熊本市立湖東中学校の沿革
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５月 第１期工事着手、財務局より第１次校地借用
４月 湖東中学校として認可を受け、出水中にて授業開始
７月 落成式挙行。初代校長に榊田敏人校長出水中より転補
湖東中学校開校式
９月
生徒数７８７名（１６学級）職員数（３０名）
２月 校歌制定（作詞 鳥山正治 作曲 山下照幸）
第１回卒業証書授与式挙行
３月
（男子147名、女子121名、計268名）
１０月 創立５周年記念式典挙行・校旗制定・生徒信条制定
２月 湖東中学校増築規制会発足（会長 寸坂幸夫氏）
４月 榊田校長退職・第２代校長井上 関校長着任
８月 プール（２５Ｍ×１３Ｍ×１.３Ｍ）給水施設落成
井上校長退職・第３代校長
４月
梅野健夫校長着任・健康教育校として文部省指定
１１月 生徒会新会則成立・牛乳給食開始
４月 生徒手帳制定・複式学級設置（健軍小学校内）
１１月 創立１０周年記念式典挙行
７月 女子標準服制定
梅野健夫校長転任（白川中へ）・
４月
第４代校長村上定雄校長着任
１２月 第２校舎１部改築工事（鉄筋３階教室）
８月 特別教室（鉄筋３階）工事着手・全日本水上選抜大会
藤井康子400M自由形第２位 10月15周年記念大運動会
校舎竣工祝賀会
１１月 15周年記念文化祭（大洋文化ホール）
４月 村上定雄校長退職・第５代校長村中芳男校長着任
７月 九州水上大会女子優勝・九州硬筆大会最優秀校
８月 全九州中学水上大会 女子優勝
９月 体育館起工式・県中学水泳大会女子優勝・総合優勝
３月 する
１１月 木場律子全日本中学生英語弁論大会３位入賞
９月 県吹奏楽大会（鎮西体育館）優勝
１０月 「週刊湖東」県新聞コンクール入賞
２０周年記念文化祭
１１月
保健体育の優良校として全国表彰（文部省）
全国中学生選抜水泳競技大会(神宮ﾌﾟｰﾙ）
８月
２年中村靖、背泳ぎ100ｍ，200ｍ優勝
１年関千保美、パイオニア
１月
音楽鑑賞賞作文コンクール最優秀賞、
村中芳男校長転任（西山中へ）
３月
第６代校長浜田皓校長着任(託麻中より)
９月 新館増築工事（７教室着工）
９月 ３年田崎有起子「日中友好青少年水泳訪中団」
新校舎（図書室、職員室）
１０月
建築工事着工、運動場に夜間照明完成
４月 新校舎（図書室、職員室）落成
県中体連女子体操優勝、全国陸上
８月
走り幅跳び 宮瀬雄次３位
４月 浜田皓校長退職、第７代校長手島一校長着任
８月 県中体連、女子体操、男子テニス優勝
１１月 技術室工事着工
４月 技術室落成
６月 第１２回県学園美化コンクール優勝
全国中学バスケット（東京）
８月
女子出場、県中体連 団体徒手女子優勝
（４年連続）、男子テニス優勝、九州卓球大会
水泳大会 １年 バタ、リレー各種目に優勝
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１１月 全国同和教育県大会分科会会場校（条件整備）
４月 手島一校長退職 第８代校長吉沢敦雄校長着任
７月 体操大会県予選 １位和田全国大会に出場
全国選抜庭球須崎大会男子団体優勝、
８月
全国庭球選手権大会男子優勝、女子個人優勝
１１月 全九州技家研大会、電気部会会場
２月 県中学バスケットボール大会優勝
３月 校地北側石垣築造工事完成
４月 吉沢敦雄校長退職、第９代校長加賀山興隆校長着任
６月 学校教育目標設定
８月 全九州庭球選手権大会 男子個人優勝 団体２位
１０月 生徒実践目標設定
全九州庭球選手権大会 男子個人優勝、
８月
女子三位全国庭球選手権大会女子出場
３月 第２校舎落成
８月 庭球・新体操九州大会・全国大会出場
９月 創立３０周年陸上記録会
特別活動研究大会発表・
１１月
創立３０周年文化クラブ発表会
庭球県中体連優勝、全九州大会、
８月
全国選抜ジュニア、全国中学校軟式大会出場
３月 特殊学級作業室落成
６月 技術科自主発表会
