
第6回 1966年
昭和41年度

第7回 1967年
昭和42年度

学校の沿革

05251年生銚子・鹿島方面修学旅行
06072年生日光方面修学旅行
06133年生富士・箱根方面修学旅行
1125花壇コンクール授賞式

昭和28年 4月 ～昭和29年 3月

生まれの方々が入学
(1953年～1954年 )

02月 11日 を建国記念日とすることが

公布される

少年消防隊 県知事賞を受賞

社会の動き

――一―龍ケ崎市――一          ｀
、

●龍ケ崎市交通安全母の会結成
●家庭教育学級の開設
●龍ケ崎市衛生組合連合会設立

●首都圏近郊整備地帯に指定
●第48回 県立竜ヶ崎―高が東関東代表
として甲子園出場 (通算6回 目)

一――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 61代 佐藤榮作
○大蔵省が標準生計費を発表する

食費は1日 188円

○日本の人口が1億人を突破する

○日本テレビ系の「笑点」の放送が始まる

○ザ・ビートルズが日本武道館で公演を行う

2代 鈴木竹次郎校長
昭和41年 4月 ～昭和47年 3月

, ―――――青冒4ァ山奇¬F――――

●老人大学が開校
●市営グラウンド用地買収に着手
●給食センターの建設
●八原保育所建設
――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 62代 佐藤榮作
○第1回青梅マラソンが開催される
ONHKラジオの受信料廃止が決定する
○テレビ受信契約数が2000万 を突破する

昭和29年 4月 ～昭和30年 3月

生まれの方々が入学
(1954年～1955年 )

学校の沿革

05082年生江の島・鎌倉方面修学旅行
05261年生銚子・鹿島方面修学旅行
06023年生日光方面修学旅行
0930少年消防隊県知事表彰を受ける
0222愛 宕中・城南中校舎合同竣工式

海外文通クラブ

生花クラブ

ブラスバンド

修学旅行 Jヽ 田原城

門



第8回 1968年
昭和43年度

学校の沿革

05012年生日光方面修学旅行
05311年生銚子・鹿島方面修学旅行
06063年生富士・箱根方面修学旅行
1101歩く会実施牛久神谷往復16km実施

昭和30年 4月 ～昭和31年 3月

生まれの方々が入学
(1955年～1956年 )

社会の動き
′―――――青E4万 山奇7F――――                             ｀

●市内北部台地開発に伴う基礎調査を実施
●中央公園の完成
――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 62代 佐藤榮作
○高見山が外国人力士として初めて入幕する
○東京で17年 ぶりに13センチの大雪が降る
○地上36階建て147メートルの霞ケ関ビルが完成する
○十勝沖地震
〇小笠原諸島が23年ぶりに日本に復帰
○電電公社がポケットベルの営業を開始

、 郵便番号制度が発足

当時の授業風景
歩く会の様子

第9回 1969年
昭和44年度

昭和31年 4月 ～昭和32年 3月

生まれの方々が入学
(1956年～1957年 )

社会の動き

/′一―――龍ケ崎市――――           ｀

●消防庁舎の完成
●都営計画街路 (大 宮―姫宮線)一部開通
●大宮保育所完成
●市営グラウンドの建設
●青少年センターの設置
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 62代 佐藤榮作
○全共闘の東大闘争勝利労学総決起集会
○東京で過去最高の30セ ンチの積雪がある
○アメリカのアポロ11号が月面に着陸する
○丁BSテレビが「水戸黄門」の放送を開始
○三沢高と松山商が0対0のまま延長18回で
引き分け(翌 日 4:2で松山商が勝利 )

ヽ○千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができる

05241年生東京多摩動物園遠足
05242年生日光方面修学旅行
06193年生富士・箱根方面修学旅行
0128バックネット完成
0312運動場へ桜,柳植樹

バトンクラブ

女子 J卜球クラブ(パレーボール) 計算尺クラブ

F°■T逗



鐸『10回  1970年

昭和45年度

昭和32年 4月 ～昭和33年 3月

生まれの方々が入学
(1957年～1958年 )

日本万国博覧会(EXPO'70)

社会の動き
―――――青冒4万山奇〒F――――

●竜ヶ崎警察署新築移転

●川原代小学校校舎の完成
●北竜台団地 (330ヘ クタール)建設決定
●公害総合調査の実施
●市街化区域・市街化調整区域の最終案の決定
●北文間保育所の完成
●国勢調査人口37,267人
一――――

Eヨ 本国――――――

総理大臣 63代 佐藤榮作
○減反政策が決定される
○大阪で日本万国博覧会 (EXPO'70)が 開催される
○厚生省が、全国の「かぎつ子」は483万 人と発表する
○筑波研究学園都市建設法が公布
○政府が日本を「ニッポン」の呼び名に統一する
○銀座・新宿・池袋・浅草の繁華街で,車を締め出す

