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１ 学校の沿革

昭和２２年 ４月３０日 初代校長 皆川 博 着任

昭和２２年 ５月１５日 新潟市立大形中学校開校式並びに祝賀会挙行

（新潟市立大形小学校内に併設）

昭和２３年 ６月１４日 新潟市立沼垂高等学校定時制大形分校併設

昭和２５年 ２月１５日 新校舎敷地決定（新潟市海老ヶ瀬枯諏訪 78）

昭和２６年 ３月１８日 同 地鎮祭挙行

昭和２６年１１月２６日 第一期工事（北校舎及び南校舎の半分）竣工，直ちに新校舎移転

昭和２７年 ９月２４日 第二期工事（南校舎の半分）竣工

昭和２７年１１月２７日 新校舎竣工式並びに祝賀会挙行

昭和２９年 ３月１９日 第三期工事（体育館）竣工

昭和２９年 ７月 １日 ２代校長 坂田芳郎 着任

昭和３５年 ４月 １日 ３代校長 永井政得 着任

昭和４１年 ４月 １日 ４代校長 福田謙也 着任

昭和４４年 ４月 １日 ５代校長 若佐 裕 着任

昭和４５年 ３月２５日 校舎改築第一期工事（体育館）竣工

昭和４５年 ４月１７日 新体育館竣工式並びに祝賀会挙行

昭和４７年 ４月 １日 ６代校長 藤吉秀雄 着任

昭和４７年１０月１８日 サブトラックにテニス・バレーコート開き挙行

昭和４８年 ４月 ６日 プレハブ校舎１教室完成

昭和４９年 ７月２０日 プール及び附属建物完成，竣工式挙行

昭和５０年 ３月 ３日 校門前信号機点灯

昭和５０年 ３月 ７日 大形中敷地決定

昭和５０年 ９月１６日 埋立工事完了

昭和５１年 ３月３１日 フェンス，土留め工事，緑化推進（文部省補助６万円）植樹完了

昭和５１年 ４月１４日 プレハブ教室改築工事完了

昭和５２年 ３月１３日 新大形中学校用周囲へ黒松２００本植樹

昭和５２年 ４月 １日 ７代校長 滝沢虔介 着任

昭和５２年１０月２５日 職員玄関改装工事完了

昭和５４年 ４月 １日 ８代校長 笠島 武 着任

昭和５４年 ７月３１日 テニスコート二面（ナイター施設設備）完成

昭和５５年 ３月２７日 教務室拡張工事完了

昭和５５年 ４月 ３日 プレハブ校舎１教室完成

昭和５５年 ４月３０日 生徒昇降口，前庭の植樹復元工事完了
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昭和５５年１２月 ６日 新校舎起工式

