
第 24回  1984年

昭和59年度

昭和46年 4月 ～昭和47年 3月

生まれの方々が入学
(1971年～1972年 )

社会の動き

●勤労者体育センター完成
●城西中学校開校
●防災行政無線「ぼうさいりゅうがさき」
開局

●若柴公園開園
――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 72代 中曽根康弘
○宮崎駿の「風の谷のナウシカ」が封切

りになり大ヒット
○江崎グリコ社長誘拐事件
○エリマキトカゲが日本で初めて公開
○グリコ・森永事件

6代 助川正平校長
昭和59年4月 ～昭和61年 3月

学校の沿革

04133年生関西方面修学旅行
04151・ 2年生春の遠足実施
10092年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家)

1215第 1回校内マラソン大会
1219生徒会「やすらぎの里」訪間

第25回 1985年
昭和60年度

昭和47年 4月 ～昭和48年 3月

生まれの方々が入学
(1972年～1973年 )

社会の動き

′ ~~~~~青t4ア由奇7F――――                       、
●佐貫駅橋上駅化工事完成
●文化会館完成
●龍ケ崎市制施行30周年記念式典挙行
●市民憲章制定
●県道千葉龍ケ崎線・土浦龍ケ崎線開通
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 72代 中曽根康弘
○両国に新国技館が完成する
○ソニーが8ミリN/TRを発売
○科学万国博「つくば'85」 が開幕
○日航ジャンボ機,御巣鷹山の山中に墜落

、○国勢調査が実施。人口は1億 2104万 8923人

学校の沿革

06102年生科学万博見学
06133年生関西方面修学旅行
06141年生科学万博見学
06283年生科学万博見学
09192年生宿泊学習

(福島県那須甲子少年自然の家 )

1108文化祭を「双龍祭」と改め
文化会館で実施する

科学万博

⌒

曼愧

寺
凛
昇
凸

専 平

戸L

ffiS tt,r,,,tft tfi u?i63 fr $ 6



第 26回  1986年

昭和61年度

昭和48年 4月 ～昭和49年 3月

生まれの方々が入学
(1973年 ～1974年 )

社会の動き

―――――青壇4万山奇〒ドーーーー

●市役所西部出張所開所
●5万 人目の市民誕生

●森林公園開園
●中央図書館開館
●城南スポーツ公園開園
●松葉,長戸地区公民館開館
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 73代 中曽根康弘
○企業に60歳定年制を義務付ける
○ハレー彗星が76年ぶりに地球に接近
○日本の海外資産が1298億 ドルで世界一

、Oベトちゃん,ドクちゃんが治療のため来日

7代 岡政夫校長
昭和61年 4月 ～平成2年 3月

05281年生遠足(あすなろの里 )

06243年生関西方面修学旅行
03062年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年 自然の家)

教室での学校給食

第27回 1987年

昭和62年度

昭和49年 4月 ～昭和50年 3月

生まれの方々が入学
(1974年 ～1975年 )

社会の動き

●大宮地区公民館開館
●シルバー人材センター発足
――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 73代 中曽根康弘
ONl「株が上場となる。10日 に160万円の初値
○日本気象協会が,スギ花粉情報を発表
○アサヒスーパードライが発売
○ゴッホの「ひまわり」58億円で落札 (安 田火災 )

○国鉄114年 5カ 月の歴史に幕がおりる
○俵万智の「サラダ記念日」が出版
○マドンナが来日

‐

学校の沿革

04271年生野田清水公園遠足
05093年生関西方面修学旅行
0701レ スリング「カナダ遠征」
01282年生「立志の集い」
02252年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家)

奉仕作業の様子

2年生宿泊学習でのレクリエション
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第28回 1988年
昭和63年度

昭和50年 4月 ～昭和51年 3月

生まれの方々が入学
(1975年～1976年 )

社会の動き
′――――龍ケ崎市―――
●龍ケ崎・馴柴・大宮の三農協が合併
●北文間地区公民館開館
●佐貫地区中継ポンプ場完成
―――――Bフト[コーーーーーー

総理大臣 74代 竹下 登
○日本初の屋根付き球場「東京ドーム」の完工式
○本州と四国を結ぶ瀬戸大橋が開通
○リクルート事件
○日本シリーズで西武が3年連続 日本一

