学校沿革の大要
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昭和54. 2.12
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昭和55. 7.14
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8. 1
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7.23
9. 3
11.15
昭和59. 1. 1
4. 1
昭和60. 6.20
8. 7
昭和61. 4. 1
昭和62. 7.26
9. 7
昭和63. 3.31
7.28
10. 3
11.25
平成元. 3. 5
10. 2
11.16
11.18
平成 2. 1.31
3.22
7.29
8.10-18

小田島、長瀞両中学校の統合により東根町立第二中学校創立
市制施行により東根市立第二中学校と校名変更
校舎建設第１期、２期工事着工
工事竣工
校歌（芳賀秀次郎作詞、海鋒義美作曲）制定発表会
特別教室の第４期工事着工
工事竣工
制服制定
県教委委嘱研究（技・家）公開発表
健康優良校で県教委表彰受賞
ＰＴＡ活動功績により県教委表彰受賞
県学校環境緑化コンクール特選（40、41、42年と３年連続受賞）
全日本学校環境緑化コンクール入選（同 上）
個人差における学習指導研究公開
プール完成
県技術・家庭科研究大会開催
創立10周年記念式典（国旗掲揚塔及び校門設置）
県社会科教育研究大会開催
健康優良校県１位受賞
校庭拡張
ＰＴＡ新聞創刊
創立15周年記念式典
県学校環境コンクール第１位（全日本同入選）
環境緑化再整備事業に着手
補助グランド整備完了
子ども銀行県知事賞受賞
県学校新聞コンクールで「希望」最優秀賞
創立20周年記念式典（オフセット、VTR）
中学新人県北大会卓球男子団体優勝
県中学総体ソフトボール優勝（東北大会出場）
プールのビニール張り替え
中学新人県北大会ソフトボール優勝
校舎改築整備促進委員会発足
県中学総体ソフトボール優勝
物置小屋、体育用具小屋改修
県中学総体ソフトボール優勝 東北大会3位
バックネット張り替え
狩猟の散弾 北校舎廊下のガラス破損
学校周辺の白水川堤防が６年間狩猟禁止区域に指定
生徒ボランティア活動普及協力校の指定（県社会福祉協）を受ける
プールのビニール張り替えとプールサイドの補修工事
県中学総体ソフトボール準優勝 東北大会に出場
67国体中学校運動部部活動堆進校の指定（ソフト）を受ける
地区中学総体ソフトボール11連勝（県大会3位）
創立30周年記念事業実行委員会発足（折りたたみイス300脚設置）
グラウンド排水工事
県公衆衛生大会 会長賞受賞
創立30周年記念式典
県健康優良校 最優秀校（9学級以下）受賞
市青少年市民会議 善行賞受賞
中学新人県北大会 ソフトボール優勝
学校安全功労校 文部大臣賞受賞
グラウンド照明灯設置
学校用地買収（校地西側）
東根二中同窓会機構整備再スタート
全国少年軟式野球東北大会優勝
東北中学選抜体育大会 ソフトボール優勝 全国大会（高知）出場

平成 3. 9.19
9.28
10.15
平成 4. 7.18
8. 7
10.1-5
11.15
平成 5. 6. 1
8. 9
8. 2
11.21
平成 6. 7.23
8.7-10
9. 1
平成 7. 7.24
10.15
10.17
10.22
平成 8. 6.20
7. 9
7.21
10.17
12.16
平成 9. 7.15
10.19
11. 6
11.29
平成10. 7.25
8. 3
10.23
11.17
平成11. 1.31
5.31
9.14
9. 2
9.22-25
9.27
平成12. 2.10
3. 6
3.14
3.31
4. 6
4.14
6.15
7.28
7.21
8. 3
8.18
9. 2
9.23
9.29
10. 2
10.22
11. 1
11. 1
11.11
12. 2
12.15

