
 御殿場市立西中学校 沿革 
 

＜昭和＞ 

36年４月１日  玉穂中、印野中を統合して御殿場市立西中学校を創立 

          第１代校長 勝間田 亀寿（36.4.1～38.3.31） 

  37年３月15日  校歌の制定 

    ９月８日  新校舎起工式 

  38年３月３日  校章の制定 

    ４月１日  第２代校長 土屋 又一郎（38.4.1～43.3.31） 

    ５月５日  新校舎普通教室の完工により入校式を挙行し、授業が始まる 

    ８月27日  落成式を挙行 

  40年７月14日  体育館、運動場完成 

    11月30日  創立５周年記念式を挙行、国旗掲揚塔完成 

  42年11月20日  静岡県貯蓄推進委員会、静岡県知事より子供銀行表彰を受ける 

  43年３月14日  校旗の制定 

    ４月１日  第３代校長 青木 義男（43.4.1～46.3.31） 

  45年９月６日  運動場南側護岸工事完成 

  46年４月１日  第４代校長 勝又 行雄（46.4.1～49.3.31） 

    11月７日  創立１０周年を記念して、高山植物園造園 

  47年10月17日  子供銀行大蔵大臣日本銀行総裁賞を受ける 

  48年３月４日  花木園、自然石、灯篭完成 

    10月27日  日本ＰＴＡ全国協議会より表彰を受ける 

  49年４月１日  第５代校長 野木 達夫（49.4.1～51.3.31） 

  51年１月12日  樺山の池改修工事完了 

    ３月31日  運動場東側フェンス完成 

    ４月１日  第６代校長 天野  隆（51.4.1～55.3.31） 

  52年３月31日  グラウンド整備とバックネット完成 

    12月１日  県教育委員会研究指定「幼小中一貫教育中間発表会」 

  53年11月10日  県教育委員会研究指定「幼小中一貫教育発表会」 

  54年７月13日  校舎増築工事（三教室）起工式  （完成３月８日） 

  55年４月１日  第７代校長 林  秀治（55.4.1～58.3.31） 

  58年３月10日  運動場東側フェンス（84ｍ新設） 

58年４月１日  第８代校長 荒井 四男（58.4.1～60.3.31） 

    ７月21日  耐震工事（校舎改修塗装） 

    12月６日  総合視聴覚（パソコン）新設 

60年３月26日  体育館工事完成 

    ４月１日  第９代校長 萩倉 正行（60.4.1～62.3.31） 

61年３月15日  格技棟（誠心館）落成、音楽室・図書室・普通教室増築、東通用門、 

          テニスコート３面、運動場拡張、運動場へのスロープなど落成 

  62年１月８日  前庭の改修 

    ４月１日  第10代校長 高杉 金造（62.4.1～平成3.3.31） 

    ６月30日  花壇完成（保健室南側の階段付近、校舎北側道路沿い） 

    11月18日  文部省指定「格技指導推進校」校内研究発表会「中間発表会」 

  63年３月17日  校歌碑（台座石 28ｔ、夫婦石として向かいの石 24ｔ）完成 

    10月７日  文部省指定 格技指導推進校「発表会」 西中体操完成 

＜平成＞ 

  元年３月17日  校訓碑完成 

    11月９日  文部省より保健体育研究により表彰 

  ２年３月10日  グラウンド南側フェンス改修と防球ネットの新設 

    ３月15日  「栄光の鐘」設置 



  ３年３月15日  西中 生い立ちの碑完成 

    ４月１日  第11代校長 山口 敏明（3.4.1～5.3.31） 

    11月20日  幼小中一貫教育や優れた学校運営の功績により、県教育委員会表彰 

  ５年４月１日  第12代校長 野呂 昭男（5.4.1～7.3.31） 

    12月27日  全国中学校駅伝大会（熊本市）男子チーム 第３位 

  ６年８月10日  中体連陸上競技駿東地区大会、男女総合８連覇 

    11月30日  東部教育事務所長杯（東部中体連男子最優秀賞）受賞 

  ７年４月１日  第13代校長 岩田 政利（7.4.1～10.3.31） 

    11月５日  第９回東海マーチング大会初出場（岐阜市）優秀賞 受賞 

  ８年10月29日  県ＰＴＡ連絡協議会より、西中ＰＴＡが団体表彰 

  ９年１月20日  全日本学生科学賞、全国審査入選一等受賞「鍾乳石の研究」 

    ３月10日  全国下水道作文コンクール 建設大臣賞受賞 

    10月26日  第23回マーチングバンド･バトントワリング東海大会初出場優秀賞受賞 

  10年４月１日  第14代校長 山縣 哲夫（10.4.1～13.3.31） 

  11年３月31日  心の教室「ポコルーム」完成 

    ４月26日  南側駐車場新設工事完了 

    ５月30日  学校林活動コンクール準特選、国土緑化推進機構会長賞受賞 

    11月19日  御殿場市指定研究「教育課程」発表会 

  12年３月10日  視聴覚教室（コンピュータ教室）全面改良工事完了 

    ３月31日  養護学級教室完成、校舎北側フェンス工事完了 

    ４月１日  養護学級（５組）開設 

    ７月31日  国旗掲揚台及びポール、時計改築工事完了 

  13年４月１日  第15代校長 佐藤 省三（13.4.1～15.3.31）  

    ６月22日  新校旗制定 

  14年６月19日  正門・裏門の門扉設置工事 

    ９月21日  第１回さるびあ祭 体育の部開催（文化の部 ９月28日） 

    10月１日  仮設技術室工事 

