
９　篠栗中学校の沿革

　昭和22年4月新学制の施行にともない，篠栗町では篠栗中学校を創立する。勢門村では勢門
中学校を創立する。
　昭和30年4月町村合併により昭和31年4月1日，両中学校は統合され「篠栗町立篠栗中学校」
として発足する。
　昭和61年4月，生徒数増加のため篠栗北中学校を新設し分離する。

（1）  前身  篠栗中学校沿革
昭和22年 4月 篠栗町立篠栗中学校発足『篠栗町大字篠栗小字唐野4697」

4月 （初代）安部　虎雄　校長就任（篠栗小学校から）
16日 小学校を中学校校舎として開校

5月 保護者会結成，会長  加藤  賢道 氏
昭和23年 4月 父母教師会結成，初代PTA会長  藤  岩雄 氏

4月  　8日 新校舎落成（3,543坪）
昭和25年   　4月 2代目  ＰＴＡ会長  藤  武一郎 氏
昭和26年 2月 図書室・東便所を残し校舎全焼

3月 勢門中学校講堂等を借りて授業開始
4月 3代目  ＰＴＡ会長  二宮      勲 氏

昭和28年 4月 4代目  ＰＴＡ会長  藤    武一郎 氏
昭和29年 3月 小中学校落成

4月 （第2代）櫛田 貞雄 校長就任
5月 5代目  ＰＴＡ会長  二宮      勲 氏

（2）  前身  勢門中学校沿革
昭和22年 4月 勢門村立勢門中学校発足

4月 （初代）山邉 弥市 校長就任（神武原小学校から）
16日 勢門小学校南側校舎を中学校校舎として開校

5月 後援会結成，会長  今泉  八百吉 氏
昭和23年 5月 父母教師会結成，初代ＰＴＡ会長  原田  政之 氏
昭和24年 3月 新校舎落成
昭和25年 5月 2代目  ＰＴＡ会長  元岡  善吉 氏
昭和26年 5月 3代目  ＰＴＡ会長  橋爪  勇哲 氏
昭和27年 4月 （第2代）山田  正巳 校長就任

5月 4代目  ＰＴＡ会長  洲崎  晃一郎 氏
昭和28年 5月 5代目  ＰＴＡ会長  小西  民之助 氏

10月 第1回県指定研究発表会（29年11月  第2回発表）
昭和29年 4月 6代目  ＰＴＡ会長  早川  為治 氏
昭和30年 4月 町村合併により篠栗町立勢門中学校となる

4月 7代目  ＰＴＡ会長  戸井  正和 氏

（3）　篠栗中学校沿革
昭和31年 4月 篠栗中学校・勢門中学校統合して篠栗中学校発足
昭和31年 5月 新校舎竣工式（2階建・6教室・2棟）  統合式

7月 櫛田  貞雄  校長退職
7月  （第3代目）大橋  寛  校長就任
7月 6代目  ＰＴＡ会長  戸井  正和 氏
11月 校歌制定（作詞  持田  勝穂 氏，作曲  細川  潤一 氏），校旗制定

昭和32年 5月 7代目  ＰＴＡ会長  中島  命 氏
昭和33年 9月 運動場完成（3,000坪），  34年6月  2期工事完成
昭和34年 11月 体育館起工式（35年4月  竣工式）
昭和35年 4月 （教頭  陶山  寛）
昭和37年 5月 8代目  ＰＴＡ会長  阿部  幸四郎 氏
昭和38年 4月 （教頭  武内  善次）

12月 中教研特別研究発表

記



昭和39年 4月 大橋  寛  校長退職
4月 （第4代目）武内  善次  校長就任  （教頭  箱田  誠）

昭和40年 5月 9代目  ＰＴＡ会長  松田  利郎 氏
10月 九州・沖縄地区緑化推進協議会から表彰

昭和41年   3月 合併10周年記念式典岩石庭園・社会科庭園完成
5月 10代目  ＰＴＡ会長  小野  寵信 氏
10月 全日本中学校環境緑化コンクールで国土緑化推進委員会から表彰