青少年赤十字（ＪＲＣ）に加盟
地区中学新人総体 バスケ・女子卓球団体優勝 野球準優勝
市教委委嘱公開研究発表会
県中学総体 ソフト優勝 バスケ3位
東北大会 ソフト・水泳出場
国体協力（炬火リレー、開閉会式、クレー、ハンド応援）
中学新人県北大会 バスケ優勝
全国河川愛護賞受賞
東北大会 水泳出場
日本ＰＴＡ全国研究大会発表
中学新人県北大会 バスケ優勝
県中学総体 水泳（個人）、陸上（低学年リレー）入賞
東北大会 陸上、水泳出場
ＰＴＡ東北表彰受賞
県中学総体陸上800ｍ入賞
県中学新人総体北ブロック大会 ソフト優勝
かんぽ作文コンクール 東北郵政局長賞受賞
県中学新人総体 決勝大会 ソフト２位
山銀教育振興基金よりロッカー10台寄贈
カンボジア教育視察団来校
県中学総体 バスケ・ソフト３位
文部省指定武道指導推進校公開研究発表会
新制服デザイン決定
大修館賞全国中、高校生作文コンテスト 優秀賞受貰
県中学新人北ブロック大会 男子卓球団体 ３位
全国学校保健体育優良校を受賞
高松宮杯全国中学校英語弁論大会 決勝大会出場
県中学総体陸上 女子砲丸投 ２位
二中学校建設 起工式
廃棄物減量化再生利用の活動に対し県知事より表彰を受ける
税に関する作文 東北納税貯蓄組合連合会長賞受賞
校舎建設に関わり体育館南松林伐採
新体育館建設 起工式
新校舎完成
旧校舎、新校舎航空写真撮影
新校舎移転作業
新校舎入校式
新体育館完成
建設委員会より新校旗寄贈
入校式
外溝工事完成
屋外教育環境整備工事完了
グランド工事完了
プール工事完了
新築落成記念式・記念祝賀会
県中学総体 体操男子個人総合 ４位､剣道男子個人 ５位 東北大会出場
東北中学総体 剣道個人（ベスト１６位）、体操個人
県こども美術展 県展賞・奨励賞
明るい選挙啓発ポスター 県特選
県少年弁論大会 努力賞
全日本中学校英語弁論大会 県大会暗唱の部 努力賞
県防犯広報作品コンクールポスターの部 最優秀、標語の部 優秀
県中学新人総体 体操男子総合第２位
税に関する作文コンクール 東北地区納税貯蓄組合連合会長賞
青少年読書感想文県コンクール 最優秀賞
歯・口の健康に関するポスターコンクール 県１位
市青少年育成市民会議より 生徒会善行表彰
防災ポスターコンクール 全国入選

平成13. 2. 9
2.22
2.26
5. 3
6.23
7. 7
7.21
8. 9
9. 1
9.18
10.11
10.25
11.18
12. 2
12. 8
平成14. 2.22
5. 3
5.23
6.16
7. 3
10.17
10. 2
10.26
10. 3
11.23
平成15. 5. 3
6.15
7.21
10.17
10.26
11.17
平成16. 5. 3
6. 2
9. 7
9.26
平成17. 2.14
6.19
8. 2
9.19
11.16
11. 7
平成18. 6.18
7. 2
7.23
8. 8
9. 2
11. 8
平成19. 6.17
7.12
10.14
10. 2
11. 4
11.14
12. 5

青少年読書感想文 全国入選
省エネルギーポスター東北地区 努力賞
新築落成記念事業実行委員会解散式・東根市立第二中学校建設委員会解散総会
県通信陸上中学女子走高跳第２位
エアコン取り付け工事
国体陸上県予選走幅跳少年Ｂ第３位
県中学総体 野球第２位･陸上男子走幅跳第４位・陸上女子走高跳５位・体操男子個人総合第２位あん
馬２位床２位
東北中学総体 野球第３位
県こども美術展奨励賞
環境整備委員会発足
県防犯広報作品コンクールポスターの部優良、全国納税貯蓄組合連合会長賞
宝くじ松植樹祭
市青少年市民会議 善行賞受賞
全国中学生人権作文コンテスト県大会奨励賞
県明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀賞
全国読書感想画コンクール奨励賞
県通信陸上中学男子走高跳第２位
地区中駅伝大会男子３位(県大会出場)
地区中学総体 野球、卓球女子優勝 (県大会出場 団体＝野球、卓球男女、ソフトボール、バレーボー
ル、個人＝陸上男子、剣道男女、卓球女子、体操男子）
省エネルギー教育推進モデル校指定(平成14年度～16年度)
最北地区道徳研究会
大ケヤキ全国書道絵画展絵画の部最優秀団体賞受賞
県中新人総体決勝大会ソフトボール第２位
税についての作文 村山税務署長賞､東北納税貯蓄連合会長賞
明るい選挙啓発ポスター推進運動50周年記念賞
県通信陸上中学女子走幅跳第１位､男子走高跳第２位
地区中学総体 剣道女子優勝 (県大会出場 団体＝剣道女子、野球、卓球男女、ソフトボール、バレー
ボール、陸上男子低リレー 個人＝陸上男子、剣道男女)
県中総体 男子三種競技Ａ第２位（東北大会出場）
東北地区道徳研究会授業提供・文部科学省・市教委委嘱道徳教育推進校発表
県中新人総体決勝大会ソフトボール第３位
税についての作文 全国納税貯蓄連合会優秀賞
第２５回上山市スポーツマニア杯争奪中学女子ソフトボール大会 優勝
地区中学総体 剣道女子優勝 (県大会出場 団体＝剣道女子、卓球男子 個人＝水泳、卓球男女、陸
上男女、剣道女子)
第５６回北村山中高英語弁論大会スピーチ部門 最優秀賞（県大会出場）
クリーンピア共立標語コンクール 最優秀賞
東根市体育協会表彰「第５７回山形県中学校陸上選手権大会」（走り幅跳び第１位、ジュニアオリンピック
出場）
地区中学総体 ソフトボール優勝 （県大会出場 団体＝ソフトボール 個人＝剣道女子、水泳男子、陸
上男女）
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール山形県大会 奨励賞
ＴＢＣこども音楽コンクール 重唱の部 優良賞
税についての作文 感謝状、山形県納税貯蓄連合会長賞、村山税務署長賞
おいしいごはんポスターコンクール 学校賞
地区中学総体 卓球男子、剣道女子準優勝（県大会出場 団体＝卓球男子 個人＝卓球女子、剣道男
女、水泳男子、陸上男女）
県通信陸上 男子４種競技第２位、男子４００Ｍ第３位、男子１１０ＭＨ第３位、女子走幅跳第４位
県中学総体 陸上男子４種競技第３位、男子４００Ｍ第４位 女子走幅跳第３位（東北大会出場）
東北中学総体 陸上女子走幅跳第５位
県こども絵画展 県展賞
税についての作文 山形県納税貯蓄連合会長賞
地区中学総体 卓球男子、剣道女子準優勝 （県大会出場 個人＝卓球男子、剣道女、陸上女）
創立５０周年実行委員会発足
大ケヤキ全国書道絵画展書道の部優秀団体賞受賞、朝日新聞山形支局長賞
県中新人総体北ブロック大会 卓球男子第３位
創立５０周年記念花壇づくり
税についての作文 山形県納税貯蓄連合会長賞
全国中学生人権作文コンテスト県大会 優秀賞、山形新聞社賞

