９

赤見小学校の歴史
年

で

１８７ ３（ 明治

６）

千之学 校

１８７ ６（ 明治

９）

第３４ 番小 学

き

ご

と

出屋 敷裁 松寺 に創立 （柚 木颪 ・大 赤見 ・小赤 見 ・ 丹羽 ）
柚木 学校 （柚木 颪・ 大赤 見・ 小赤 見）

1 8 8 2（明治１５）

丹羽葉 栗郡 第３ ４学 区尋 常小学

1 8 8 5（明治１８）

丹羽葉 栗郡 第１ ６学 区尋 常小学

柚 木学 校

大赤見 学校 （柚 木颪 ・大 赤見・ 小赤 見 ・ 丹羽 ）
１８９ ２（ 明治 ２５）

丹羽郡 赤羽 村立 赤羽 尋常 小学校 （柚 木颪 ・大 赤見 ・小赤 見 ・ 丹羽 ）と
校名変 更

１９０ ７（ 明治 ４０）

丹羽郡 西成 第三 尋常 小学 校（大 赤見 ・北 小渕 ・柚 木颪・ 小赤 見） と
校名変 更

１９０ ９（ 明治 ４ ２）

大赤見 字地 下屋 敷（ 常福 寺東門 前） より 現在 地に 移転

１９４ ０（ 昭和 １５）

一宮市 に合 併

１９４ １（ 昭和 １６）

一宮市 赤見 国民 学校 と 校 名変更

１９４ ７（ 昭和 ２２）

一宮市 立赤 見小 学校 と校 名変更

１９５ ８（ 昭和 ３３）

校旗樹 立

１９６ ７（ 昭和 ４２）

全日本 よい 歯の 学校 表彰 受賞

１９６ ９（ 昭和 ４４）

校歌制 定

１９６ ９（ 昭和 ４４）

健康優 良校 準県 一と して 県教委 より 表彰

１９８ ４（ 昭和 ５９）

学校給 食優 良校 とし て県 教委よ り表 彰

１９９ ３（ 平成

口腔衛 生優 良校 とし て市 教委・ 一宮 市医 師会 から 表彰

５）

一宮 市赤 見尋常 小学 校と 校名 変更

西 大赤 見地 区、富 士小 学校 へ通 学区 域変更

２００ ２（ 平成 １４）

文部科 学省 より 人権 教育 推進学 校と して の指 定を 受ける

２００ ３（ 平成 １５）

人権教 育研 究発 表

２００ ５（ 平成 １７）

社会福 祉推 進校 委嘱 サ ッカー 選手 権３ 位 エコ スクー ル優 秀校 受賞

２００ ６（ 平成 １８）

大幸財 団教 育実 践助 成・ 中部電 力教 育振 興助 成の 指定を 受け る

２００ ７（ 平成 １９）

心を結 ぶ学 校づ くり 推進 事業 授 業名人 活用 推進 事業委 嘱
エコス クー ル優 秀校 受賞

２００ ８（ 平成 ２０）

学習チ ュー ター 活用 事業 委嘱

２０１ ０（ 平成 ２２）

一宮市 陸上 選手 権大 会

２０１ ２（ 平成 ２４）

学校運 営協 議会 の指 定を 受ける

エコ スク ール 優秀 校受賞

男子総 合 3 位

エコ ス クール 優秀 校受 賞