  15年１月27日  技術科棟、用務員棟、駐輪場等の解体工事 

    ２月15日  正門通路東側、国立青年の家宿舎西側用地買収（テニスコート用地） 

    ４月１日  第16代校長 勝又 將雄（15.4.1～18.3.31） 

          御殿場市教育委員会指定研究 『情報教育』 平成15～16年度 

    ６月27日  特別教室棟改築工事 安全祈願祭 

    11月23日  第29回マーチングバンド・バトントワリング東海大会 金賞 

    12月20日  第31回マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場 銀賞 

  16年３月25日  特別教室棟改築工事『特別教室棟 完成セレモニー』記念写真撮影 

    11月12日  御殿場市教育委員会指定研究「情報教育」発表会 

  17年２月25日  特別教室棟渡り廊下棟完成報告会・記念セレモニー 

    ７月１日  ライオンズクラブ国際会長（米国）より感謝状を受賞 

    11月13日  第31回マーチングバンド・バトントワリング東海大会 銀賞 

  18年３月10日  一階渡り廊下及び体育館への通路に人工芝設置完了 

４月１日  第17代校長 滝口 兼光（18.4.1～21.3.31） 

10月25日  西中学校区一貫教育研究会 第１回「学びのフェスティバル」開催 

    11月25日  第32回マーチングバンド・バトントワリング東海大会 金賞 

    12月16日  第34回マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場 銀賞 

  19年５月19日  絵画講座、絵画展（日本画家 湯山東先生ご夫妻） 

    ９月28日  長崎での被爆体験者による教育講演会 

  20年２月27日  「誠のつどい」にてミニライブコンサート 

    ３月12日  「歌う道徳の先生」大野靖之さんの心のコンサート 

    ５月22日  国立劇場において前進座「怒る富士」観劇 

    10月28日  幼・保・小・中一貫教育研究発表会を開催 

  21年１月13日  玉穂地区教育講演会でトータルテンボスの漫才・トークショー開かれる 



    ３月10日  リカロープさんの心のコンサート 

    ４月１日  第18代校長 髙木 義純（21.4.1～23.3.31） 

  22年１月14日  情報モラル教育講演会 

    11月11日  御殿場市教育委員会指定 特別支援教育研究発表会   

23年４月１日  第19代校長 湯山 伸彦（23.4.1～25.3.31） 

    ８月26日  西中創立50周年記念式典挙行、樺山の森整備、富士山掛け軸修復 

          樺山資紀（すけのり）肖像画修復、湯山東画購入、さかなクン講演 

24年７月19日  学びのフェスティバル「元全日本剣道日本一、西川清紀氏」講演・実演 

    12月11日  文化庁講座「狂言ワークショップ」開催  

25年１月７日  『ようこそ先輩～ウェイクボード・アジアチャンピオン 手塚 翔太氏 

（御殿場市商工観光大使：本校卒業生）』来校、講演会開催 

４月１日  第20代校長 遠藤 幸一（25.4.1～28.3.31） 

11月５日  学びのフェスティバル「バレエシャンブルウエスト」公演 

11月    自転車駐輪場設置完了 

  26年２月６日  キャリア教育講演会 北京オリンピック日本代表 齋藤 信治氏 

    ７月４日  玉穂地区教育講演会「地球のステージ」開催 

    10月10日  芸術鑑賞SPAC公演「ドン・キホーテ」（市民会館） 

    10月31日  学びのフェスティバル「合同授業」開催 

  27年２月６日  キャリア教育講演会 芹澤ゆみか氏（富士山GOGOFM パーソナリティ） 

    11月４日  ハンセン病問題啓発事業 映画「ふたたびSWING ME AGAIN」鑑賞 

  28年２月４日  福祉講演会 若山 英史氏（ウィルチェアラグビー日本代表） 

    ４月１日  第21代校長 小松 孝和（28.4.1～30.3.31） 

          御殿場市教育委員会指定研究 『園・学校一貫教育』平成28～30年度 

  29年２月15日  夢創造事業 教育講演会 ゴルゴ松本氏『命の授業』 

３月13日  出前授業 平尾潔氏（弁護士：くれたけ法律事務所） 

４月１日  国立教育政策研究所指定『魅力ある学校づくり調査研究事業』平成29・30年度 

  30年２月15日  夢創造事業 教育講演会(東北大学名誉教授 市川隆氏『宇宙の果てを夢見て』 

    ４月１日  第22代校長 土屋 行広 （30.4.1～2.3.31） 

    10月28日  第44回マーチングバンド東海大会：金賞 

    10月29日  新校舎、校舎改築安全祈願祭 

        11月２日  御殿場市教育委員会指定研究 『園・学校一貫教育』 

国立教育政策研究所指定『魅力ある学校づくり調査研究事業』発表会 

    12月６日  夢創造事業 教育講演会 浦田理恵氏『自分らしくキラキラ生きる』 

    12月10日  第46回マーチングバンド全国大会：銀賞 

令和元年10月27日  第45回マーチング東海大会：金賞 

    12月10日  夢創造事業 教育講演会 平野真理子氏『夢を叶えるためには』 

    12月14日  第47回マーチング全国大会：銀賞 

  ２年２月10日  新校舎完成 使用開始 

          体育館への新渡り廊下完成 

    ４月１日  第23代校長 小宮 隆 着任 

    

 

 