「歩行者天国」がスタート

学校の沿革

0406ロ ータリークラブより桜苗70本寄贈
0513市教育委員会よリツツジ

ヒマラヤ杉苗配布植樹
05221年生鹿島方面修学旅行
06182年生日光方面修学旅行
06303年生関西方面(万博見学)修学旅行
1212創立10周年記念文化祭

この時から文化祭を一般公開になる
1213創立10周年記念式典

創立10周 年記念式典

第11回 1971年

昭和46年度

昭和33年4月 ～昭和34年 3月

生まれの方々が入学
(1958年～1959年 )

1lll二書ξ
●老人「いこいの家」建設
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 63代 佐藤榮作
○文部省が,小・中学校学習指導要領を改正し
環境・公害教育を重視する

○優勝32回の第48代横綱大鵬が引退
○マクドナルドの日本1号店が銀座三越内に開店
○日清食品がカップヌードルを発売

学校の沿革

05273年生富士・箱根方面修学旅行
06041年生勿来。日立方面修学旅行
06112年生日光方面修学旅行
0927郡市理科展金賞入賞「蛇沼の生物」
1025運動場周囲側溝工事着エ
0124全校歩く会実施

工芸クラブ

"、
lL

柔道 県新人大会 優勝

隆  上  部

貯 警



第12回 1972年
昭和47年度

昭和34年 4月 ～昭和35年 3月

生まれの方々が入学
(1959年～1960年 )

社会の動き

―――――青信4π山奇¬F――――

●横町児童公園建設
●茨城県南流通センター建設
―――――

Eヨ 本国――――――

総理大臣 64代 田中角栄
○札幌で第11回 冬期オリンピックが

開催される
○連合赤軍浅間山荘事件
○筑波研究学園都市への移転機関
43が決まる

○田中角栄が,史上最年少の総理大臣
○バンダ2頭が上野動物園で初公開

3代 ′lヽ 松澤重夫校長
昭和47年 4月 ～昭和49年 3月

=

学校の沿革

05102年生日光方面修学旅行
05231年生北茨城市方面修学旅行

3年生富士・箱根方面修学旅行
0730光 化学スモッグによる被害者がでる
0113全校歩く会女化集会所往復1lkm実施
0314竜ヶ崎中学校,馴柴中学校校舎

建築記念碑の移転工事完了

文化祭の様子

第 13回 1973年

昭和48年度

昭和35年 4月 ～昭和36年 3月

生まれの方々が入学
(1960年～1961年 )

社会の動き
―――――貴信4π山奇〒F――――

●茨城県南流通センター建設
●龍ケ岡団地 (346ヘ クタール)建設決定
●龍ケ崎地域商業近代化策定委員会設置
―――――Fヨ 本国――――――

総理大臣 65代 田中角栄
○浅間山が12年 ぶりに爆発する
○国民の祝 日法が改正され,振り替え休日

が実施されることになる
○石油ショックでトイレットペーパ買いだめ

05183年生富士・箱根方面修学旅行
05272年生日光方面修学旅行
11091年 生鹿島東海方面修学旅行
1122第 1回立志式「牛山純一」氏,記念講演
0319諸岡一雄氏寄贈の正面階段庭園引渡し式

校庭拡張後の運動会〈昭和48年 )

愛宕中の全景

牛 Lb純― 先 生 の お 錯

学校の沿革

電

目

剛



第14回 1974年
昭和49年度

昭和36年 4月 ～昭和37年 3月

生まれの方々が入学
(1961年～1962年 )

社会の動き

―――――青冒4″山奇TF――――

●都市計画街路 (大徳―姫宮線)全面開通
●一般ごみ収集料金の廃止
●名誉市民河田重氏逝去
●新庁舎完成
●龍ケ崎市市制施行20周 年市庁舎

竣工記念式典挙行
●茨城国体 (29回 国民体育大会 )・

竜ヶ崎―高軟式野球部優勝
――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 65代 田中角榮
○高野連が金属バットの使用を許可
○筑波大学が開校する
○巨人軍 長嶋選手 弓1退

4代 宮本幸雄校長
昭和49年 4月 ～昭和53年 3月

■

一

茨城国体聖火リレー

学校の沿革

05122年生 日光方面修学旅行
05223年生富士・箱根方面修学旅行
06181年生東海方面修学旅行
1014茨城国体の矩火リレーに生徒

144名参加
1206第 2回立志式「住井すゑ」氏

記念講演
0114歩 く会元女化分校往復実施

巨人軍 長嶋選手 弓1退

体育祭フォークダンス

第15回 1975年
昭和50年度

昭和37年 4月 ～昭和38年 3月

生まれの方々が入学
(1962年～1963年 )