平成20. 6.22
9.27
10.25
11. 9
平成21. 1. 6
6.22
9.26
9. 1
11頃
平成22. 5.18
6.19.20
9.29
12.12
平成23. 3.11
3.20
6.19
9.18
平成24.5.17
6.16-17
9.15
8.27
平成25.5.16
6.15-16
7.20-21
8.9-10
7.18
7.31
9.14
10.10
平成26.6.14-15
7.5-6
7.19-20
8.7-9
8.17-20
9.27-28
10.18
11.2
平成27.6.20-21
7.4-5
7.24-27
8.7-9
8.18-21
9.26-27
10.15
10.17
10.23-25

地区中学総体 卓球男子優勝、卓球女子団体第３位、男子バスケ第３位、ソフトボール第３位、剣道女子
団体第３位 （県大会個人出場 水泳、卓球男女、陸上男女）
地区中新人総体 剣道女子団体優勝、卓球女子団体優勝、女子バレーボール第２位、軟式野球第２
位、男子バスケ第３位
創立５０周年記念式典
創立５０周年記念植樹
地区読書感想画コンクール最優秀賞
地区中学総体 卓球女子団体優勝 剣道女子団体優勝 野球第２位 ソフトボール第２位 男子バスケッ
トボール第３位（県大会個人出場 陸上男女、卓球女子、剣道女子）
地区中新人総体 ソフトボール第２位 男子バスケットボール第３位 剣道女子団体第３位 卓球男女団
体第３位 （県大会個人出場 剣道女子、卓球男子）
全国都道府県対抗都市駅伝出場
全国（世界）的に新型インフルエンザ流行。学級閉鎖相次ぐ。
北村山地区中学校駅伝大会 男子 優勝（大会新記録）、女子 第４位
地区中学総体 ソフトボール・女子剣道第１位、バスケットボール第３位（県大会個人出場 陸上・相撲）
地区中新人総体 バスケットボール 第２位 （県大会個人出場 男子剣道）
人権作文コンテスト山形県大会 優秀賞
東日本大震災（Ｍ9.0）東根は震度５弱。体育館渡り廊下にわずかなずれ。その後も余震続く。
職員室にエアコン２台設置
地区中学総体 男子バスケットボール優勝 水泳２００・４００Ｍ自由形第１位 剣道男子団体第２位 野球
第３位 陸上女子８００Ｍ第２位 卓球女子団体第３位
地区中新人総体 ソフトボール・男子バスケットボール優勝 （県北大会個人出場 男子・女子剣道 男
子・女子卓球）
地区中駅伝大会 男女とも準優勝で県大会出場
地区中総体 男子バスケットボール優勝 女子卓球部第３位 （県大会個人出場 女子卓球 男女陸上
男子剣道）
県中駅伝大会出場 男子第２０位 女子第２４位
同窓会より運動会優勝・準優勝カップ寄贈。
地区中駅伝大会 男子第２位（県大会出場） 女子第５位
地区中総体
県中総体 男女卓球・男女陸上 出場
東北中総体 男女陸上 出場
大雨洪水警報発令。本校が吉田・荒小屋・舞台地区民の避難所に。武道場に約200人が避難。
普通教室６、特別支援学級教室２、校長室にエアコン設置
県中駅伝大会出場（男子）
自転車小屋に照明設置
地区中学総体 卓球男女団体第2位、個人戦男子第3位、女子第5位（3名）、陸上女子1年100m、 2年
100m、200m優勝、四種競技第2位、水泳女子200m個人メドレー第2位
全日中通信陸上大会 女子100m、200m全国大会出場決定
県中学総体 男女卓球・女子水泳・女子陸上 出場
陸上女子1年100m第４位、２年100m第2位、200m第2位、四種競技第5位
東北中学総体 陸上女子200m優勝
全国中学総体 陸上女子100m、200m 出場
地区中新人総体 剣道女子団体優勝（県北大会女子団体・男女個人出場） 卓球男子団体2位、女子個
