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本校の沿革の概要

昭和５３年 １月 第１期工事完成
４月 緑陽中学校開校 ６学級認可 教職員１３名 生徒数１７２名
５月 開校式 校歌・校章披露

昭和５４年 １月 第２期工事完成（体育館、機械室）
５月 ６学級認可 生徒数２０８名

昭和５５年 ５月 ７学級認可 生徒数２７４名 緑化事業～前庭ロータリー整備
昭和５６年 ３月 第３期工事完成

５月 ９学級認可 生徒数３３２名 緑化事業～前庭整備
６月 石Ｐ連研究大会会場校

昭和５７年 ５月 １０学級認可 生徒数３８８名 開校５周年記念生徒集会
１１月 中文連音楽発表会会場 広教研中心校発表会

昭和５８年 ５月 １２学級認可 生徒数４３７名
昭和５９年 ３月 第４期工事完成

５月 １３学級認可 生徒数４８５名
昭和６０年 ５月 １４学級認可 生徒数５５６名

１２月 「ハレルヤ」全校合唱
昭和６１年 ５月 １５学級認可 生徒数６０５名

１０月 管内視聴覚・放送教育研究大会主会場
昭和６２年 ５月 １５学級認可 生徒数６０６名

１１月 開校１０周年記念式典 ベートーベン「第九」全校合唱
昭和６３年 ４月 １５学級認可 生徒数６０２名

８月 女子バスケット部全国大会出場
平成 元年 ４月 １６学級認可 生徒数６０２名 松葉町全域通学校区
平成 ２年 ４月 １６学級認可 生徒数６００名
平成 ３年 ４月 １６学級認可 生徒数５３８名

６月 中庭花壇整備～ＰＴＡ花壇設置 円形花壇苗植え
９月 ＮＨＫ全国音楽コンクール札幌地方大会銀賞受賞

平成 ４年 ４月 １４学級認可 生徒数５３０名
８月 第２回北海道中学校合唱コンクール銀賞受賞

男子ソフトテニス部管内中体連大会優勝～全道大会出場
平成 ５年 ４月 １５学級認可 生徒数５１３名

８月 サッカー部管内中体連大会優勝～全道大会出場
１１月 広教研研究中心校研究発表会

平成 ６年 ２月 コンピュータ２２台設置（教師用２台、生徒用２０台）
４月 １４学級認可 生徒数４７３名

平成 ７年 ４月 １３学級認可 生徒数４５５名
１０月 全道中学生新人サッカー優勝

平成 ８年 ２月 広島町善行賞表彰受賞（生徒会）
４月 １２学級認可 生徒数４２９名
７月 女子バスケット、サッカー管内中体連大会優勝～全道大会出場
８月 全国中体連陸上 １５００ｍ出場 ２年古川 茂
９月 校名変更「北広島市立緑陽中学校」 北海道合唱コンクール金賞受賞

１１月 市内ジュニアスポーツ賞 サッカー部受賞
平成 ９年 ２月 市善行賞（生徒会） 青少年文化奨励賞（合唱部）

４月 １２学級認可 生徒数４２１名
８月 全国中体連体操出場 ２年柴山麻衣子
９月 北海道合唱コンクール金賞受賞

１０月 開校２０周年記念式典
平成１０年 ４月 １２学級認可 生徒数４０９名

７月 ソフトボール管内中体連大会優勝
８月 全道中体連ソフトボール３位入賞 全国中体連体操出場 ３年柴山麻衣子

１０月 「心の教室」開設
１１月 市内ジュニアスポーツ賞受賞 ソフトボール部、体操（柴山）、柔道（吉野）

体育館照明工事完了（昇降）
平成１１年 １月 全道バスケットボール新人戦優勝

４月 １１学級認可 生徒数３６６名
７月 管内中体連優勝～全道大会出場 バスケットボール部男子、サッカー部、

ソフトテニス部男子優勝 個人（三浦・吉田組）
８月 全道中体連柔道大会出場 ２年（吉野、菅原）

全道中体連優勝 バスケットボール部男子～全国大会決勝トーナメント出場
全道中体連準優勝ソフトテニス部 男子個人（三浦･吉田組）～全国大会出場

９月 合唱部 北海道合唱コンクール金賞～全国大会出場
１０月 パソコン教室 新規更新（４２台） 合唱部全国合唱コンクール大会 銅賞
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１１月 北広島市文化奨励賞受賞 合唱部
北広島市ジュニアスポーツ賞受賞
バスケット部男子受賞、２年内海亮子・３年重成のと香
北広島市ジュニアスポーツ奨励賞受賞
ソフトテニス部男子 ３年吉田直樹・三浦淳