社会の動き
′―――――青目4万山奇7F――――

●国勢調査人口40、 565人
●稲敷広域消防業務開始
●竜ヶ崎―高、通算7度 目の甲子園出場
●龍ケ崎市公共下水道建設事業開始
――――一日Jヽ 国――――――

総理大臣 66代 三木武夫
○沖縄本部半島で,沖縄国際海洋博覧会が開催
○政府が第4次不況対策を決定する
○カシオ計算機が4500円 の電卓を発表し低価格時代ヘ

01968年の3億 円事件の時効が成立する

マ
曇ヾヽ

．

04301年生日光方面修学旅行
06122年生日光方面修学旅行
06183年生富士・箱根方面修学旅行
0925国 鉄まくら木¬63本払下げ,

東側下段校庭の土留めとする
0114全校歩く会女化神社往復実施
0128立 志記念講演「岡野 功」氏,記念講演

体育祭でのフォークダンス
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第16回 1976年
昭和51年度

学校の沿革

05071年生日光方面修学旅行
05193年生鎌倉方面修学旅行
05252年 生富士・箱根方面修学旅行
1001学校無人化制実施

昭和38年 4月 ～昭和39年 3月

生まれの方々が入学
(1963年～1964年 )

社会の動き

――――龍ケ崎市―――
●市文化財保護条例を制定
●宅地開発公団龍ケ崎開発事務所開設
―――――Eヨ Jヽ日団――――――

総理大臣 66代 三木武夫
○後楽園球場が人工芝となる
○東京地検がロッキード事件に関し,田 中角栄

前首相を外為法違反で逮捕
○鈴鹿サーキットで初のFlレースが行われる
01等 1000万 円のジヤンボ宝くじが発売される

勇

／ヽ

通学風景

第 17回 1977年

昭和52年度

昭和39年 4月 ～昭和40年 3月

生まれの方々が入学
(1964年～1965年 )

社会の動き

●龍ケ崎ニュータウン建設工事開始
●中央保育所完成
●小貝川市民運動公園開園
●ニュータウン地域内で埋蔵文化財の発掘開始
●第1回市民スポーツフェスティバル開催
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 67代 福田赳夫
01963年以来の豪雪が襲い,各地で平均気温が

戦後最低となる
○日本初の静止衛星きく2号の打ち上げに成功
ONE丁テレビが「朝日テレビ」と改称
○領海 12カイリ,200カイリ漁業水域が施行
○洞爺湖畔の有珠山が噴火する
○静止気象衛星ひまわりから初の画像が届く

学校の沿革

05162年生富士・箱根方面修学旅行
05201年生日光・湯元方面修学旅行
05253年生関西方面修学旅行
1109県 中学校新人野球大会準優勝
0119全 生徒通学時に「安全タスキ」着用となる

修学旅行 (関西方面)
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県大会優勝 柔道部

鐸『18回 1978年

昭和53年度

第19回 1979年
昭和54年度

昭和40年 4月 ～昭和41年 3月

生まれの方々が入学
(1965年～1966年 )

社会の動き

―――――青冒4″ 山奇7F――――

●川原代小体育館完成
●ニュータウン関連河川工事完成
●青少年育成龍ケ崎市民会議設立
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 67代 福田赳夫
○池袋に日本一の高層ビル
「サンシャイン60」 が開館

○成田の新東京国際空港が開港となる

昭和41年 4月 ～昭和42年 3月

生まれの方々が入学
(1966年 ～1967年 )

5代 福田廣志校長
昭和53年 4月 ～昭和59年 3月

社会の動き
―――――青冒4万山奇〒F――――

●小貝川河川敷に野球場完成
●竜ヶ崎三高バレー部国体初出場

(少年少女の部 )

―――――Fヨ 本国――――――

総理大臣 69代 大平正芳
〇世界初の公式女子フルマラソン

(第 1回 東京国際女子マラソン)が開催
○電電公社が,東京23区で自動車電話を開始

学校の沿革

05173年生関西方面修学旅行
1年生日光方面修学旅行
2年生富士・箱根方面修学旅行

1126第 1回 関東中学校弓道親善大会
男子団体第3位
県芸術祭小中学校合奏大会
ブラスバンド出場

0112歩 く会実施

「あじさい学園」録画(NHK)

学校の沿革

07023年生関西方面修学旅行
10152年生宿泊共同学習実施

(福島県国立磐梯青年の家)

1123龍ケ崎市文化祭
土岐公武者行列に生徒参加

0114歩く会実施
01 16 NHK中 学生の広場「友情に

支えられて」の取材

TIttrュ
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第 20回 1980年
昭和55年度

学校の沿革

07043年生関西方面修学旅行
0921体 育祭を学級対抗方式改め ,

団体対抗方式(責任・協力・誠実・自主)

となる
10052年生宿泊学習実施

(福島県国立磐梯青年の家)