人優勝（県北大会男子団体・男女個人出場） 陸上競技 女子1年100m、2年100m、200m優勝（県中学
校陸上競技選手権大会女子個人、女子リレー出場）
県中学校陸上競技選手権大会 女子2年100m、200m優勝
第４５回ジュニアオリンピック陸上競技大会 ABC共通4×100R出場
地区中学総体 ソフト第3位、卓球女子団体第2位、個人戦 男子第３位、女子優勝、第3位、剣道女子個
人戦第3位、陸上女子2年100m、3年100m、200m、100mH優勝、200m第2位
全日中通信陸上大会 女子100m、200m全国大会出場決定
県中学総体 男女卓球・女子剣道・女子陸上 出場
卓球女子個人第５位、陸上女子総合優勝、陸上女子３年100m、200m優勝、２年100m、200m第3位、
100mH第6位
東北中学総体 女子卓球個人、女子陸上 出場
陸上女子総合第5位、陸上女子200m優勝、200m第５位
全日本中学校陸上競技選手権大会 女子陸上100m、200m 出場 女子200m第7位
地区中新人総体 剣道男子団体第２位、個人優勝（県北大会男子団体、個人出場） 卓球女子個人第5
位（県北大会男女個人出場） 陸上競技 女子2年100m、200m、走高跳優勝 100mH第２位（県中学校
陸上競技選手権大会女子個人出場） ソフト第3位
市教育委員会委嘱公開研究会
県北大会 剣道男子個人決勝大会出場獲得 県中学校陸上競技選手権大会 女子200m優勝
ジュニアオリンピック 女子A200m優勝、女子ABC４×100mR 第8位

平成28.3.11
2.10-3.28
6.18-19
7.22-24
8.8-9
8.22-23
8.30
12.8-12.20
11.1-平成29.3.29
平成29.2.16-3.29
6.24-25

7.21-23
9.30-10.1

11.6
H30.3

LED外灯設置，AED体育館玄関新規設置
体育館武道場天井等落下防止改修工事
地区中学総体 剣道男子第2位、個人戦男子第2位、ソフト第３位、バレー第３位、卓球女子個人戦第３
位、男子ベスト６、陸上男子800m第7位、4×100mR第７位、陸上女子3年100m、200m、100mH、走高跳
優勝、1年100m第4位、4×100mR第2位、水泳女子100m、200m平泳ぎ優勝
県中学総体 男女卓球個人・男子剣道団体、個人・女子陸上・女子水泳 出場
陸上女子3年100m第4位、200ｍ優勝、100mH第6位、走高跳第7位、4×100mR第8位
東北中学総体 女子陸上 出場 陸上女子200m第3位
全日本中学校陸上競技選手権大会 女子陸上200m 出場
台風10号の接近に伴い臨時休業
消防設備設置工事
東根市防災無線設置工事及び運用開始
公共下水道接続工事
地区中学総体 卓球女子団体第1位、卓球男子団体第2位、野球第3位、剣道女子団体3位、卓球女子
個人第2位、第3位、第5位、卓球男子個人第5位、陸上男子800m第4位、男子砲丸投第2位、女子走幅
跳第１位、第4位、女子２年１００m第４位、女子1年１００m第１位、女子１年1500m第2位、男子共通4×
100mR第７位、女子共通4×100mR第７位
県中学総体 女子1年1500m第７位、卓球男女団体、個人、陸上男子800m、男子砲丸投、女子走幅跳出
場
地区中新人総体 卓球女子団体第2位、ソフト第3位、卓球男子個人第5位、卓球女子個人第2位、第3
位、陸上女子800m第1位、女子2年100m第4位、女子1年1500m第1位、男子110mH第5位、男子走高跳
第6位、第8位、男子四種競技第6位、男子砲丸投第4位、女子四種競技第7位、女子走幅跳第4位、第5
位、女子共通4×100mR第5位
北村山教育賞 女子受賞（バレエ）
生徒・教職員用昇降口タイル補修着工、完成