〇「少年ジャンプ」(集英社)が500万部を突破

レスリング部の部員たち

学校の沿革

04261年生野田清水公園遠足
06123年生関西方面修学旅行
0728レ スリング「韓国」遠征
1212仮説校舎(プレハブ)基礎工事開始
0117仮設校舎(プレハブ)建設工事開始
03062年生宿泊学習

(福島県那須甲子少年自然の家)

0327新校舎建設のため仮設校舎
(プレハブ)へ移転

仮校舎 (プレハブ)へ移転
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第29回 1989年
平成元年度

昭和51年 4月 ～昭和52年 3月

生まれの方々が入学
(1976年～1977年 )

社会の動き

′ ―――――青冒4π山奇TF――――

●総合福祉センター開所
●長山小学校開校
●つくばの里工業団地完成
●龍ケ崎大橋開通
●馴柴公民館開館
●県道八代庄兵衛新田線,県道龍ケ崎阿見線開通
●龍ケ崎市でドラゴンサミット開催
●RYUとぴあ「竜宮フェスティバル」開催
●龍ケ崎ドラゴンズ世界ゲートボール大会優勝
●核兵器廃絶平和都市を宣言
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 75代 宇野宗佑
○昭和天皇裕仁が崩御する,87歳「平成」と改元する
○吉野ヶ里遺跡で弥生中期の大墓丘が見つかる
○消費税がスタート
○東芝が日本初のノートパソコン発売
○天皇が相続税4億2800万 円を納税
○礼宮文仁親王と川嶋紀子 (き こ)と婚約
○横浜港にベイブリッジが開通

学校の沿革

04261年生遠足 (野田清水公園 )

0601パ ソコン設置
07083年生関西方面修学旅行
07192年生立志の集い (馴馬小体育館にて )

0726生 徒会「やすらぎの里」訪間
0801校 舎改築起工式
03052年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家 )

新校舎建設

写生する絵画クラブの生徒たち

熱戦を繰り広げるバレー部

吹奏楽部員による演奏



第30回 1990年
平成2年度

昭和52年 4月 ～昭和53年 3月

生まれの方々が入学
(1977年～1978年 )

社会の動き
′ ―― ―――

龍 ケ 崎 市
― ―――                   ｀

●国勢調査人口57,238人
●県道千葉龍ケ崎線に「龍成橋」開通
●歴史民俗資料館開館
●ら、るさとら、れあい公園開園

●長山地区公民館開館
●竜ヶ崎一高通算8度 目の甲子園出場
●愛宕中学校舎完成
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 76代 海部俊樹
○」R山手線に座席のない車両が登場

○大阪で,国 際花と緑の博覧会

(花の万博)が開幕
○礼宮文仁親王と,‖ 嶋紀子 (き こ)が結婚

○ネルソン・マンデラが来日する

8代 栗山友治校長
平成2年 4月 ～平成5年3月

学校の沿革

04261年生野田清水公園遠足
05123年生関西方面修学旅行
0720新校舎移転
0801現在の新校舎使用開始
1116双龍祭
1219生徒会「やすらぎの里」訪間
02042年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家)

新校舎完成

バスケット部の試合風景

双龍祭での餅つきの様子
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第31回 1991年

平成3年度

昭和53年 4月 ～昭和54年 3月

生まれの方々が入学
(1978年 ～1979年 )

社会の動き
― ― ― ― ―

龍 ケ 崎 市
― ― ― ―

●稲敷広域消防本部緊急通報システム稼働
●川原代地区公民館開館
●リサイクル事業開始
●竜ヶ崎―高通算9度 目の甲子園出場
●グリーンプロムナード事業開始
――――一日ズヽ国――――――

総理大臣 77代 海部俊樹
○新都庁舎の落成式が行われる
○成田エクスプレスが開通する
○愛知県渥美郡田原町に隕石が

落下する(田 原隕石)。 重量は5キログラムを超える
020歳 以上60歳未満(学生を含む)の年金未加入者

を国民年金に加入するよう義務付ける
○雲仙・普賢岳で最大規模の火砕流が発生

学校の沿革

04261年生遠足 (野田清水公園 )

