
年　度 学校長 学級 生徒 概　　　　　　　　　　要
昭和32年度 旧海軍飛行場跡に敷地34、214㎡を買収する。
昭和33年度 高瀬益次郎 6 279 観音寺市立中部中学校として発足。高室・柞田両中学校を分教場とする。

（学校長事務取扱）

昭和34年度 藤川　政勝 23 1,089 第１期工事、普通教室9および階段完成。柞田分教場、本校へ移る。(9月5日)

第２期工事、普通教室12完成。(4月1日)

通学区を旧常磐・柞田・観音寺地区の1部(坂本・栄・明星・昭和・南・琴浜)の

全学年、粟井・木之郷地区の1年生とする。

高室分教場を廃止し、観音寺中学校に統合する。
昭和35年度 27 1,296 第３期工事、普通教室6・特別教室3完成。(7月1日)

第４期工事、特別教室完成。

第５期工事、本館・連結廊下完成

昭和36年度 大西　利雄 33 1,586 第６期工事、特別教室3完成。
観音寺地区の天神・駅通・青柳・七間橋・殿町が通学区となり、全学年集結す。

校歌を制定する（11月3日）。
昭和37年度 32 1,575 健康優良校として県より表彰される。体育館完成。
昭和38年度 31 1,450 優良PTAとして文部省及び日本PTAより表彰される。
昭和39年度 28 1,280 第８期工事、技術室完成。

体育優良校として県より表彰される。
昭和40年度 27 1,235 三中研(道徳・特活)研究発表。
昭和41年度 26 1,159 県特活研究会開催、学研賞を受ける。

健康優良校として県より表彰される。

第９期工事、50m公認ブール完成。野球バックネット完成。
昭和42年度 西宇　武義 25 1,089 教材園五輪花壇完成。

第10期工事、南側連結廊下、特別教室3完成。

運動場防球ネット完成。
昭和43年度 24 1,000 第11期工事、東側連結廊下、1・2階改装。

第２棟入口改装。正面サンクガーデン造成。
昭和44年度 22 949 理科四国大会開催。正面横サンクガーデン完成。
昭和45年度 23 954 給食配膳室完成、4月から給食開始。

環境緑化コンクール県一位入選。
昭和46年度 久保田範一 24 1,021 全国環境緑化コンクール準特選入選。
昭和47年度 25 1,055 香川県中学校美術科研究会。
昭和48年度 24 1,004 図書館、会議室および付属便所、北側3階連結廊下完成。
昭和49年度 21 930 視聴覚教室完成。
昭和50年度 森　　季高 21 858 香川県小中学校事務研究会。
昭和51年度 21 878 学校電気施設工事完成。給食場ならびに給食用リフト完成。

香川県中学校技術家庭研究会。
昭和52年度 小野　　量 22 887 運動場整地排水工事完成。

創立20周年記念運動会並びに記念展示会開催。
昭和53年度 24 923 玄関前舗装完成。

観音寺市教育委員会指定研究校(昭52、53年度指定)。　公開授業(11月29日)。

昭和54年度 小野　　量 23 920 時計台完成(6月9日)。四国国語研究大会(11月2日)。
昭和55年度 24 967 観音寺市教育委員会同和教育指定研究校。

雄飛の像建立(3月17日)。



年　度 学校長 学級 生徒 概　　　　　　　　　　要
昭和56年度 斉藤　恒清 25 1,007 交通安全碑建立(7月19日)。
昭和57年度 24 987 校区一部変更により入学生から、昭和・坂本の2地区は中部中学校に、

他の地区は観音寺中学校校区となる。

武道場完成(11月30日)。
昭和58年度 21 916 第14回全国中学校体操競技新体操選手権大会新体操団体第三位。
昭和59年度 20 864 環境緑化コンクール県一位入選。

格技指導推進技研究発表会(文部省指定)。
昭和60年度 大西　一徳 22 941 110㎜ハードル全国2位(8月24日)。
昭和61年度 22 921 三中研学級経営部(11月20日)。　窓枠取り替え。(第１棟)
昭和62年度 22 899 窓枠取り替え。(本館・第２棟)

学校基本調査優良校として文部大臣表彰を受く。(11月13日)

創立30周年記念式典(11月14日)

記念事業(校訓の碑・教育目標の碑・体育館引幕と改装工事)。
昭和63年度 隈川　瀧雄 20 832 三豊地区中学校教育研究会総合研究大会(11月17日)。
平成元年度 21 832 自主製作活動(タイルによる瀬戸大橋、タイムカプセルの碑)。
平成2年度 21 810 香川県中学校社会科研究会(10月18日)。 体育館改修(屋根、床)。
平成3年度 22 808 パソコン教室完成。
平成4年度 高谷　　勝 21 786 体育館横トイレ改修(水洗化)。　三中研(数学・生徒指導)。
平成5年度 20 746 三中研理科部研究会(11月12日)。
平成6年度 岩田　　智 20 741 避難用シュータ改修。
平成7年度 20 704 障害児学級を新設(精薄)。
平成8年度 21 694 障害児学級を新設(情緒)。

