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学校沿革の概要 

【 沿革の大要 】 

  昭和２２・５．１  清水町立清水中学校開校（足摺岬分校設置） 

                      初代校長 北代 周造 着任 

                      教育改革により新制中学として清水尋常高等小学校及び 

                      清水青年学校跡使用 

 

 昭和２３・４．１  第２代校長 山本 茂 着任 

            ８．１    足摺岬分校独立 

 

 昭和２４・２．２２ 県指定職業家庭科発表会 

 

  昭和２６・２．２６ 県指定文部省委嘱社会学級講座研究発表会 

            ６．２０ 新校舎１２教室落成 

 

 昭和２７・10．２９ 新校舎１４教室落成 校庭拡張 

 

 昭和２８・４．７    第３代校長 立道 正晟着任 

            ５．２３  校歌制定 作詞者 北見志保子来校 

 

 昭和２９・１．１４ 文部省理科教育新興法に基づき指定校となる 

            11．１９ 台風１２号被害調査のため文部省学校視察 

 

 昭和３１・２．１４ 学校林植樹（杉・桧６，０００本） 

            ４．１  第４代校長 橋本 義雄着任   生徒数 ９６３名 

            ７．１８  体育館落成 

 

 昭和３６・３．１０ 校舎増築 

            ４．１    第５代校長 佐野 幽雄着任 

 

 昭和４０・４．１  第６代校長 土居 喜久馬着任 

 

 昭和４１・４．１  第７代校長 橋本 義雄着任 

 

 昭和４２・４．４  体育館補修工事 

 

  昭和４３・２．２９ 市教委指定研究発表会 

            ４．１  第８代校長 平林 健松着任 

            10．１  市議会校舎移転を決定 

 

昭和４４・３．５  市教委指定研究発表会「注意集中度を高める研究」 

 

 昭和４５・３．２  校舎新築落成 移転 土佐清水市浦尻４番１号 

 

  昭和４６・９．８  築山（第１次）完成 

 

  昭和４７・４．１  体育館落成 

 

  昭和４９・４．１  第９代校長 前田 晴明着任 

 

  昭和５０・５．３０ 自転車置場１次工事完成 

            11．１２ 学校土手完成 
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 昭和５３・４．１  第 10代校長 川島 訓一着任 

 

  昭和５４・２．１９ さつき花壇完成 

            11．２５ 憩いの庭園完成 

 

  昭和５５・２．１５ 文部省指定「生徒指導」研究発表会 

 

  昭和５６・４．１  第 11代校長 岡田 尊着任 

            ８．１０ し尿処理場跡撤去工事完了 

            ８．３０ 校舎窓枠取り替え工事（1次）完了 

                      外周ブロック・フェンス工事完了 

                      テニス・バスケットコート工事完了 

 

 昭和５７・８．   東中庭舗装 

            ８．３０ 校舎窓枠取り替え工事（第２次）完了 

            12．２１ 格技館落成 

 

 昭和５８・４．１  第 12代校長 弘田 浩三着任 

            ８．   管理棟防水工事完了 

                      購買室移転新設 

                      焼却炉新設 

            ８．３０ 校舎窓枠取り替え工事（第３次）完了 

 

 昭和５９・８．３０ 校舎窓枠取り替え工事（第４次）完了 

８．   優勝旗・カップ飾棚新設（PTA） 

                      格技館周辺舗装工事完了（PTA） 

 

 昭和６０・９．２  プール落成式（中村高校水泳部来校） 

            ９．   プール大時計設置（ライオンズクラブ寄贈） 

            10．１０ 野球バックネット完成（PTA） 

            10．      印刷室 配膳室新設 

 

  昭和６２・10．   自転車置場改修工事（災害復旧工事） 

 

  昭和６３・４．１  第 13代校長 吉岡 楠雄着任 

            ８．      中庭藤棚完成（PTA) 

 

  平成１・５．１                      生徒数６６０名 

     ６．    南校舎正面大時計設置（西岡 広俊氏寄贈） 

 

  平成２・２．    焼却炉増設完成 

５．１                      生徒数６１２名 

          ６．１６  ふれあい広場（生徒公園）完成 

          ８．    校舎、体育館大規模改修（外装）完成 

          11．２５  PTA環境部ふれあい広場植樹 

 

  平成３・５．１                      生徒数５９３名 

     ７～８   校舎大規模改修（内装）完成 

 

  平成４・４．１   第 14代校長 井上 章着任 

          ５．１                      生徒数５３７名 

          ７～８   校舎大規模改修工事終了（体育館・電気配線） 

          11．        コンピューター室完成 
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  平成５・５．１                      生徒数４９４名 

     11．２８  中庭の整備完了 

 

  平成６・５．１                      生徒数４２９名 

     11．２０  職員室前花壇増設等 

 

  平成７・５．１                      生徒数４５８名 

     11．１９  校庭植樹・ベンチ作成 

 

  平成８・４．１   第 15代校長 岩井 修三着任 

      ５．１                      生徒数４５１名 

          ８．３０  体育館ドア工事完了 

                      職員室床張り替え工事完了 

                      ３階東天井工事完了 

 

 平成９・５．１                      生徒数４６４名 

 

 平成１０・５．１                     生徒数４１５名 

            ９．１  スクールカウンセラー配置 

 

