ５   学園緑化指定校  

昭和５７． １    県教委表彰「学校給食優良校」 

昭和５７．１１   県教委表彰「交通安全優良校」  

昭和５８． ６    人権教育研究発表会（市教委指定） 

昭和５８．１０   県表彰「優良子ども銀行」 

昭和５９．１２    校庭の桜「かながわ名木１００選」に指定  

昭和６１．１０    体育科研究発表会（県小体研推薦） 

昭和６３． ４   県・市より福祉教育研究校の指定 

昭和６３．１１   体育科研究実践報告会 

平成 元． ２．１  福祉教育研究実践報告 

平成 元． ２   校庭にスプリンクラー設置 

平成 元． ３    全日本交通安全協会より表彰 

平成 ３．１１   第２８回毎日新聞社「全国花いっぱい運動コンクール」優良賞   

平成 ３．１１   校舎外壁塗装工事完成 

平成 ４．１０   創立１００周年記念式典挙行（記念像「未来の手」建立） 

平成 ４．１１   第２９回毎日新聞社「全国花いっぱいコンクール」特別優秀賞 

平成 ５． ２   理科研究報告会（市教委教育研究実験学校） 

平成 ５． ３   神奈川県立教育センター研究協力校報告会 

平成 ５． ７   ソメイヨシノ支柱設置工事 

平成 ５．１０   平成５年度学校調査について文部大臣より表彰 

平成 ５．１２   第３０回毎日新聞社「全国花いっぱいコンクール」地区審査最優秀賞受賞 

平成 ６． ５   心臓移植手術（清水目弥生さん）募金活動 

平成 ６． ８   プール一般開放開始 

平成 ６． ８   神奈川県野生生物保護実践発表会 優秀賞受賞 

平成 ６． ８   愛鳥活動撮影（神奈川テレビ） 

平成 ６． ９   運動場整備工事完成 

平成 ６．１１   浄水管理センターＦＬ魅力アップ仮設囲いコンテスト金賞受賞 

平成 ６．１１   第３１回毎日新聞社「全国花いっぱいコンクール」県・最優秀賞受賞、                                       

国・法務大臣賞受賞 



平成 ６．１２   障害者用トイレ完成    

平成 ７． ４   前田夕暮歌碑除幕式    

平成 ７． ７   グリーンマーク活動において通商産業省局長賞受賞 

平成 ７． ８   南小学校南門改修工事完了（百周年記念行事） 

平成 ７．１１   北側防球ネット設置 

平成 ７．１２   第３２回毎日新聞社「全国花いっぱいコンクール」地区審査最優秀賞受賞 

平成 ７．     防災備蓄庫整備工事完了 

平成 ８．１１．２８文部省小学校教育課程研究指定校・特別活動報告会 

平成 ９． ８．３１西校舎１Ｆ～４Ｆ耐震補強工事完了 

平成１０． ３   飼育舎改築工事完了 

平成１０． ８   プールトイレ・更衣室改修工事、公共下水道接続工事完了 

平成１１． ２   桜の木（２本）延命治療完了 

平成１１． ８   東校舎１Ｆ～２Ｆ耐震補強工事完了 

平成１１．１０．２３アルミ缶リサイクル協会より感謝状 

平成１２． ８   コンピュータ室設置 

平成１５． ３   西門設置 

平成１６． ７   扇風機を各教室に設置 

平成１８.  ４   小学校国語研究実験学校（市教委） 

平成１８.  ８    西側防球ネット設置 

平成１９． ８   校庭改修工事・校庭南側フェンス改修工事 

平成２０． １   プールサイド及びフェンス・校庭東側フェンス改修工事 

平成２０． １．３０小学校国語研究実験学校（市教委）研究発表会 

平成２０． ８   校庭南側防球ネット設置 

平成２１． ７   校庭桜の木柵改修（ＰＴＡお父さんｸﾗﾌﾞ） 

平成２２． ３   コンピュータ室パソコン２０台設置（計４０台） 

          職員用パソコン設置（全員配布） 

平成２３． ３． ２岩石園縮小移設工事 

平成２３． ４   岩石園更地工事 

平成２３． ４   プール塗装工事完了 

平成２４．１０   １２０周年記念行事（コンサート等） 

平成２４．１１   第３４回全国小・中学校ＰＴＡ広報誌コンクール小学校の部「日本

教育新聞社社長賞」受賞 

平成２５．９．２  二宮金次郎石像除幕式（臼井 昭二氏寄贈） 

平成２６． ５   校庭遊具改修、タイヤ遊具設置・ペンキ塗り（PTA作業） 

平成２７． ２   普通教室エアコン設置工事完了 

平成２７． ３   心を紡ぐコンサート、桜の記念植樹 

平成２８． ９   東校舎外壁塗装工事完了 