昭和42年 3月 学校緑化により県知事賞受賞
5月 11代目  ＰＴＡ会長  牟田  良泰 氏

昭和43年 6月 12代目  ＰＴＡ会長  今泉  伴男 氏
昭和44年 3月 武内  善次  校長退職

4月 （第5代目）高橋  弘  校長就任  （教頭  藤  十郎）
昭和46年  4月 （教頭  清原  真美）

 5月 13代目  ＰＴＡ会長  青木  博人 氏
昭和47年 3月 高橋  弘  校長退職

4月  （第6代目）秋根  馨  校長就任
昭和48年 4月 （教頭  黒木  徳美）

11月 九州地区ＰＴＡから表彰
昭和49年 3月 秋根  馨  校長退職

4月 （第7代目）山邉  芳紀  校長就任
5月 14代目  ＰＴＡ会長  村島  重光 氏

昭和50年 9月 生徒会旗作成
昭和51年 4月 （教頭  藤井  正）
昭和52年 3月 山邉  芳紀  校長転任

4月 （第8代目）藤井  正  校長就任
5月 15代目  ＰＴＡ会長  古屋  修助 氏

昭和53年 2月  新校舎建設委員会発足
4月 （教頭  柳川  利穐）

昭和54年 4月  新校舎落成式  （校舎6,082㎥，体育館988㎥）        
5月 16代目  ＰＴＡ会長  松岡  隆 氏
11月 部活動部室完成（10室）

昭和55年 7月 日本歯科医師会から表彰（生徒の良い歯）
能登川町立能登川中学校修学旅行団来校

9月 旧校舎跡地に運動場新設教室にテレビ設置・岩石園完成
12月 運動場倉庫・便所完成

昭和56年 1月 バックネット完成
2月 「ひとりひとりの生徒がよくわかる授業をめざした研究」

県教育委員会表彰（理科部会）
3月 校舎と運動場間の町道廃止，校地となる  焼却場完成

藤井正校長退職
4月 （第9代目）兒嶋  正  校長就任  （教頭  宮鳴  一男）
5月 17代目  ＰＴＡ会長  臼井  徳義 氏
6月 自転車置場完成・教室にテレビ設置

昭和56年 8月 ハンドボール部　県大会優勝
3月 昭和57年 3月    能登川町立能登川中学校を修学旅行団訪問
4月  （教頭  西  邦俊）
5月 18代目  ＰＴＡ会長  松永  金吾 氏
6月 運動場東側防球ネット完成

昭和58年 1月 学校図書館部門奨励賞（運営と利用の部）受賞
3月 テレホンサービス機設置
5月 19代目　ＰＴＡ会長　二宮　章 氏

昭和59年 3月 兒嶋  正  校長転任
4月 （第10代目）稲永  忠  校長就任
5月 20代目  ＰＴＡ会長  栗須  幸夫 氏
11月 学校情報サービス部門第1位入賞（電々公社）

昭和60年 5月 21代目  ＰＴＡ会長  近藤  二三生 氏
昭和61年 4月 （教頭  横手  建治郎）  篠栗北中学校新設分離

8月 サッカー部県大会3位
昭和62年 3月 稲永  忠  校長転任



4月 （第11代目）長野  智久  校長就任
5月 22代目  ＰＴＡ会長  桐生  勝好 氏

昭和63年 5月  23代目  ＰＴＡ会長  飯島  勝吉 氏
平成元年 5月  24代目  ＰＴＡ会長  柳池  吉則 氏
平成 2年 3月 長野  智久  校長退職

4月  （第12代目）廣畑  伸暁  校長就任  （教頭  大橋  光）
5月  25代目  ＰＴＡ会長  牟田  雅覩 氏

平成 3年 5月 太鼓部発足（想灯  太鼓）
5月 26代目  ＰＴＡ会長  嶋    務 氏
12月 運動場の防球ネット高層化

平成 4年 4月 27代目  ＰＴＡ会長  工藤  渉 氏
10月 パソコン室設置（22台導入）  中庭に「いこいの広場」完成

平成 5年 3月 廣畑  伸暁  校長転任
4月  （第13代目）因  征四郎  校長就任
5月 28代目  ＰＴＡ会長  中村  譲治 氏

平成 6年 3月  因  征四郎  校長転任  大橋  光  教頭退職
4月  （第14代目）青木  弘允  校長就任  （教頭  伊藤  圭二）

29代目  ＰＴＡ会長  中島  広美 氏
6月 県教育委員会「マイスクール・マイタウン推進事業」研究指定校
8月 空調機設置（校長室・職員室・事務室）
10月 第46回福岡県理科研究発表会（理科部会）