１２月 全道バスケットボール新人南大会 バスケット部女子３位
平成１２年 ２月 北広島市青少年善行賞 ３年家政美由記・井上紗和子

４月 １０学級認可 生徒数３４３名
６月 広葉中学校と親子方式の完全給食開始
８月 ソフトテニス男子管内大会準優勝～全道大会出場

個人種目での全道大会出場者
水泳競技女子 １年山本香奈、三宅亜沙美、体操競技女子 １年松浦有希
柔道男子６０kg級 １年有井一博、柔道女子４４kg級 ３年吉野佑美
柔道女子７０kg級 ３年菅原著乃、卓球男子個人 ３年川村拓也

１１月 校舎用ボイラー２基新規更新
１２月 全道バスケットボール新人南大会 女子出場決勝トーナメント進出

平成１３年 ４月 ９学級認可 生徒数３０９名
８月 バスケット部女子管内大会優勝～全道大会第３位

個人種目での全道大会出場者
柔道男子７３kg級 ２年田埜秀次 管内大会優勝～全道大会第３位
卓球男子個人 ３年五十嵐隼矢
水泳競技女子 ２年山本香奈 ５０m自由形・１００m平泳ぎ準決勝進出
体操競技女子 ２年松浦有希 総合３位

１１月 体育館ボイラー１基 新規更新
１２月 ＨＢＣこども音楽コンクール中学校の部 重唱部門北海道代表

２年高田芳子・櫻井茉莉江・加藤美幸・加藤美穂・二橋佳恵子・三橋藍
全道中学選抜卓球大会支部予選 男子団体優勝～全道大会出場

平成１４年 ４月 １０学級認可 生徒数３０１名
８月 体育館屋根葺き替え工事

個人種目での全道大会出場者
柔道男子５５kg級 ３年田中健太 管内大会優勝～全道大会第３位

６６kg級 ３年広瀬 中 管内大会優勝
７３kg級 ３年田埜秀次 管内大会優勝～全道大会第３位

体操競技女子 ３年松浦有希 跳び箱優勝 総合第５位
水泳競技女子 ３年山本香奈 １００m自由形 ２００mメドレー出場
陸上競技男子 ２年重成一薫 １５００m管内大会優勝～全道大会第８位

１１月 北広島市文化奨励賞受賞 合唱部
北広島市ジュニアスポーツ奨励賞受賞
柔道男子～３年田中健太 体操女子～３年松浦有希

平成１５年 ４月 ９学級認可 生徒数２６１名
６月 通信陸上大会 ３年重成一薫 ８００m優勝（全道新記録樹立）

個人種目での全道大会出場者
卓球男子 ３年加藤明広 ３年湯浅隼人
卓球女子 ２年伊藤奈々絵
水泳女子飛板飛込 ２年中島佳子２位
陸上男子８００m ３年重成一薫管内大会優勝～全道大会第２位

９月 合唱部～北海道合唱コンクール金賞
１１月 全道小・中学生卓球選手権大会 卓球女子団体３位

平成１６年 ２月 生徒会～北広島市青少年模範活動奨励賞受賞
放送設備入れ替え工事（放送室・体育館・各教室ＴＶ,ＶＴＲ）

４月 ８学級認可 生徒数２５３名
７月 卓球女子個人管内中体連大会優勝 ３年伊藤奈々絵

柔道男子個人９０kg以下級優勝 １年田村嘉弘～全道大会出場
個人種目での全道大会出場者
卓球女子 ３年伊藤奈々絵、宮森真樹、佐々木愛、２年猪俣藍加
卓球男子 ３年木下直哉 水泳女子３m飛板飛込優勝 ３年中島佳子
体操競技二部男子総合５位 １年宮田翔（管内大会優勝）
剣道女子 ２年高木千里（管内大会２位）