0114歩 く会愛国学園往復

昭和42年 4月 ～昭和43年 3月

生まれの方々が入学
(1967年～1968年 )

龍ヶ崎大会優勝 (剣 道部 )

社会の動き
′ ――― ――

龍 ケ 崎 市
―― ――

●国勢調査人口43,524人
●竜ヶ崎三高陸上部秋季国体出場
●佐貫駅東特定土地区画整理事業認可
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 70代 鈴木善幸
○静岡県に富士サファリパークが開園
〇富士通が日本語電子タイプライターを発売し

ワープロ普及の口火となる
○気象庁が東京地方で,降水確率をパーセント
で発表する予報を開始

○東京が78年ぶりの異常低温となる
最高でも209度

○気象庁が,8月 上旬が史上最低気温で「冷夏」
であつたことを発表

各団の入場行進の様子 (体育祭)

‐     ぽ

第21回 1981年

昭和56年度

昭和43年 4月 ～昭和44年 3月

生まれの方々が入学
(1968年～1969年 )

バスケット県新人大会 優勝

創 立 二 十 周 年 記 念

社会の動き

――――龍ケ崎市――――

●龍ケ崎ニュータウン分譲開始
●市営河田プール開場
●小貝川左岸堤防が決壊、市域の約4分の 1

が被害を受ける
一―――一日1ヽ国――――――

総理大臣 70代 鈴木善幸
○郵便料金が値上げされ、はがき30円 ,

封書60円 となる
○神戸ポートアイランド博覧会 (ポートピア'31)

が開幕
○「12チャンネル」が「テレビ東京」と改称

式 典

0408本 年度より,自 転車通学の生徒
「ヘルメット」着用となる

04133年生関西方面修学旅行
0519 NHK番組「中学時代」のため取材
0810県 中学校吹奏楽コンクール出場
0824小 貝川決壊のため避難場所の

指定を受ける。※生徒会,北文間
小学校への災害復旧援助活動を行
う。老人ホーム「やすらぎの里」への

集団慰間も行う
1101創立20周 年記念式典
1107県新人大会において弓道男子

優勝(女子第3位 )

11102年生宿泊学習
(国立那須甲子少年自然の家)

1115県新人大会において男子
バスケットボール優勝

白転車通学「ヘルメット」着用

●



当時の体育祭フログラム

第22回 1982年
昭和57年度

第23回 1983年
昭和58年度

昭和44年 4月 ～昭和45年 3月

生まれの方々が入学
(1969年 ～1970年 )

:建 i鳳か
｀

昭和45年 4月 ～昭和46年 3月

生まれの方々が入学
(1970年～1971年 )

社会の動き

――――龍ケ崎市――――

●松葉小・龍ケ崎西小開校
●龍ケ崎ニュータウン北竜台地区入居開始
●龍ケ崎工業団地造成事業開始
●市史編さん事業開始
●8月 24日 を市民防災の日に定める
●龍ケ崎消防団が内閣総理大臣賞を受賞
―――――[ヨ 本国――――――

総理大臣 71代 中曽根康弘
○パイロットの逆噴射操作のため ,

日航機が着陸直前の東京湾に墜落
0500円硬貨が発行される
〇富士通が初の日本語ワープロ「マイ・オアシス」

を75万円で売出す
○老人保険法が公布される
70歳以上の医療無料制が廃止

○音響機器メーカー9社が,CDプレーヤーを同時発売

、○新1万円札 (福澤諭吉1万 円札)の 印刷

社会の動き
′

― ――――
龍 ケ 崎 市

― ―――

●保健センター開所
●竜ヶ崎南高校開校
●長山中学校開校
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 72代 中曽根康弘
○千葉県浦安に,東京ディズニーランド

がオープン

ONHKの ドラマ「おしん」の視聴率が最高
の63%に達する

○第5回 東京国際女子マラソンで,

、 佐々木七恵が日本選手初の優勝

あじさい祭
目的
0人間性豊かな生徒を育てること。
Oゆとりある,しかも充実した学校生活が

送れるようにする。
O四季のうつろいを感じ感性豊かな心を

育てる。
O愛校心と郷土愛を育てる。

学校の沿革

0410 NHK取材 (進路指導 )

04161年生遠足 (あすなろの里 )

05202年生宿泊学習実施
(福島県那須甲子少年自然の家)

07023年生関西方面修学旅行

学校の沿革

07023年生関西方面修学旅行
07021年生豊田堰遠足
1007城西中開校準備委員会
10182年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家)

1221城西中分離のための懇談会実施
0111城西中入学説明会 (馴 柴小 )

0113城西中入学説明会 (り ‖原代小)

0303城西中分離に伴うPTA臨時総会
0313城西中に転出する生徒とのお別れ会

積雪の中を下校する様子

あじさい祭り

蓄
〓

一

一
一

一

一

一
一

　

Ｆ