05233年生関西方面修学旅行
07052年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年 自然の家)

0717生 徒会「やすらぎの里」訪問
1024双龍祭
02202年生立志の集い

野外炊飯の様子

ハ

露 ?li要 .|ょ1



第32回 1992年
平成4年度

昭和54年4月 ～昭和55年 3月

生まれの方々が入学
(1979年～1980年 )

社会の動き
■―― 龍ケ崎市―――            

｀`

、
●特別養護老人ホーム龍成園で老人
デイサービス開始

●6万人目の市民誕生
●八原地区公民館開館
●蛇沼公園・行部内公園開園
●愛宕中レスリング部世界大会出場
●佐貫町に「式秀部屋」が部屋開き
―――――

E日 本国――――――

総理大臣 78代 宮澤喜一

〇東海道新幹線「のぞみ」が営業を開始
○青森県六ケ所村で,国 内初の民間ウラン

濃縮工場が本格的な操業を開始
○運転免許証に「ゴールドカード」の新設が決まる
○取手市の関東鉄道常総線取手駅構内で,満員

列車が車止めを越えて駅ビルに突つ込む事故

、○」R山手線の全駅で終日構内禁煙

学校の沿革

05143年生関西方面修学旅行
0807世 界レスリング選手権大会(ト ルコ大会)

1031双龍祭
02262年生宿泊学習実施

(福島県那須甲子少年自然の家)

0131生 徒会「やすらぎの里」訪間

宿泊学習の様子
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第33回 1993年
平成5年度

昭和55年 4月 ～昭和56年 3月

生まれの方々が入学
(1980年 ～1981年 )

9代 清水誠校長
平成5年4月 ～平成7年3月

社会の動き

●馴馬台小学校開校
●教育センター開設
●市役所第2庁舎開設
●留守家庭児童対策事業 (保育ルーム)開始
●ニュータウン北竜台地区が換地処分
●北竜台公園完成
●市営富士見住宅完成
―――――Fヨ ズドE団

――――――

総理大臣 79代 細川護熙
○日本初の開閉式福岡ドームがオープン

ONHK総合テレビの「クローズアップ現代」
(国谷裕子キャスター)の放送が始まる

○日本初のプロサッカーリーグ,」 リーグが開幕する
O横浜みなとみらい21地区に、高さ296メ ートルの

「ランドマークタワー」が完成し,新宿の東京都庁
ビルを抜いて日本一高いビルとなる

○冷夏のため9月 15日 の時点での米の作況指数が

戦後最悪の80(最終的には74となる)    ′
′

学校の沿革

05203年生関西方面修学旅行
0612世界レスリング選手権大会(ド イツ大会)

07042年生宿泊学習実施
(福島県那須甲子少年自然の家)

0723第 20回全国中学生弓道大会女子団体3位
0731第 フ回県中学校レスリング選手権大会団体優勝
0806吹 奏楽コンクール県南大会優秀賞
0808第 4回関東中学校アマチュアレスリング

選手権大会県対抗団体優勝
0817吹奏楽コンクール県大会中学B部門金賞
0820巨xpo85記念英語スピーチコンテスト

県大会県教育長賞
1115双龍祭

卒業生による記念作品

▲

LL教室での英語の授業



第 34回 1994年
平成6年度

昭和56年4月 ～昭和57年 3月

生まれの方々が入学
(1981年～1982年 )

社会の動き

●佐貫駅東駐輪場完成
●市老人保健福祉計画策定
●馴馬台地区公民館開館
●「福祉の店」森林公園に開店
――――一日ズに国――――――

総理大臣 80代 羽田 孜
○郵便料金が値上げとなる
はがきは50円 ,封書は80円

○前年度冷害のため,米不足によリタイ米
中国米,カリフォルニア米の販売が始まる

、○松本サリン事件           メ

学校の沿革

05223年生関西方面修学旅行
0719生 徒会「やすらぎの里」訪間
0724県 総合体育大会レスリング団体優勝
0818吹 奏楽コンクール県大会銀賞
1015双龍祭
1019県南新人体育大会男子バレー優勝
02223年生保育実習(富士見幼稚園)