９月 臨休（台風１８号上陸）倒木１０本、グランドフェンス倒壊被害
１０月 校舎屋上防水工事（～１２／１０）
１１月 合唱部～北広島市青少年文化奨励賞受賞

人権教育実践発表会（２年総合ボランティア）
平成１７年 ３月 ＴＶインターフォン設置（職員玄関）

４月 ７学級認可 生徒数２０４名
７月 非行防止教室（道警事業～１２／１２）

トイレ様式化工事（～９／２０）
柔道男子団体管内中体連大会３位入賞
柔道女子個人５７kg以下級優勝 ２年中村玲美～全道大会出場

男子個人５５kg以下級２位 １年小林孝弘
男子個人９０kg以下級２位 ２年田村嘉浩

ソフトテニス男子個人３位 ３年小野木理仁・三浦昇組～全道大会出場
体操１部男子個人優勝 ２年宮田翔～全道大会出場
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２部女子個人３位 １年桑原晴香～全道大会出場
卓球女子個人シングルス３位 ３年猪股藍加～全道大会出場

女子個人シングルス５位 ３年工藤友花子～全道大会出場
８月 全道中体連柔道女子個人５７kg以下級優勝 ２年中村玲美～全道大会出場

石綿天井工事（８／１７～８／２１）
９月 パソコン教室 新規更新（４２台）

１０月 アスベスト安全確認検査のため体育館使用禁止（１０／１２～１１／１８）
１１月 全道放送教育研究大会（１１／１７～１８）

北広島市ジュニアスポーツ賞受賞 柔道女子～２年中村玲美
１２月 体育館アスベスト含有天井材除去工事（１２／１２～２／１３）

平成１８年 １月 職員玄関オートロック工事
３月 機械室ボイラー煤煙工事
４月 普通学級７ 特殊学級１学級認可 生徒数２３２名

平成１８年度キャリア教育実践プロジェクト事業推進地域指定（文部科学省より）
５月 里山林業体験学習により植栽（キャリア教育実践プロジェクト指定）
７月 卓球女子個人シングルス管内中体連６位 ３年湯田祥恵～全道大会出場

柔道女子個人５７kg級管内中体連優勝 ３年中村玲美～全道大会出場
柔道男子個人９０kg級管内中体連優勝 ３年田村嘉浩～全道大会出場
柔道男子個人６０kg級管内中体連優勝 ３年小林孝弘～全道大会出場
体操１部男子 ３年宮田 翔～全道大会出場

８月 柔道女子個人５７kg級全道大会優勝 ３年中村玲美～全国大会出場
１１月 平成１８年度北広島市青少年文化奨励賞受賞 １年能登原奈都子（ピアノ）

平成１８年度北広島市ジュニアスポーツ賞受賞 ２年小林孝弘（柔道）
３年田村嘉浩（柔道）

平成１９年 ３月 第８回全国選抜卓球大会 卓球部男子団体出場
４月 普通学級６ 特別支援学級１認可 生徒数２１４名

全国学力・学習状況調査実施（３年生、国語・数学）
５月 開校３０周年記念看板設置（校庭ロータリー）
６月 開校３０周年記念体育祭
７月 管内中体連大会卓球男子シングルス白井智陽 ３位～全道大会出場

女子シングルス宮森真璃絵３位～全道大会出場
柔道男子66kg以下級 小林孝弘 優勝～全道大会出場
体操女子２部 桑原千穂 ３位～全道大会出場

全道中体連大会柔道男子66kg以下級 小林孝弘 準優勝
１０月 開校３０周年記念緑陽祭
１１月 開校３０周年記念式典（１２日）、記念誌発行、ＡＥＤ設置

平成２０年 ４月 普通学級６ 特別支援学級1 生徒数１８８名
全国学力・学習状況調査実施（３年生、国語・数学）

７月 全国体力・運動能力・運動習慣等調査（２年生）
洞爺湖サミット記念校外清掃
子どもメッセージ２００８
管内中体連大会 バスケット女子準優勝、テニス男子準優勝、柔道個人 野田悠貴準優勝
全道中体連大会 相撲個人 加藤文彬出場、柔道個人 野田悠貴出場

