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名称・位置

旭川市立啓明小学校
旭川市南２条通２２丁目１９７５－９８（〒０７８－８３３２）
標高１２０ｍ

北緯４３度４５分３５秒

東経４２度２２分５９秒

旭川市の中心より東方に位置し，南北には１条通り右から宮下通を経て南９条通（忠
別川）まで，東西には１７丁目から２６丁目に広がる「啓明地区（市民委員会）」と呼
ばれる地域を校下としている。旭川駅から約２ｋｍ，バスでおよそ１０分を要する。
市街地で，合同酒精，ホクト電子をはじめ，木材，家具，印刷などの各種工場や大小
の商店が散在している地域である。
また，旧宮前地区開発により合同庁舎，サイパル（青少年科学館），おぴったなどの
公的施設や民間施設が建設され「北彩都」計画が着々と進行中である。
大正橋から通じる幹線道路や国道３９号線から上川神社にわたる道路の拡張工事に伴
い交通量は増大してきている。また狭く，変則的な道路もあり，交通安全上非常に危険
な状態にあり，安全対策に留意しているところである。
２

本校開校の経過
大正末期から昭和初期にかけて，旭川市は逐年にわたり著しい発展を遂げた。更に開

発すべき地域として東地区が計画され，合同酒精，国鉄旭川工場，そして向背に農村地
帯があるため食品工場や木工場が建設された。その後，勤労者の移動等により家屋新築
及び官舎増築がなされ，子弟の増加を生んだ。当時，朝日小学校に通学していた

３

校名の由来
校名の「啓明」は「明けの明星」即ち金星の異名である。また，詩経「小雅大東」に

「東有啓明」とあるところから，学校の位置が開校当時旭川市の最東方にあり，明けの
明星が最初にこの学舎に輝き，希望にもえた一日が始まることを期待し，校名とした。
以来，「光は東方より，啓明よ教育の明星たれ」と，叱咤激励し多くの先達が輝かしい
歴史と伝統を培ってきた。
４

校章の由来
星は啓明すなわち清新明朗を意味する明けの明星である。周りに

希望、努力、栄誉等を表す月桂樹を，中央に啓明小学校の「啓」の字
を配した。正しく素直に育っていく児童の多幸な前途に希望と理想
を象徴したものである。
５

校旗
昭和５年５月５日校旗を制定。
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（昭和２９年１０月２３日制定）

啓明小学校校歌

清 水 重 道 詞
信 時
潔 曲

一 神 楽 が岡 の あさぼらけ
宮 居 の森 のさみどりを
こえてさやさや風 かおる
ああ 啓 明 に学 ぶ子 よ
歌 声 高 く呼 びかわし
行 こう 明 日 の光 はわれら

二 真 昼 の川 瀬 日 はうらら
あふれる智 慧 と健 康 と
讃 えほほえむ波 がしら
ああ 啓 明 に励 む子 よ
日 本 を背 負 う強 い子 よ
行 こう 明 日 の力 はわれら

三 沃 野 千 里 も 夕 げはい
まなびの窓 の灯 あかりが
胸 にほのぼのあたたかい
ああ 啓 明 に集 う子 よ
世 界 の友 と手 をつなぎ
行 こう 明 日 の望 みはわれら
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７

