
沿革の概要 
平成１０年度 

   ４月  篠山町立城東中学校と篠山町立多紀中学校を統合し、新設開校する。 

                   初代校長 田 邊 一 男 校長着任 

                   生徒数  １年１102 名 ２年 117 名  ３年 121 名    計３４０名     

平成１１年度 

   ４月  多紀郡４町合併により篠山市となり篠山市立篠山東中学校となる。 

   ７月  県総合体育大会（陸上部、男女卓球部出場） 

平成１２年度 

７月  県総合体育大会（男子バレー、女子陸上部、女子卓球部出場） 

１０月  新コンピュータ取り付け工事 

平成１３年度 

   ４月    第二代校長 石 田 敦 信 校長着任 

   ８月    近畿総合体育大会     北田真奈美 走り幅跳び   優勝  

                                                          遠山 美奈  女子８００ｍ          ５位  

   ９月  県少年の主張大会     荒木 里紗  最優秀賞                       

１０月  全国ジュニアオリンピック陸上大会   三河 有葵  走り幅跳び ３位 

平成１４年度                      

   ４月        文部科学省指定 学力向上フロンティア事業研究指定を受ける。 

   ８月        第２９回全日本中学陸上競技選手権大会出場 

                    桑形飛鳥 女子三種競技 Ａ ８位（近畿４位、県２位） 

                          三河有葵 走幅跳び  ７位（近畿２位、県優勝） 

              山田傳二 砲丸投げ 優勝（近畿優勝） 

                                   森田智貴  ８００ｍ 準決進出(近畿優勝） 

  １０月        第５７回国民体育大会出場 

           陸上競技 少年男子Ｂ砲丸投げ  山田傳二  ４位 

１０月        第３３回ジュニアオリンピック出場   山田傳二  砲丸投げ ３位         

                                      森田智貴  ８００ｍ ８位         

１１月        校訓「創造・克己・愛郷」を策定する。 

  １２月  全国中学生人権作文コンテスト 

           野坂浩一 法務大臣政務官賞（兵庫県最優秀賞） 

  １２月        バレーボールジュニアオリンピックカップ 

       第１６回全国都道府県対抗中学大会選手として 粟野有太 出場 

平成１５年度 

      ７月     縦割り総合学習「里山探検」実施 

      ７月        兵庫県中学校総合体育大会(野球部 ３位、 陸上部・女子卓球部出場) 

      ９月  第三代校長 荻 野 益 美 校長着任 

１１月     県中学校新人体育大会 （男子ソフトテニス部出場） 

１１月        税に関する作文       佐々木陽平  大阪国税局長賞受賞 

平成１６年度 

     ５月        光ファイバーIT 有害情報プロテクター設置 

     ６月   「行動連携事業」会議開催（１２月、３月も実施）   

     ７月  県中学校総合体育大会(男子ソフトテニス部、陸上競技部出場）          

１０月     「学力向上フロンティア事業」研究発表会開催         

平成１７年度    

     ６月   「行動連携事業」会議開催（１２月、３月も実施） 

     ７月  県総合体育大会（男子ソフトテニス部出場） 

９月    縦割り総合学習「生徒消防団活動」実施          

     ２月     篠山市教育委員会指定研究事業「英語科」研究会 

平成１８年度 



      ７月    県総合体育大会(陸上競技部出場） 

   ９月    兵庫県中学校陸上競技選手権大会 男子走り高跳び ３位 松本純平 

１０月          縦割り総合学習 「里山探検」「福祉奉仕活動」実施 

１２月    全国人権作文コンクール兵庫県予選 優秀賞 田畑 麗香（３年） 

１２月          バレーボールジュニアオリンピックカップ 

      第２０回全国都道府県対抗中学大会選手として 中馬 亮 出場 

   ３月      青山賞受賞  中馬亮（バレーボール ジュニアオリンピック出場） 

 