８月 九州中体連大会 庭球３位 新体操４位
中体連全国大会庭球出場
１０月 中国広西荘族自治区人民政府友好代表団来校
４月 新設校出水南中へ画図校区１、２年生大半が行く
８月 中体連九州大会出場 新体操・水泳
加賀山興隆校長退職、
４月
第１０代校長坂梨昭五校長着任
中体連九州大会出場、新体操、
８月
水泳、テニス、全国大会出場新体操
９月 旧校舎間をわく、サッシ、廊下階段張り替え完了
２月 中国技術者（７名）訪問
４月 難聴学級開設（生徒数３名）
８月 新体操全国大会出場（ボール６位、総合１２位）
１０月 県特別活動研究大会本校で実施
１２月 熊日学童スケッチ展学校賞を受ける
７月 地区別学友団発足
７月 バスケット男子県中体連優勝、九州大会出場
４月 坂梨昭五校長転任、第１１代校長松浦良雄校長着任
８月 新体操県中体連団体優勝、九州大会出場
８月 体育館暗幕新設
通信陸上九州大会８００Ｍ、恵森靖之・宮崎安澄優勝
１０月 県、中体連陸上3,000M宮崎安澄優勝、中学新
世界クロスカントリー大会
３月
（ノルウェー）宮崎安澄出場
実用英語技能検定 団体優秀賞
陸上競技全国中学校選手権大会
８月
８００Ｍ宮崎安澄優勝 恵森靖之
１０月 全国ジュニア陸上大会1500M宮崎安澄優勝中学新
１１月 創立４０周年記念式典挙行
道徳授業研究会
県スポーツ優秀者表彰
２月
浦塘勝二教諭、宮崎安澄
３月 実用英語技能検定団体優秀校
７月 県中体連新体操女子団体優勝
１１月 県中学校女子駅伝連続優勝
３月 松浦良雄校長退職
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４月 第１２代校長 東 良一校長着任
市中体連新体操団体２位
７月
九州大会出場 森本麻祐
市中体連水泳 男子優勝
８月 県中体連水泳 男子優勝 総合優勝
１１月 県新体操 縄の部個人１位
１２月 体育館引き幕設置
１月 全国教育美術展教育委員会賞受賞
３月 管理棟塗装
５月 ﾌﾟｰﾙ改装 落成式
２月 生徒昇降口完成
３月 東 良一校長退職
４月 第１３代校長白石 修校長着任
８月 九州中体連水泳部出場
４月 校訓設定（自律・協和・感謝）
７月 県吹奏楽コンクール金賞受賞
１１月 ソフトテニス新人大会団体優勝
３月 白石 修校長転任
４月 第１４代校長田邊隆秀校長着任
７月 県ソフトテニス男子個人優勝
８月 新体操 中村幸代 全国大会出場
水泳第１８回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
夏季水泳競技大会水球の部優勝
１月 ＰＴＡより生徒昇降口横掲示板寄贈
７月 第１校舎大規模改造工事始まる
３月 田邊隆秀校長退職
４月 第１５代校長 稲津孝夫校長着任
難聴通級教室へ移行
１２月 第１校舎大規模改造完成
４月 情緒学級開設
校内テレビ放送施設設置
９月 給食プラットホーム増改築工事完了
１０月 新体育館落成式
１２月 生徒会「熊本県青少年育成県民会議賞」受賞
７月 水泳男子県中体連総合優勝
９月 パソコン新機種導入(インターネット接続)
創立５０周年記念式典
１１月
(記念品 校訓碑、体育大会優勝旗等)
１月 ５０周年記念植樹
７月 市、県中体連水泳男子優勝
９月 第１回地域ふれあい学習実施
１月 体育館前花壇設置
４月 第１６代校長 村上賢治校長着任（桜山中より）
３月 階段のスロープ化工事
４月 肢体不自由学級新設(生徒数２名)
６月 学校評議員制度発足
７月 県中体連 野球準優勝 水泳男子総合優勝
１０月 市教育委員会委嘱研究発表会(選択教科学習)
４月 第１７代校長 山田 勇 校長着任（長嶺中より）
１１月 熊本市子どもフォーラム開催
３月 プールスロープ・南側部室完成
中庭アスファルト舗装工事完了
６月 校木を昇降口横「エノキ」に制定
９月 台風18号、倒木、窓ガラス破損等被害
５月 クリーン作戦全日本善行賞受賞
７月 市緑化コンクール NHK賞受賞
