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平成２(1990)年

４月２２日 龍田・供合・広畑３ヶ村組合立飽託東部中学校として開校
井沢 秀夫 第 1 代校長として着任
４月３０日 平尾 惟一 第 2 代校長として着任
１２月２５日 校舎落成
３月３０日 第 1 回卒業式
１１月 ３日 優良施設校として文部大臣表彰を受ける。
３月２８日 モデルスクールとして県教育委員会表彰を受ける。
４月 １日 原田 末彦 第３代校長として着任
１月 １日 飽託郡託麻村及び熊本市組合立飽託東部中学校に改称。
７月 ４日 プール完成(25ｍコース)
４月 １日 小野 磨 第４代校長として着任
１１月１５日 校舎３教室増築落成
１月２２日 技術科教室増築落成
２月２０日 ｢後輩への庭｣完成
１１月 １日 託麻村の熊本市編入により熊本市立東部中学校と改称
４月 １日 江副 甫夫 第５代校長として着任
６月２８日 熊本市教育委員会委嘱｢特活｣研究発表会
７月１７日 体育館落成
４月 １日 井島 幹明 第６代校長として着任
４月１６日 上水道管敷設替工事完成
７月３１日 体育館並びに技術棟渡り廊下完成
１１月１９日 熊本市教育委員会委嘱｢保健体育｣研究発表会
１２月１４日 校舎改築のため校舎解体（中央廊下東側）
１２月２３日 校舎改築 1 期工事着工(普通教室 12 特別教室 4)
４月 １日 田中 慶博 第７代校長として着任
９月 １日 校舎改築１期工事完成（普通教室 12 特別教室 4)
４月 ３日 体育含漱及び夜間開放用便所完成
９月 １日 校舎改築２期工事着工(管理棟)
３月３１日 校舎改築２期工事完成(管理棟)
３月３１日 旧図書室・管理棟解体
３月 ８日 クラブ室完成
４月 １日 橋本 一雄 第８代校長として着任
３月２９日 西校舎落成
９月 ４日 給食用プラットホーム移転工事完成
１０月１１日 旧木工、金工室解体
１月３１日 運動場防球ネット工事完成
３月１１日 木工、金工室新築工事完成
４月 １日 竹村 昭一 第９代校長として着任
９月２７日 運動場段差解消整地により体育祭復活
４月 １日 育英会をＰＴＡと改称する。
６月 １日 運動場西側買収、拡張
１１月 ８日 開校４０周年記念式典(校訓碑、校旗寄贈)
１０月２６日 庭球コート３面拡張
１０月２７日 熊本市教育委員会委嘱「特活」研究発表会
３月２０日 自転車置き場改修
３月３１日 プール移転完成(25ｍ、7 コース)
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平成３(1991)年
平成４ (1992)年
平成５ (1993)年
平成６ (1994)年

４月 ９日
４月 １日
３月２５日
４月 １日
１１月
平成７ (1995)年 ３月３１日
平成８ (1996)年 ４月 １日
平成９ (1997)年１１月１５日
平成１１(1999)年 ４月１日
平成１２(2000)年 ３月
４月 １日
平成１４(2002)年 ４月 １日
平成１５(2003)年 ４月 １日
１０月１５日
平成１６(2004)年 ３月３１日
９月
１２月
平成１７(2005)年 ４月 １日
平成１８(2006)年 ３月３１日
１１月 ２日
平成１９(2007)年 ２月２８日
４月 １日
１１月１０日
平成２０(2008)年 ４月 ９日
３月１１日
平成２１(2009)年 ４月 ９日
３月１２日
１１月
平成２２(2010)年 ４月 ８日
３月１１日
平成２３(2011)年 ４月 １日
４月 ８日
３月１０日
平成２４(2012)年 ４月 １日
４月１０日
５月２４日
７月１５日
３月 ９日
３月３１日
平成２５(2013)年 ４月 １日
４月 ９日
６月２８日

正門及び屋外便所完成
坂口 正治 第１０代校長として着任
コンピューター室並びに部室完成
高橋 泉 第１１代校長として着任
校舎へ銀杏等植樹
校内テレビ放送施設設置完了
倉岡 康夫 第１２代校長として着任
創立５０周年記念式典(国旗掲揚台、記念石移動)
叶 貞夫 第１３代校長として着任
旧校舎壁面補強工事完了
工藤 保博 第１４代校長として着任
田川 浩輔 第１５代校長として着任
体育館床全面張替え改修
熊本市教育委員会委嘱｢健康教育｣研究発表
裏門及び南・西フェンス完成
校内ＬＡＮ工事及び管理棟と教室棟の２Ｆ渡り廊下屋根工事完成
校内ＬＡＮ用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、特別支援学級用ＰＣ配備
島村 正明 第１６代校長として着任
管理棟１Ｆと教室棟１Ｆのバリアフリー工事終了
正門周辺工事終了
体育館屋根張替え工事終了
松原 英明 第１７代校長として着任
創立６０周年記念式典(記念講演：元プロ野球監督前田益穂氏)
入学式(男子 64 名 女子 62 名 計 128 名)
卒業式(男子 73 名 女子 76 名 計 149 名)
入学式(男子 84 名 女子 82 名 計 166 名)
卒業式
新型インフルエンザ猛威(学級閉鎖相次ぎ文化祭発表中止)
入学式(男子 83 名 女子 72 名 計 155 名)
卒業式(男子 63 名 女子 67 名 計 130 名)
亀井 弘治 第１８代校長として着任
入学式(男子 67 名、女子 73 名、計 140 名)
卒業式(男子 86 名、女子 84 名、計 170 名)
自閉症・情緒障害学級新設
第６６回入学式(男子 82 名、女子 74 名、計 156 名)
租税教育の実践委嘱校
校舎耐震工事（生徒校舎１Ｆ及び２Ｆ）
第６６回卒業式（男子８４名、女子７０名
計 １５４名）
亀井 弘治 校長退職
山田 昭雄 第１９代校長として着任
第６７回入学式(男子６９名、女子 7５名、計１４４名)
熊本市中体連大会
女子ソフトボール 優勝、男子ソフトテニス 優勝
藤井・鶴田ペア、吉尾・田中ペア（ソフトテニス）県出場
木村（卓球）県出場
７月２７日 熊本県中体連大会菊池郡市大会出場
男女バレーボール、男女ソフトテニス、女子ソフトボール
３月 ８日 第６７回卒業式（男子６７名、女子７７名
計１４４名）
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平成２６(2014)年