沿

革

昭和 ３年１２月 ７日
校舎落成
昭和 ４年 １月１２日
朝日小学校より４８４名の児童を引き継ぎ開校式
昭和 ５年 ５月 ５日
校旗制定
昭和 ７年 ７月 １日
第１期校舎増築 教室１２ 体育館完成
昭和１６年 ４月 １日
啓明国民学校と改称
昭和１９年 ５月 ６日
開校１５周年記念式挙行
昭和２２年 ４月 １日
旭川市立啓明小学校と改称
昭和２４年１０月１５日
開校２０周年記念式挙行
１２月１３日
第２期校舎増築 教室２
昭和２６年１２月 １日
第３期校舎増築 教室８
昭和２７年 ９月２９日
北海道健康優良学校として表彰
昭和２９年 ９月 １日
東町小学校新設により，児童７０名を移籍
１０月２３日
校歌制定 第４期校舎増築
昭和３０年１１月 ３日
旭川文化奨励賞受賞(音楽)
昭和３１年 ８月 ７日
全国音楽教育研究大会会場校
昭和３２年 ７月 １日
完全給食実施
昭和３３年１１月 ３日
ＮＨＫ全国唱歌ラジオコンク－ル 優勝
１１月１０日
第５期校舎増築 上水道による給水開始
昭和３４年１０月１１日
開校３０周年記念式・祝賀会挙行
１１月 ８日
旭川市教育委員会の顕彰状受賞
昭和３９年１２月２９日
冬季スケ－トリンク開設
昭和４０年 ４月 １日
特殊学級設置
昭和４３年 ９月３０日
青少年科学技術振興作品展学校賞受賞
昭和４４年１０月１０日
開校４０周年記念式・祝賀会挙行
昭和４６年 ４月１３日
創意工夫育成功労校として科学技術庁長官賞受賞
昭和４９年 １月２１日
緑が丘小学校新設により児童５９名移籍
１２月２３日
第１期改築工事完成 教室９
昭和５３年１２月 ７日
第２期改築工事完成 教室１６ 給食室・ボイラ－室・児童玄
昭和５４年 ８月１３日 関
９月２８日
屋内体育館完成
１２月 １日
全道算数教育研究大会会場校
昭和５５年 １月２０日
開校５０周年記念式・祝賀会挙行
昭和５７年 ７月１２日
校舎改築完成
昭和５８年 ８月２８日
学校プ－ル完成
１０月２６日
校地環境整備事業完成
庭園・遊具等
昭和５９年 ３月１７日
開校５５周年記念式挙行
啓明郷土資料室完成
昭和６０年１１月 ８日
卒業生10,000名突破
昭和６３年１０月２２日
自主公開研究会開催（算数科）
平成 ３年１１月 ２日
開校６０周年記念式・祝賀会挙行
シンボル像「希望」設置
平成 ４年１１月１５日
全日本小学校バンドフェスティバィル出場（観音寺市）
平成 ５年１１月 ５日
全日本小学校バンドフェスティバル出場 （福井市）
平成 ６年 １月２１日
全日本小学校バンドフェスティバル出場 （水戸市）
平成 ７年 ５月１７日
開校６５周年記念児童集会実施（記念植樹）
平成 ８年 ２月 ７日
啓明音頭完成
１１月 ９日
普通教室他天井改修工事
平成 ９年１１月２１日
全日本小学校バンドフェステバル出場 (府中市)
平成１０年 ９月１０日
教育実践発表会（自主公開研究会）開催
１０月３１日
ランチルーム，パソコン室改修工事
１１月２８日
開校70周年記念式典， 並びに祝賀会開催
平成１１年 ７月 ７日
第11回全日本ﾏｰﾁﾝグﾌｪｽﾃｨバﾙ小学校の部出場（千葉）
１０月 ３日
旭川市小学校体育大会主管校
平成１２年 ８月 ９日
全道マーチングフェスティバル出場
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平成１３年
平成１３年