８月 新体操宮崎ゆりえ全国大会出場
１月 日韓友好の翼との交流会実施
３月 肢体不自由学級閉級
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４月 第１８代校長 古田 憲雄 校長着任(腹栄中より)
スクールカウンセラー配置
７月 釜山市落東中学校訪問来校
１０月 二期会演奏会
５月 全日本少年野球県大会（九電旗）３位
６月 県ソフトテニス中学選手権大会個人優勝
熊本市中体連男子ソフトテニス団体２位、個人優勝
７月 熊本県中体連男子ソフトテニス団体３位
８月 県学年別水泳大会女子総合優勝
１１月 湖東中生徒会熊本県善行表彰を受賞
県ソフトテニス新人大会個人優勝
県ソフトテニス新人大会団体優勝
Ｕ１４ソフトテニスジャパンカップ個人優勝
楽しい給食作品展献立の部優秀賞・学校賞受賞
楽しい給食作品展作文の部優秀賞
生徒会クリーン作戦ー熊本市青少年善行表彰を受賞
第８回全国環境美化教育優良校表彰
１２月
農林水産大臣賞（最優秀）を受賞
熊本市長幸山政史氏「ゆめトーク」で
２月
生徒会と交流のため来校
九州地区選抜ソフトテニス選手権大会
３月
男子団体、女子２名出場
都道府県対抗全日本中学生
ソフトテニス大会（三重県）男子出場
テニスコート支柱一面と防球ネット新設
休憩やランチ等のための「ひとやすみ」
ガーデンが中庭に完成する。
４月 キャッスルライオンズ旗熊本市中学生野球大会優勝
県中学生選手権ソフトテニス大会男子団体優勝
６月 熊本市緑化コンクール「ＮＨＫ賞」受賞
熊本市中体連大会ソフトテニス男子団体・
７月
個人優勝、吹奏楽コンクール銀賞
全国なぎなた大会団体優勝（３年女子出場）
８月 県中体連ソフトテニス団体３位
１１月 創立６０周年プレイベント開催
学習発表会で女子の新しい夏服が紹介される。
楽しい給食作品展（献立の部、
作文の部３年女子優秀賞受賞））
科学展（1年女子優良賞）
人権啓発作品（3年女子優秀賞）で表彰される。
生徒会執行部「熊本市広報」誌上
１月
（４面掲載）で熊本市長と対談。
東部地区中生連代表者会開催
（約３００名の生徒会役員が参加）
２月 平成１９・２０年度熊本健康教育活動「優良賞」受賞。
くまもと・子ども美術展（特選）、
３月
熊日学童スケッチ展（地賞）受賞。
第１９代校長 土田 好次校長着任
４月
（熊本市立東町中より）
生徒数４３６名（特別支援学級、
知的学級３名・情緒学級２５名）
学級数（通常学級１２、特別支援学級・
知的１・情緒４）職員数４５名
１年生３５人学級スタート（１１８名・４学級）
湖東中学校創立６０周年記念式典
１０月
（ビエントコンサート他）
県中学生新人ソフトテニス大会男子個人優勝
１１月 熊本県科学展優秀賞受賞（２年女子）
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九州ジュニア選抜インドア
ソフトテニス大会２位（２年男子）
ボランティア・スピリット賞
九州ブロックコミュニティ賞受賞（生徒会）
ＪＯＣ全国ハンドボール大会
熊本県選抜チーム３位（３年男子）
全国ジュニア選抜ソフトテニス大会出場（２年男子）
生徒総数465名、特別支援学級－知的(4名)
・情緒(29名)・肢体不自由(1名)・難聴(7名)
学級数－通常(12)、特別支援学級－知的(1)
・情緒(4)・肢体不自由(1)・難聴(1)職員数49名
肢体不自由学級（生徒数１名 職員数１名）
難聴学級（生徒数７名 職員数２名）新設
県中学生ソフトテニス大会男子団体優勝
県中学生ソフトテニス大会男子個人優勝
県中学生空手道大会１、２年個人優勝
全国中学生なぎなた大会演技の部準優勝、
団体の部準優勝
熊本県情報教育研究大会中学校部会開催
熊本市教育委員会指定 性教育発表会開催
第２０代 井手 正昭 校長着任（日吉中より）
生徒総数453名、通常学級12、知的1、情緒4、
肢体1、難聴1、職員数45名
第33回九州地区難聴・言語障害教育研究会熊本大会開催