８月 全道中体連大会 水泳個人 中島宏之出場
平成２１年 ４月 普通学級６ 特別支援学級1 生徒数１７６名

全国学力・学習状況調査実施（３年生、国語・数学）
７月 全国体力・運動能力・運動習慣等調査（２年生）

全道中体連大会 相撲個人 加藤文彬出場
全道中体連大会 水泳個人 中島宏之出場

１１月 グランドフェンス改修工事（11／18日～12／18日）
平成２２年 １月 プロジェクター設置工事 １４台 校内ＬＡＮ整備工事

２月 職員室ＬＡＮ整備工事
「北広島カイギュウ」の化石発見（理科室に保存してあった）

３月 電子黒板設置工事
４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１６３名

３年生修学旅行 初の関西方面（京都・奈良）
全国学力・学習状況調査（３年生、国語・数学）

７月 全国体力・運動能力・運動習慣調査（２年生）
少年の主張管内大会 舛甚綾乃 最優秀賞受賞
全道中体連大会 相撲個人 加藤文彬出場
全道中体連大会 水泳個人 中島宏之出場

９月 少年の主張全道大会 舛甚綾乃出場
１２月 調理室給湯器設置

平成２３年 ４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１５６名
６月 グランドフェンス修繕工事
７月 全道中体連大会 柔道個人 守屋友貴出場
９月 全国学力学習状況調査実施（３年生、国語・数学）

１２月 全道新人戦バスケットボール大会 女子３名出場（広葉中合同チーム）

平成２４年 ４月 普通学級６ 特別支援学級３ 生徒数１５５名
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全国学力・学習状況調査（３年生、国語・数学・理科）
７月 全道中体連大会 体操二部個人 杉本弥生 出場
１月 コンピュータ室更新 生徒用４２台設置

平成２５年 ４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１６３名
全国学力・学習状況調査（３年生、国語・数学）

７月 全道中体連大会 体操二部個人 杉本弥生 出場
１２月 北海道中学生シングルスソフトテニス選手権大会 高橋 臣 優勝

平成２６年 １月 北海道中学生ソフトテニスインドア選手権大会 高橋 臣 河部優真 準優勝
３月 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 高橋 臣 河部優真 出場
４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１６１名
７月 全道中体連大会 柔道 守屋拓実 出場
８月 全道中体連大会 ソフトテニス 高橋 臣 河部優真 出場

全道中体連大会 体操二部個人 杉本弥生 出場
１２月 全道バスケットボール新人 南大会 女子決勝トーナメント進出

平成２７年 ４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１５０名

７月 全道中体連大会 陸上 佐藤理生 出場

９月 体育館耐震化・ＬＥＤ化工事完了

９月 全道中体連新人大会 陸上 佐藤理生 小宮山菜月 出場

平成２８年 ４月 普通学級６ 特別支援学級２ 生徒数１４５名

７月 全道中体連大会 陸上 佐藤理生 小宮山菜月 出場

８月 全道中体連大会 体操一部個人 杉本大和 出場

９月 全道中体連新人大会 陸上 小宮山菜月 出場

１１月 文化庁「文化芸術による子供の育成事業」東京二期会合唱団による巡回公演 実施
平成２９年 ４月 普通学級５ 特別支援学級２ 生徒数１２５名

５月 開校４０周年記念事業 中川和子ピアノコンサート 実施
７月 全道中体連大会 水泳 濱岡菜月 出場

全道中体連大会 陸上 小宮山菜月 出場
８月 全道中体連大会 体操一部個人 杉本大和 出場
９月 全道中体連新人大会 陸上 小宮山菜月 出場

１０月 開校４０周年記念事業 PTA主催 宮良多鶴子ソプラノコンサート 実施

平成３０年 ４月 普通学級４ 特別支援学級２ 生徒数１００名
９月 始業時間２時間繰り上げ（台風２１号上陸 ９／５）

倒木１２ グラウンドフェンス倒壊
臨時休校（胆振東部地震 ９／６～７）

１０月 プロジェクター システム変更
１２月 パソコン教室 全機タブレット化

平成３１年 １月 北海道中学生インドアソフトテニス大会 五十嵐和真 大塚泰千 出場