昭和５６年 ４月 １日 ９代校長 齋藤国雄 着任

昭和５６年 ６月 ３日 体育館工事着工

昭和５６年 ８月２０日 教室棟・管理棟工事完了

昭和５６年 ８月２５日 新校舎へ移転作業（ＰＴＡ，生徒，職員）

２６日）
昭和５６年 ９月 １日 新校舎で学習開始（体育授業は体育館）

昭和５６年 ９月２５日 校舎竣工記念中庭教材園完工

昭和５６年 ９月３０日 自転車置場工事完了

昭和５６年１１月２８日 体育館工事完了

昭和５６年１１月３０日 前庭緑化及び舗装工事完了，旧校舎解体完了

昭和５６年１２月 ４日 竣工式

昭和５７年 ５月１８日 中庭花壇造成完了

昭和５７年 ７月２７日 金工室外側にプレハブ物置完成

昭和５８年 ３月３１日 グラウンド整地終了，フェンス，バックネット，防球ネット，国旗

掲揚塔完成

昭和５８年 ９月 ５日 齋藤校長病気のため本日より休職

教頭 石井 実が職務代理として公示

昭和５８年１０月２４日 齋藤校長逝去

昭和５８年１２月 １日 １０代校長 藤田秀夫 着任

昭和６０年 ３月２５日 グラウンド拡張工事完了

昭和６０年 ５月３０日 テニスコート二面完成

昭和６０年 ７月１８日 プール完成

昭和６２年 ４月 １日 １１代校長 高橋卓二 着任

昭和６２年 ４月 ２日 プレハブ校舎１教室完成

昭和６２年１１月１３日 グラウンド散水工事完了

昭和６３年 ６月１１日 木工室外側にプレハブ物置完成

昭和６３年１１月１４日 油槽タンク完成

平成 ２年 ２月２８日 武道場完成

平成 ２年１１月 ６日 コンピュータ室設置

平成 ４年 ４月 １日 １２代校長 藤田 明 着任

平成 ６年１０月２８日 県中教研生徒指導研究会開催

平成 ７年 ４月 １日 １３代校長 武田統雄 着任

平成 ７年 ８月１０日 県吹奏楽コンクール金賞

平成 ８年 ４月 １日 新潟市環境実践校指定 新潟県いきいきステップアップ実践校指定

平成 ９年１０月２５日 創立５０周年記念式典
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平成１０年 ４月 １日 １４代校長 石川幸一 着任

平成１１年 ４月 １日 新潟県チャレンジ２１実践校指定

平成１２年 ２月 ５日 第２３回双葉賞（生徒会のボランティア活動に対して）受賞

平成１２年 ７月 県総体バドミントン男子団体 準優勝（北信越大会出場）

平成１２年 ７月 少人数指導学級（数・英の１・２年生）スタート

平成１２年 ８月 県吹奏楽コンクール大会 金賞（西関東大会出場）

平成１２年１２月 ２日 大形・大江山地区ＰＴＡ研究大会（大形中主催）

平成１３年 ４月 １日 １５代校長 菊池秀夫 着任

平成１４年 ５月 １日 ハートフル相談員配置

平成１４年 ７月 外壁剥離工事

平成１４年 ８月 県吹奏楽コンクール 金賞（西関東大会出場）

平成１５年 ７月～９月 ランチルーム増築工事（ポプラ樹伐採）

平成１５年１０月１１日 吹奏楽東関東大会出場

平成１５年１２月 ４日 スクールランチ開始

平成１６年 ８月 ７日 県吹奏楽コンクール大会 金賞（西関東大会出場）

平成１７年 ３月２２日 グランドピアノ購入

平成１７年 ４月 １日 １６代校長 松尾 進 着任

平成１７年 ５月 １日 スクールカウンセラー配置

平成１７年１０月 ８日 大形・大江山地区ＰＴＡ研究大会（大形中主催）

平成１８年 ４月 １日 特別支援学級設置

平成２０年 ４月 １日 １７代校長 木澤 英二 着任

平成２１年 ４月１３日 地域と学校パートーナーシップ事業開始

平成２２年 ４月 １日 １８代校長 玉木 浩 着任

平成２２年 ９月１８日 新潟市東区ＰＴＡ研究大会（大形中主催）

平成２３年 ７月１９日 中庭整備活動（生徒会主催）ブロック敷詰

平成２４年 ４月 １日 特別支援学級増設（自閉・情緒）で２学級（６・７組）

少人数指導学級（数の１・２年生）スタート

平成２５年 ５月 １日 少人数指導学級（数・英の２年生，数３年生）スタート

平成２５年 ７月１９日 大規模改造・耐震補強工事（普通教室棟）

平成２５年 ３月２０日 普通教室棟プレハブ校舎完成

平成２６年 ４月 １日 １９代校長 太田 三平 着任

少人数指導学級（数・英の２・３年生，数１年生）スタート

７月１７日 大規模改造・耐震補強工事（管理棟）

平成２７年 １月２６日 体育館・武道場外壁改修工事

６月１３日 プール補修工事
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７月 ５日 第２回「地域とともに歩む学校づくり懇談会｝開催

８月 １日 テニスコート改修工事

９月２０日 アフタスクール学習支援事業開始（数・英）

平成２８年１０月１６日 「大形みんなの日」開催・大形地区総合防火防災訓練参加

平成２９年 ４月 １日 ２０代校長 遠見 繁也 着任

７月２３日 下越吹奏楽コンクール 金賞

８月１７日 陸上競技部 男子４×１００リレー 全国出場（熊本大会）

１０月１５日 「大形みんなの日」開催・大形地区総合防火防災訓練参加

１０月２８日 創立７０周年記念コンサート開催

演奏者 ピアニスト 田中健太郎（卒業生）

平成３０年 ５月 １日 第１回完歩大会実施

６月２６日 第１回県立東新潟特別支援学校合同避難訓練実施

１１月２１日 授業改革プロジェクト「ハガキ新聞」授業公開・研修会開催

（講師：愛知教育大 磯部 征尊 准教授）

１２月 ５日 市主催「デートＤＶ防止セミナー」実施（３学年）