平成 7年 4月 （教頭  牛島  修市）
5月 30代目  PTA会長  梶原  正人 氏

グランドピアノ寄贈（㈱豊鋼材より）
6月  部活動旗ＰＴＡより寄贈（8部）
9月 駐輪場新設
10月  学校花壇新設（ＰＴＡ）
11月 教室用花瓶  ＰＴＡ（篠栗中学校を励ます会）より30個寄贈

県教育委員会「マイスクール・マイタウン推進事業」中間視察
ウオータークーラー2台ＰＴＡより寄贈

平成 8年 2月  部活動旗ＰＴＡより寄贈（7部）
体育館暗幕設置

5月 31代目  ＰＴＡ会長  関  孝行 氏
6月 豊鋼材工業株式会杜より太鼓3個寄贈

2階西側女子トイレー部改修工事
8月 放送設備設置
10月 マイスクール・マイタウン推進事業研究発表会

平成 9年 1月 テント2張ＰＴＡより寄贈
2月 社会教育課より大型プランター寄贈（7台）
3月 青木  弘允  校長転任
4月 （第15代目）郡嶋  正弘  校長就任
5月  32代目  ＰＴＡ会長  野本  克昭 氏

県教育センター研究協力学校指定
6月 県教育委員会「環境教育」研究指定校（11年度まで）
9月 音楽室防音設備完成

各教室背面黒板取替（ＰＴＡ）
11月 社会教育総合センターで学社融合事業実施（選択教科）

平成10年 4月  （教頭  木森  信登）
5月  33代目  ＰＴＡ会長  山下  修一 氏
8月 和室・警備員室新設

平成11年 1月  和室壁時計ＰＴＡ寄贈
2月 ゴミ集積場新設
3月 パソコン導入（40台）
5月 34代目  ＰＴＡ会長  阿部  寛治 氏
10月 県教育委員会研究指定・委嘱研究発表会（環境教育）

平成12年 2月 西日本読書感想画コンクール3年大場麻理さん最優秀賞受賞（文部大臣奨励賞）
教室相談室Ⅰ，Ⅱ，整備
篠栗中学校県教育文化表彰受賞（団体の部）

3月 研究指定校表彰『環境を考え主体的に生きる生徒が育つ学習活動づくり』



平成12年 5月   5月 35代目  ＰＴＡ会長 三浦　正 氏
8月 トイレ改修工事（校舎，屋外）
11月  2000年篠中祭り（篠栗中学校同窓会）

平成13年 1月 雨漏り補修工事
福岡県学校図書館コンクール部門奨励賞受賞

3月  2000年篠中祭り実行委員会より「校旗」「演台カバー」を寄贈
郡嶋  正弘  校長転任

4月 （第16代目）岩﨑  陽一  校長就任  （教頭  赤尾  勝雪）
5月 36代目  ＰＴＡ会長  村嶋  秀樹 氏
7月 給食室増築工事起工式

平成14年 2月 駐輪場改修
給食室増築工事落成

4月 （教頭  高原  康吉）
5月 37代目 ＰＴＡ会長  博多屋  弘幸 氏
7月  職員用駐車場工事
8月  教室棟屋上補修工事
11月 町民マラソン大会参加

平成15年 3月  篠栗町主催  第1回上津江村植樹ボランティア参加（2学年）
5月 38代目  ＰＴＡ会長  西  宏円 氏
9月 3年教室出入り口ドア（運動場側）改修工事