濱田博信さん来校（講談社取締役相談役・
日本図書普及株式会社取締役社長）湖東中学校卒業
第13回ボランティア・スピリット賞受賞
（生徒会が長崎での授賞式に参加）
記念植樹 八重桜三本（体育館西側）
こぶし一本（第二校舎南）
第２１代
中川 一德 校長着任（健軍小より）
生徒総数463名、通常学級13、知的1、情緒4、
肢体1、難聴1、職員数52名
熊本県スポーツ優秀賞表彰式
（県庁） 3年 渡辺祥子 なぎなた
熊本県教職員サッカー大会 準優勝
生徒総数429名（通常学級399名、知的障害学級2名、
自閉症・情緒障害学級26名、難聴学級2名）
通常学級13、知的1、情緒4、難聴1、職員数50名
県中体連体操競技女子個人総合準優勝
県中体連テニス個人準優勝
熊本市中体連駅伝大会女子４位
グランド改修工事開始
熊本県新人ソフトテニス大会男子団体優勝
グランド改修工事竣工
生徒総数436名（通常学級403名、知的障害学級2名、
自閉症・情緒障害学級29名、難聴学級2名）
通常学級12、知的1、情緒4、難聴1、職員数48名
熊本県中学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会団体準優勝
熊本県中学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会
個人戦第３位（藤木、中村ペア）
熊本県中体連男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ第３位
熊本県中体連男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ団体第３位
熊本県中体連男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ個人戦優勝（藤木・中村ペア）
熊本県中体連女子硬式ﾃﾆｽ個人戦準優勝（矢加部未久）
ハヤカワ旗争奪中学生野球大会優勝
熊本県新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会個人戦第３位（中村・中村ペア）
６５周年記念湖東中学校大同窓会実施
（ホテルキャッスル）

平成２７

平成２８

平成２９

１２月 第１回湖東中飯田山強歩会実施
全国中学生ヨネックス杯ソフトテニス大会準優勝
３月
（中村日紀、境（天水中）ペア）
生徒総数436名（通常学級417名、知的障害学級1名、
４月
自閉症・情緒障害学級20名、難聴学級4名）
通常学級13、知的1、情緒3、難聴1、職員数46名
熊本市教育委員会研究委嘱（教育課程；２年間）を受ける
熊本県ソフトテニス中学選手権大会
５月
第３位（中村、深水ペア）
熊本県中体連男子ソフトテニス
７月
個人戦第３位（中村、深水ペア）
九州中体連男子ソフトテニス個人戦
８月
第３位（中村、深水ペア）
全国中体連男子ソフトテニス個人戦出場
（中村、深水ペア）
１０月 武道場天井落下防止対策工事竣工
善行表彰 熊本県教育委員会
１１月
（生徒会主催 クリーン作戦）
第1７回ボランティア・スピリット賞受賞
（生徒会主催 クリーン作戦）
２月 グラウンドトイレ改修工事竣工
３月 天草郡市春季ハンドボール選手権大会 優勝
４月 第２２代
園田 研之 校長着任（湖東中学校より）
生徒総数429名（通常学級405名、知的障害学級3名、
４月
自閉症・情緒障害学級17名、難聴学級4名）
通常学級12、知的1、情緒3、難聴1、職員数40名
４月 熊本地震(14日､16日)
５月 熊本市中学生ソフトテニス選手権大会団体戦 優勝
６月 熊本県ハンドボール選手権大会 ３位
４月 第２３代
栗崎 敬一 校長着任（湖東中学校より）
生徒総数440名（通常学級415名、知的障害学級3名、
４月
自閉症・情緒障害学級19名、難聴学級3名）
通常学級12、知的1、情緒3、難聴1、職員数38名
６月 教室へのクーラー設置工事竣工