平成１９年度 

   ４月      第四代校長 水 井 廉 雄 校長着任 

      ４月   文部科学省主催 全国学力・学習状況調査 

      ９月   創立 10 周年記念式典及びキンコンカンコンサート 

      ２月      問題を抱える子ども等自立支援ネットワーク会議  

   ３月      福祉施設２箇所に車いすを寄贈（生徒会） 

平成２０年度 

   ８月   近畿中学陸上大会 男子 800M ５位 井上隼輔（３年） 

１０月         丹有中学新人大会 野球部優勝 県大会出場 

１１月   兵庫県中学校駅伝大会出場（丹有地区５位） 

１２月         兵庫県中学校新人卓球大会出場 山田隼人（２年） 

１２月   全国人権作文コンクール兵庫県予選 優秀賞 桑形郁美（２年） 

１２月   問題を抱える子ども等自立支援ネットワーク会議 

   ２月         PTA より寄付（防犯カメラ３基，センサーライト３基） 

平成２１年度 

１０月  丹有中学新人大会 野球部優勝 県大会３位 

１２月  兵庫県中学校新人卓球大会出場（女子卓球部）                             

１２月  兵庫県人権作文コンクール優秀賞 吉田大樹（３年）       

   ３月  篠山市学力活性化事業表彰（国語科） 

平成２２年度 

   ４月  第５代校長 松 本 清 一 校長着任 

          学校ホームページ改訂 

     ６月   第１０回全日本中学校ソフトボール兵庫県大会出場 

  ７月   通信陸上競技 松本慎也 走幅跳 6.53m 

                          細見 樹 800m  2'00"54２人全国へ通信陸上競技 

                      県総合体育大会バレーボール部出場 

   ８月  全日本中学校陸上競技選手権大会 共通男子走幅跳第８位入賞 

                      西阪神地区吹奏楽コンクール 銀賞                         

  １１月  ソフトボール部県新人大会出場 

 

 

平成２３年度 

      ６月  第１１回全日本中学校ソフトボール兵庫県大会出場 

      ７月  篠山東中学校区小・中連携教育交流会 

          県総合体育大会（女子ソフトボール部出場） 

      ８月  第５８回兵庫県吹奏楽コンクール西阪神地区大会  金賞 

１１月        幼小中造形教育展 兵庫県 入選 （小畠陽紀） 

平成２４年度 

   ４月  第６代校長 赤 井 敏 博 校長着任 

     ６月  第１２回全日本中学校ソフトボール兵庫県大会出場 

   ７月  篠山東中学校区第１回小・中連携教育交流会 

  １１月  ソフトボール部県新人大会出場 

       認知症サポーター研修会（5,000 人達成記念） 



 １２月  篠山東中学校区第２回小・中連携教育交流会  

  ２月  三宅剣龍賞受賞 ３年（清水千瑛）７月                         

平成２５年度 

       ７月  県総合体育大会出場（ソフトボール部 ３位・女子卓球） 

         （水泳：野々口慎也 100m・200m背泳ぎ 優勝 大会新） 

  ８月  全国大会（水泳：野々口慎也 100m・200m背泳ぎ３位）（近畿・県：優勝） 

                       全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ水泳大会（水泳：野々口慎也 100m・200m背泳ぎ 優勝） 

           全日本中学校ソフトボール大会出場（１回戦突破）（兵庫県大会第３位） 

 １１月  県駅伝競走大会 男子駅伝部出場（丹有地区６位） 

        兵庫県ゆずりは賞受賞 野々口慎也（水泳） 

  ２月  みどり賞受賞 ソフトボール部・野々口慎也    

                        文科省指定研究 研究発表会 

平成２６年度 

  ７月  県総合体育大会出場（野球部） 

  ７月  西阪神地区吹奏楽コンクール 金賞 

 １１月  県駅伝競走大会 男女駅伝部出場（男子９位）２区区間賞(清水翼) 