ゴミ置き場周辺舗装工事
鍛錬遠足再開

10月 糟屋地区地教委連絡協議会委嘱・研究協力校
平成16年 『糟屋地区人権・同和教育実践交流会』

3月 篠栗町主催  第2回上津江村植樹ボランティア参加（2学年）
4月 （教頭  今泉  成人）

39代目  ＰＴＡ会長  梶原  秀康 氏
8月  職員更衣室改修工事
10月 篠栗町主催  第3回上津江村植樹ボランティア参加（2学年）
12月 岩﨑  陽一  校長  文部科学省  サンフランシスコ日本語補習校へ転任

平成17年 1月  （第17代目）今泉  成人  校長就任  （教頭  和田  誠一）
4月 40代目  ＰＴＡ会長  佛坂  孝二 氏
7月 3階  階段手摺り取り付け工事
9月 南極観測船「しらせ」より南極の氷贈呈

平成18年 4月  41代目  ＰＴＡ会長  松永  康一 氏
7月 図書室電算化
8月 生徒昇降口改修工事
9月 創立50周年記念式典記念DVD制作，優勝旗棚完成

平成19年 4月  （教頭  荒津  清美）
7月  1階廊下フロア張り替え
8月 校舎耐震工事（校舎，体育館）

 2・3階教室棟照明器具交換
 ソフトテニス男子団体　福岡県大会優勝，九州大会出場
ソフトテニス男子個人　福岡県大会優勝，九州大会出場，全国大会出場
陸上男子1500m，九州大会出場全国大会出場

10月 第35回マーチングバンド・バトントワリングコンテスト九州大会出場
平成20年 2月 グランド防球ネット取り付け

3月 糟屋地区環境衛生連合会　ＰＴＡ表彰
今泉　成人  校長転任

4月 （第18代目）長　義則  校長就任
42代目  ＰＴＡ会長  藤　　馨雅 氏

8月 2・3階廊下フロア張り替え
ソフトテニス男子団体　福岡県大会優勝，九州大会出場
陸上　女子　九州大会    800m  ２位，1500ｍ  優勝　全国大会出場

10月  「税についての作文」推進　感謝状受領
陸上　女子  ジュニアオリンピック　1500m  出場

11月 「社会を明るくする運動」推進　感謝状受領
学校給食優良学校　福岡県教育委員会表彰
第36回マーチングバンド・バトントワーリングコンテスト九州大会出場



九州ブロックＰＴＡ協議会　ＰＴＡ表彰
平成21年 4月 （教頭　井浦　政義）

7月 校舎外壁防水塗装工事
篠栗校区学校支援ボランティア「あめんぼうの会」設立総会

8月 校内ＬＡＮ整備工事　職員室パソコン整備
体育館ステージ側壁面張替工事
陸上　女子　九州大会　　800ｍ  4位，1500ｍ　優勝，全国大会出場

10月 校舎増築工事  （東側）
陸上　女子　ジュニアオリンピック　3000ｍ　出場
第37回マーチングバンド・バトントワーリングコンテスト九州大会出場

11月 子ども二科展入選
12月 地上デジタル放送対応アンテナ工事　プラズマテレビ設置

平成22年 1月 陸上　女子　全国都道府県対抗女子駅伝大会出場
3月 電気時計改修工事

長　義則　校長転任
4月 （第19代目）村上　伸一　校長就任

43代目  ＰＴＡ会長  古屋　聖二 氏
7月 3階教室扇風機設置工事
8月 体育館壁面張替工事，窓開閉器具補修

図書室カーペット張替工事
相撲　県大会　個人2位　九州大会，全国大会出場

11月 子ども二科展入選（3名）
12月 「社会を明るくする運動」推進　感謝状受領

平成23年 4月 44代目　ＰＴＡ会長　吉竹　浩一　氏
福岡県教育委員会　平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校
「よりよい生活や人間関係を築く児童会・生徒会活動の活性化」

8月  陸上　男子　福岡県大会　三段跳び　2位，九州大会　三段跳び　3位
全国中学生ものづくり競技大会九州大会出場
校舎内壁塗装工事，校舎内掲示板増設工事，体育館フロア研磨工事，
第2理科室生徒実験机取替工事