２月１７日
パソコン室インターネット化
７月１２日
啓明小学校ホームページ開設
７月２６日
第１回学校保健委員会開催
８月１２日
北海道小学生陸上競技大会出場（釧路）
８月１４日
教育研究実践表彰校（北海道教育公務員弘済会）
平成１４年 ７月１４日
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会出場
１０月２５日
北海道小学生陸上競技大会出場（帯広）
平成１５年 ７月２０日
テレビ会議（埼玉県さいたま市立大宮南小学校と）
９月１２日
北海道小学生陸上競技大会出場（網走）
１２月１９日
グラウンド防球ネット工事完了 バックネット新設
平成１６年 ６月２０日
開校７５周年記念児童集会実施
７月２４日
北海道小学生陸上競技大会出場（釧路）
１０月 １日
全国小学生陸上競技交流大会（東京）
１１月１１日
新パソコン室開設（液晶パソコンに更新）
平成１７年 ７月１６日
学校沿革史掲示板設置（１階廊下）
７月１７日
知的障害学級設置
７月２５日
北海道小学生陸上競技大会出場（函館）
７月３０日
校舎外壁改修工事（外壁，校門）
平成１８年 ２月１２日
第２３回北海道少年野球選手権大会出場（札幌）
３月１０日
第３７回北海道アンサンブルコンクール（北見）混成八重奏金
４月２６日 賞
５月１０日
全道PTA広報紙コンクール「日本PTA全国協議会賞」受賞
７月１６日
グラウンドの掘り起こしと整地
１１月１２日
携帯メールによる緊急時の連絡システム開始
平成１９年 ３月 ９日
北海道小学生陸上競技大会出場（室蘭）
４月 １日
第１回地域交流参観日実施
９月 ４日
全道ＰＴＡ広報紙コンクール「北海道小学校長会賞」受賞
１１月２０日
情緒学級「はばたき」開設
１２月 １日
学校図書館補助員着任
平成２０年 ３月１０日
実践研究発表会開催
４月 １日
第２回地域交流参観日実施（大野勝彦氏講演会）
５月１９日
全道ＰＴＡ広報紙コンクール「審査員特別賞」受賞
７月２４日
肢体不自由学級「そよかぜ」開設
１０月 ５日
開校８０周年記念植樹
平成２１年 ２月２４日
開校80周年記念「啓明フェスティバル」開催
３月１０日
開校80周年記念式典・祝賀会挙行
５月 ９日
児童会，1条ケアセンターへリングプル収集車椅子寄贈
８月 ２日
全道ＰＴＡ広報紙コンクール「北海道ＰＴＡ安全互助会賞」受
９月 ５日 賞
１０月 １日
ＰＴＡ広報紙－旭川市ＰＴＡ連合会最優秀賞受賞
１１月 １日
ＰＴＡ環境整備作業(グラウンド暗渠)
１１月 ５日
第５４回北海道吹奏楽コンクール出場(銀賞受賞)
平成２２年 １月１９日
ＰＣ更新(ＰＣ室･教師用)
２月 １日
ＰＴＡ環境整備作業(樹木剪定･伐採)
４月２５日
公開授業研究会
９月２６日
児童用机･椅子更新
平成２３年 ５月２２日
普通教室･特別教室校内ＬＡＮ完備（ＰＬＣ）
６月２０日
ＰＴＡ環境整備作業（グラウンド暗渠）
７月１５日
ＰＴＡ環境整備作業(遊具の塗り替え作業)
平成２４年 ６月２４日
ＰＴＡ環境整備作業（グラウンド暗渠）
平成２５年１１月１５日
体育館耐震工事開始（～１１月９日終了）
平成２６年 １月１８日
暖房機器更新工事開始（～９月２８日終了）
平成２６年 １月２２日
ＰＴＡ環境整備作業（グラウンド暗渠）
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６月 ９日
８月 ２日
１２月２４日
平成２７年 １月１０日
８月１７日
１０月 ９日
平成２８年 １月 ９日
１５日
４月 １日
５月１４日
６月２１日
平成２９年 ６月２９日
平成３０年 ９月１０日
平成３０年１０月 ４日
平成３０年１１月２０日

ＰＴＡ南部ブロック教育講演会（講師：）
ＰＴＡ環境整備作業（１・２年トイレペンキ塗り替え作業）
開校８５周年記念ファイル配付
校舎耐震工事開始（～１２月２１日終了）
ＰＴＡ環境整備作業（３・４年トイレペンキ塗り替え作業）
給食調理室エアコン設置工事開始（～１月１９日終了）
ＰＴＡ環境整備作業（６年トイレペンキ塗り替え作業）
校長室移動
北海道小学校家庭科教育研究大会道北大会会場校
ＰＴＡ環境整備作業（５年トイレペンキ塗り替え作業）
校内パソコン更新
病虚弱学級「たいよう」開設
ＰＴＡ環境整備作業（グラウンド整地）
水道施設改修工事実施（～平成２９年２月１０日終了）
グラウンド散水栓工事（～７月１日終了）
開校９０周年記念講演会開催
トイレ改修工事実施（～平成３１年３月２５日終了）
開校９０周年記念式典挙行
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