４月 １日 知的障害学級新設
４月 ８日 第６８回入学式(男子８５名、女子７９名、計１６４名)
６月２７日 熊本市中体連大会
女子ソフトテニス 団体３位、三丸･恵森ペア９位
男子バレーボール 団体２位
女子卓球 川村 ベスト８
７月２６日 熊本県中体連大会八代大会
男女ソフトテニス団体･個人、卓球個人
男子バレーボール
３月１３日 第６８回卒業式（男子８２名、女子７１名
計１５３名）
３月３１日 山田 昭雄 校長退職
平成２７(2015)年 ４月 １日 園田 恭大 第２０代校長として着任
４月 ８日 第６９回入学式(男子７４名、女子６０名、計１３４名)
６月２６日 熊本市中体連大会
平成２８(2016)年 ４月１１日 第７０回入学式(男子５１名、女子６２名、計１１３名)
４月１４日 熊本地震（前震）避難所開設～４月１５日
４月１６日 熊本地震（本震）避難所開設～４月３０日
５月１０日 学校再開
５月２２日 体育大会
６月２４日 熊本市中体連大会
女子ソフトボール 準優勝
男子バレーボール３位
卓球女子個人優勝 原田陽奈 体操個人総合優勝 中山琳太郎
７月２３日 熊本県中体連大会
女子ソフトボール 卓球女子個人 体操個人
１０月２７日 校内文化発表会（託麻北小体育館）
１１月１２日 創立 70 周年記念式典（託麻北小体育館）
３月１１日 第７０回卒業式（男子８５名、女子８０名
計１６５名）
平成２９(2017)年 ４月 １日 園田 研之 第２１代校長として着任
病弱学級新設
４月 ８日 第７１回入学式(男子６４名、女子７２名、計１３６名)
通常学級１１学級、特別支援学級３学級（自・情、知的障害、病弱
学級）
５月１７日 体育大会
６月２６日 熊本市中体連大会
女子ソフトボール 優勝
ラグビーフットボール 準優勝
ソフトテニス男子団体 ３位
７月２２日 熊本県中体連大会
ラグビーフットボール 準優勝 女子ソフトボール ３位
九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 金賞
１０月１４日 校内文化発表会
１２月 ８日 タイムトライアル（運動公園）
２月１３日 立志式
３月１０日 第７１回卒業式（男子７３名、女子６３名
計１３６名）
平成３０(2018)年 ４月 １日 肢体不自由学級新設
４月１０日 第７２回入学式(男子７１名、女子５９名、計１１３名)
通常学級１１学級、特別支援学級４学級（自・情、知的障害、病
弱学級、肢体不自由学級）
５月２０日 体育大会
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令和元(2019)年

令和２(2020)年

令和３(2021)年

６月２６日 熊本市中体連大会
ラグビーフットボール 準優勝
女子ソフトボール 準優勝
硬式テニス競技 藤島・吉田組 ３位
７月２１日 熊本県中体連大会
ラグビーフットボール 準優勝
女子ソフトボール ３位
硬式テニス競技 藤島・吉田組 ３位（九州大会出場）
１０月１３日 校内文化発表会
１２月１４日 タイムトライアル（運動公園）
２月 ８日 立志式
３月 ９日 第７２回卒業式（男子５０名、女子６２名 計１１２名）
４月１０日 第７３回入学式（男子６９名、女子６４名 計１３３名）
通常学級１２学級、特別支援学級４学級（自・情、知的障害、病
弱学級、肢体不自由学級）
５月１９日 体育大会
６月２４日 熊本市中体連大会
女子ソフトボール 準優勝
相撲個人優勝 井上泰志
１０月１９日 校内文化発表会
１１月２８日 巡回公演事業（能楽公演）
１２月１２日 タイムトライアル（運動公園）
２月 ７日 立志式
３月 1 日 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業開始
３月１３日 第７３回卒業式（男子６７名、女子７３名 計１４０名）
４月 １日 瑞穂 達也 第２２代校長として着任
通常学級１３学級、特別支援学級３学級（自・情、知的障害、肢
体不自由学級）
４月 ９日 始業式（登校日）
１０日 新入生男子６７名、女子８５名 計１５２名入学（登校日）
※入学式は、新型コロナウイルス感染防止のため中止
６月 1 日 学校再開（3 月 1 日～5 月３１日まで新型コロナウイルス感染症対
策のための臨時休業）
１２月１１日 体育大会（えがお健康スタジアム）
※新型コロナウイルスによる延期
２月２５日 立志式
３月１２日 第７４回卒業式（男子７０名、女子６０名、計１３０名）
４月１２日 第７５回入学式（男子名７０、女子名６１、計１３１名）
通常学級１２学級、特別支援学級３学級（自・情２、知的障害１
学級）
５月１４日 体育大会（えがお健康スタジアム）
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