10月 重点課題連絡協議会「公開授業」（1年次）
11月 子ども二科展入選（1名）
12月 「第31回全国中学生人権作文コンテスト」協力　感謝状受領

平成24年 4月 （教頭　辻田　光範）
45代目　ＰＴＡ会長　合屋　和美　氏
福岡県教育委員会 平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校（２年次）
「よりよい生活や人間関係を築く児童会・生徒会活動の活性化」

8月  陸上　男子三段跳び　福岡県大会　2位　九州大会　4位
全国中学生ものづくり競技大会九州大会出場
第1理科室生徒実験机取替工事 

11月 福岡県教育委員会平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校（中間報告）
子ども二科展入選（1名）

12月 「社会を明るくする運動」作文コンテスト協力　感謝状受領
平成25年 2月 第6回福岡県アンサンブルコンテスト 金賞　九州大会出場

4月 （第20代目）太郎良　順一　校長就任
46代目  ＰＴＡ会長  竹野　巌 氏
福岡県教育委員会 平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校（３年次）
「よりよい生活や人間関係を築く児童会・生徒会活動の活性化」

8月 バドミントン　九州大会　　女子個人　３位　全国大会出場
全国中学生ものづくり競技大会九州大会出場
生徒昇降口拡張工事

9月 土砂災害防止に関する絵画･作文コンクール　
「中学生絵画の部」　国土交通事務次官賞

11月 福岡県教育委員会平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校研究発表会
平成26年 2月 福岡県教育委員会平成23・24・25年度重点課題研究指定・委嘱校感謝状受賞

4月  （教頭　恵良　章治）
47代目  ＰＴＡ会長  松永　豊樹 氏

8月 陸上　男子　九州大会　走り高跳び　2位  全国大会出場
ソフトテニス　男子ペア　福岡県大会　2位　九州大会出場　全国大会出場



バドミントン　男子個人　福岡県大会　2位　九州大会出場　
全国中学生ものづくりコンテスト福岡県大会　優良賞　3名
全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁主催税の作文　国税庁長官賞

9月 普通教室（１階）内装木質化
11月 災害対応型自動販売機設置　
12月 剣道　女子　福岡県新人大会　団体2位

平成27年 4月  48代目  ＰＴＡ会長  大橋　幸夫 氏
8月 陸上　男子　砲丸投　九州大会  全国大会出場

バドミントン　男子個人　九州大会出場
職員トイレ洋式取替え工事

9月 普通教室（２階）内装木質化
12月 揚水ポンプ取替え工事　

平成28年 4月  （第21代目）橋口　公一　校長就任
（教頭　阿部　尚記）
49代目  ＰＴＡ会長  田中　久善 氏

8月 バドミントン　女子個人　福岡県大会3位　九州大会出場
9月 普通教室（３階）内装木質化

平成29年 4月 50代目　ＰＴＡ会長　白木　祐輔 氏
8月 陸上　ハードル競技　男子個人　福岡県大会（優勝）

九州大会（優勝）　全国大会（出場）
9月 糟屋地区市町教育委員会連絡協議会研究指定・委嘱

第１９回糟屋区学校健康教育研究大会
10月 福岡地区特別支援教育研究連盟研究大会
12月 ＰＴＡ主催第１回いじめ標語コンクール

平成30年 ４月 第22代　校長　今長谷　寛　就任 （ 教頭 早川 昌吾 就任 ）
第51代　PTA会長　櫻井 康晴　氏

平成31年 ４月 第52代　PTA会長　中川  登　氏
（令和元年） ９月 研究発表会「学びの共同体」

研究主題：自分の考えをことばで表現し、学びを深め合う生徒の育成
３月 新型コロナウイルス感染防止対策のため全国臨時休校3/2(月)～春休み迄

令和2年 ４月 第22代　校長　松本　修　就任 （ 教頭 石田 英治 就任 ）
第53代　PTA会長　岡部　禎　氏
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言4/7(火)～5/6(水)

５月 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長5/7(木)～5/31(日)
11月 修学旅行　鹿児島県垂水市民泊体験導入