 平成１１・５．１                     生徒数４０５名 

            ８．１３ 職員室床改修工事 

            ８．２７ 消火栓工事 

 

 平成１２・５．１                     生徒数３６２名 

 

 平成１３・５．１                     生徒数３５２名 

            ８．３１ 校庭電灯取り付け完了 

 

 平成１４・４．１  第 16代校長 村上 正大着任 

            ５．１                     生徒数３２８名 

                      県指定ピアサポート活動推進事業推進校指定 

            ６～７  プール改修工事 

 

 平成１５・５．１                     生徒数３１３名 

                      県指定ピアサポート活動推進事業推進校指定 

            11．１  新体育館落成・バックネット補修 

12．   職員室前部室・倉庫落成 

 

  平成１６・３．   相撲場落成 

５．１                     生徒数３１０名 

            ８．      教室内装工事 

 

  平成１７・５．１                     生徒数２９９名 

 

  平成１８・４．１  第 17代校長 弘田 浩三着任 

            ５．１                                          生徒数３０４名 

  平成１９・３．３０ 体育館通路補修工事 

 

  平成１９・４．２５ トイレ補修工事 

      ５．１                     生徒数３０１名 

      ６．   各学級に扇風機設置 

     １２．２５ 体育館通路補修工事 
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平成２０・４．１  中学校授業力向上実践研究モデル事業校指定 

     ４．１  中学校１年生 30人学級編制研究指定校 

     ５．１                     生徒数２９８名 

 

平成２１・４．１  新しい職を活用した研究モデル校指定・初任者配置校指定 

     ４．１  中学校１年生 30人学級編制研究校指定 

     ５．１                     生徒数２９２名 

     ５．１５ 目指せ！教育先進校応援事業実施 

 

平成２２・４．１  新しい職を活用した研究モデル校指定・初任者配置校指定 

     ４．１  中学校１年生 30人学級編制研究校指定 

４．１  中学校重点支援校 

     ４．１  学校図書館活動推進事業 

      ５．１                     生徒数２８８名 

 

 平成２３・４．１  初任者配置校指定 

４．１  中学校１年生 30人学級編制研究校指定 

     ４．１  学校図書館活動推進事業 

      ５．１                     生徒数２７０名 

 

平成２４・４．１  第 18代校長 矢野川 清着任 

４．１  初任者配置校指定 

     ４．１  学校図書館活動推進事業 

     ５．１                     生徒数２６７名 

 

平成２５・４．１  市内４中学校が休校 清水中に統合 

          校舎新築落成 移転 土佐清水市清水８５５番地７０ 

     ４．１  ことばの力育成プロジェクト推進事業 

     ４．２７ 落成記念式典を行う 

５．１                     生徒数３５０名 

 

 平成２６・４・１  第 19代校長 岡﨑 哲也着任 

      ４・１  夢いっぱいプロジェクト推進事業 

      ４・１  ことばの力育成プロジェクト推進事業 

      ４・１  土佐清水市連携型中高一貫教育推進事業開始 

      ５・１                     生徒数３４３名 

 

平成２７・４・１  夢いっぱいプロジェクト推進事業 

     ４・１  ことばの力育成プロジェクト推進事業 

     ５・１                     生徒数３０７名 

 

 平成２８・４・１  探求的な授業づくりのための教育課程研究校「図書館活用型」 

      ４・１  高知県実践的防災教育推進事業 

      ４．１  教科ネットワーク（土佐清水市・大月町・三原村） 本年度から 

      ５・１                     生徒数２７５名 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 平成２９年・４・１  探究的な授業づくりのための教育課程研究校「図書館活用型」 

       ４・１  高知県実践的防災教育推進事業 

       ４．１  中学校組織力向上のための実践研究事業研究校 

       ４．１  こうち子どもの体力向上支援事業 

       ５・１                     生徒数２５３名 

   

 平成３０年・４・１  中学校組織力向上のための実践研究事業研究校 

       ４・１  学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業 

       ４・１  連携型中高一貫教育推進校 

       ４・１  中学校教科ネットワーク構築事業 

       ４・１  「主体的・対話的で深い学び」を実現するための実践事業 

            及び「学力向上推進対策事業」 

       ５・１                     生徒数２４１名 

 

 平成３１年・４・１  中学校組織力向上のための実践研究事業研究校 

       ４・１  学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業 

       ４・１  連携型中高一貫教育推進校 

       ４・１  中学校教科ネットワーク構築事業 

       ４・１  みんながスター校内支援力アップ事業  

５・１                     生徒数２４０名 

 

 令和 ２年・４・１  中学校組織力向上のための実践研究事業推進校 

       ４・１  連携型中高一貫教育推進校 

       ４・１  「高知の授業の未来を創る」推進プロジェクト事業における 

授業づくり講座(社会)拠点校 

５・１                     生徒数２３５名 

  

令和 ３年・４・１  第 20代校長 斧川 哲也着任 

４・１  中学校組織力向上のための実践研究事業推進校 

       ４・１  連携型中高一貫教育推進校 

       ４・１  「高知の授業の未来を創る」推進プロジェクト事業における 

授業づくり講座(外国語)拠点校 

５・１                     生徒数２２９名 

 