平成２７年度 

  ４月  第７代校長 森 田 恭 弘 校長着任 

８月  近畿中学校総合体育大会陸上競技 共通男子走幅跳び出場 内藤裕希 

９月  ホームページ改訂 

１１月  県駅伝競走大会 男女駅伝部出場 

１２月  兵庫県人権作文コンクール 優秀賞 今西朋香  奨励賞 中川拓紀 

  ２月  三宅剣龍賞 堀彩美  

平成２８年度 

７月  県総合体育大会出場（女子ソフトボール部） 

 １１月  県駅伝競走大会 女子駅伝部出場 

１１月  篠山市教育委員会指定研究授業 

         「生徒同士が学び合い深め合う授業を目指して ～活動・協同・表現～」 

 １２月  兵庫県人権作文コンクール 優秀賞 中川拓紀 

 

 

 

 

平成２９年度 

４月  第８代校長 溝 端 洋 美 校長着任 

５月  全日本少年軟式野球大会兵庫県予選 第３位 

７月  創立 20 周年記念式典及び遠山恵トーク＆ライブ開催（7/12） 

      通信陸上競技大会 共通男子 110mH 粟野聖瑳 標準記録突破 全国大会へ 

８月  近畿中学校総合体育大会（陸上：細山太志 共通男子 1500m 第３位） 

    全日本中学校陸上競技選手権大会 共通男子 110mH 粟野聖瑳出場 

１１月  県駅伝競走大会 男子駅伝部出場 １区区間賞 細山太志 

１１月  篠山市教育委員会指定研究授業 

      「生徒同士が語り合い、学び合い、深め合う授業を目指して ～活動・協同・表現～」 

１２月  兵庫県人権作文コンクール 優秀賞 中川拓紀 

 ２月       U20 日本室内陸上競技大会大阪大会 中学男子 60mH 第６位 粟野聖瑳  

     みどり賞受賞 細山太志 

平成３０年度 

  ７月  県総合体育大会出場（陸上競技部 女子ソフトボール部 ベスト８） 

  ９月  県新人大会陸上競技大会 走り幅跳び 第３位 桑形奈央 

 １１月  篠山市教育委員会指定研究授業 

       「学びをつなぐ力を高まる授業をめざして～受けとめる・伝え合う・重ね合わせる～」 



令和元年度 

  ７月  県総合体育大会出場（陸上競技部 ソフトテニス部 女子ソフトボール部 第３位） 

 １０月  県新人大会ソフトボール大会（篠山中学校と合同チーム）ベスト８ 

 １１月  県駅伝競走大会女子駅伝部出場 

      ひょうご学力向上推進プロジェクトに係る 

      「主体的・対話的で深い学び」授業改善促進事業 

      「学びをつなぐ協同学習～気付き 伝え 深める～」 

  １月  普通教室空調設備整備工事 

令和２年度 

 １１月  県新人大会ソフトボール大会（篠山中学校と合同チーム）第３位 

 １１月  道徳教育実践研究事業中間発表 

      「対話を通して生き方について考えを深める道徳科の授業」 

        ～人権教育の視点を生かした授業（対話）づくり～ 

      共同学校事務を通じた事務機能の強化 

      「共同学校事務の推進に向けた課題の明確化と事務機能の強化」 

        ～校種間の連携による機能強化と学校事務の役割の共有による組織内連携の推進～ 

      特別教室空調設備整備工事 管理棟等空調設備整備工事 

  ３月  放送設備・自動火災報知設備更新工事 

      一人一台 PC 端末設置 

令和３年度 

４月  第９代校長 足 立 貞 治 校長着任 

  ６月～１２月   

校舎大規模改修 

 １１月  道徳教育実践研究事業発表 

      「対話を通して生き方について考えを深める道徳科の授業」 

        ～人権教育の視点を生かした授業（対話）づくり～ 

      共同学校事務を通じた事務機能の強化 

      「共同学校事務の推進に向けた課題の明確化と事務機能の強化」 

        ～校種間の連携による機能強化と学校事務の役割の共有による組織内連携の推進～ 

１１月  第３２回兵庫県中学校新人ソフトボール競技大会 準優勝 