スクールカウンセラー活用調査研究委託を受けスクールカウンセラー配置。

香川県教育委員会研究指定（学級経営）。
平成9年度 21 693 創立40周年記念式典(11月23日)

記念事業(講演会、合唱コンクール、カーテンとテレビビデオを全学級に設置)。

第28回全国中学校体操競技新体操選手権大会新体操団体準優勝。

スクールカウンセラー配置。

香川県教育委員会研究指定（学級経営）誌上発表

技術室の屋根の改修
平成10年度 成行　安男 22 708 香川県同和教育研究協議会発表、観音寺市教育委員会同和教育研究会

三中研国語部研究会

プール更衣室改修、相撲場屋根改修
平成11年度 21 714 四国同和教育研究協議会発表

プール内壁改修
平成12年度 20 683 文部省研究指定「生徒指導総合連携推進」（H12、13）
平成13年度 19 636 消火栓改修・警報装置設置
平成14年度 宮本征史郎 18 601 三中研道徳部会研究発表

校内ＬＡＮ工事・パソコン教室パソコン入れ替え・普通教室用ノートパソコン導入

放送設備入れ替え
平成15年度 17 584 文部省研究指定「ＮＰＯ等と学校教育との連携の在り方についての実践研究事業」（H15、16）

平成16年度 16 546 三中研音楽部会研究発表

文部省研究指定「学力向上支援事業」（H16、17）

文部省研究指定「問題行動に対する地域における行動連携推進事業」（H16、17）

平成17年度 三好　　覚 16 531 三中研特別活動部会研究発表
15 491 三観地区中学校教育研究会総合研究大会（11月21日）

文科省研究指定「生徒指導連携推進」（H18・19）

平成19年度 14 504 香中研学校図書部会研究大会（11月18日）

第38回全国中学校ソフトテニス大会男子ソフトテニス部出場

平成20年度 16 485 第61回全日本合唱コンクール全国大会合唱部出場

平成21年度 17 524 第36回全日本中学校陸上競技選手権大会女子4×100ｍＲ出場(8月23日）

第61回全日本合唱コンクール全国大会合唱部金賞(10月25日)

高円宮杯第61回全日本中学校英語弁論大会出場(11月26日)

新校舎起工式(1月22日)

平成18年度
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平成22年度 三谷　光雄 16 521 三観中研教科外研究会　人権・同和教育研究会(11月18日)

新校舎・体育館竣工
(3月1日)

平成23年度 森川　成人 17 536 全国中学校総合体育大会水泳競技女子400ｍ自由形6位(8月23日)

第４７回中四国理科教育研究大会(11月11日)

平成24年度 18 515 竣工式・新校舎見学会（4月7日）

香川県教育委員会研究指定「学力定着モデル校事業」

観音寺市教育委員会研究指定「人権・同和教育」「子ども読書活動推進」

平成25年度 18 512 三観中研教科外研究会　養護部会研究会(11月14日)

平成26年度 18 501 香川県教育委員会研究指定「学力向上モデル校事業（分かる授業づくり）」

第30回香川県中学校教育研究会技術・家庭科部会研究大会（11月6日）

平成27年度 矢野　尊章 18 493 第35回全国中学生人権作文コンテスト　奨励賞（12月5日）

平成28年度 18 496 第17回地球環境世界児童画コンテスト　国内入選（8月17日）

全国中学校総合体育大会水泳競技女子400ｍリレー出場

平成29年度 18 490 全国中学校総合体育大会水泳競技女子100ｍバタフライ2位（8月19日）

第44回全日本中学校陸上競技選手権大会女子4×100ｍリレー出場（8月20日）

第48回中国・四国音楽教育研究大会（10月27日）

三観中研教科研究会　国語部会研究会（11月17日）

平成30年度 十河　聖司 17 469 三観地区中学校教育研究会総合研究会（11月16日）

第26回全国中学校駅伝大会女子陸上競技部出場（12月16日）

第20回全国中学選抜卓球大会男子卓球部出場（3月23・24日）

令和元年度 18 488 三観中研教科外研究会　特別支援教育研究会（11月8日）

令和２年度 16 486 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校（4月13日～5月31日）

三観中研教科研究会　社会科部会誌上発表

令和３年度 三好　健浩 18 515 GIGAスクール構想による生徒一人一台端末等整備

第2９回全国中学校駅伝大会女子陸上競技部出場（12月1９日）
令和４年度 牧野　雅弘