03012年生宿泊学習実施
(福島県那須甲子少年自然の家)

卒業生による記念作品

パソコンによる授業

/――――龍ケ崎市―――
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第35回 1995年
平成7年度

昭和57年 4月 ～昭和58年 3月

生まれの方々が入学
(1982年 ～1983年 )

種I   ~＼
●中根台中学校開校
●サンデーリサイクル開始
●地域ケアシステム開始
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 81代 村山富市
○阪神大震災の発生
○地下鉄サリン事件
○気象予報士の制度が発足する

ポイント予報も可能となる
○横綱貴乃花と河野景子の結婚式が

東京の明治神宮で行われる
○日本でマイクロソフト社の

Windows95が発売される
○鹿島町と大野村が合併し,茨城県に

、 鹿嶋市が誕生

10代 横田敦夫校長
平成7年4月 ～平成9年3月

ま
職
」

島

学校の沿革

05183年生関西方面修学旅行
0719生 徒会「やすらぎの里」訪間
0829レ スリング韓国遠征県代表として参加
0123レ スリング「フランス国際大会」参加
02042年生宿泊学習実施

(水上高原藤原スキー場)

0331体 育館・武道場・プール完成

宿泊学習でのキャンプファイヤー
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第36回 1996年
平成8年度

昭和58年4月 ～昭和59年 3月

生まれの方々が入学
(1983年 ～1984年 )

社会の動き
′―――――青冒4万山奇7F――――

●久保台小学校開校
●知的障がい者デイサービスセンター
「ひまわり園」開設

――――一日Jヽ国――――――

総理大臣 81代 村山富市
○海上保安庁の「モールス信号」が打ち止めになる
○鹿児島県のアマチュア天文家百武裕司(45)が

周期2万2500年 の新彗星を発見する
「ヒャクタケ彗星」と命名

○マライア・キヤリー(25)が 初来日

学校の沿革

05173年生関西方面修学旅行
0808県 吹奏楽コンクール金賞
0924東 日本吹奏楽コンクール金賞受賞
1028双龍祭PTAバザー開催
1220生徒会「竜成園」訪間
02022年生宿泊学習実施(猪苗代スキー場)

0305階段昇降機取付工事
0331弓 道場完成

東日本吹奏楽コンクール金賞受賞

宿泊学習でのスキー教室

:・甕



第37回 1997年
平成9年度

●愛宕中階段に車ι)夢峰機

昭和59年4月 ～昭和60年 3月

生まれの方々が入学
(1984年～1985年 )

社会の動き

r―――――青冒4「 山奇TF――――

●新清掃工場 (クリーンプラザ・龍 )

建設開始
●地域防災計画策定
―――――Eヨ 本国――――――

総理大臣 82代 橋本龍太郎
○「たまごっち」が女子高生の間で大流行
○動燃東海事業所で,再処理工場火災
・爆発事故
○消費税が5%に引き上げられる
O「住井すゑ」が老衰のため茨城県
牛久市の自宅で没

¬1代 ′]ヽ 倉満校長
平成9年4月 ～平成11年 3月

校
企
口

ヽ

人
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学校の沿革

05163年生関西方面修学旅行
0620全 国中学校レスリング大会
0811県 吹奏楽コンクール金賞
0917東 日本吹奏楽コンクール銀賞
1219生徒会「竜成園」訪間
02133年生保育実習 (富士見幼稚園 )

■

弓道場での練習
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第 38回  1998年

平成10年度

昭和60年 4月 ～昭和61年 3月

生まれの方々が入学
(1985年～1986年 )

社会の動き

―――――青桓4万山奇¬F――――

● 龍ケ崎,茨城県,済生会が総合病院建設
で協定締結

●牛山純一記念ライブラリー完成 (中央図書館内)

●女性模擬議会開催
―――――

Fヨ 本国――――――

総理大臣 83代 橋本龍太郎
○長野冬季オリンピック開催
○つくば市の文部省高エネルギー加速器研究機構に
「ニュートリノ」に質量があることを裏付けるための実験

装置が完成し公開される

|′●

05123年生関西方面修学旅行
07072年生職場体験学習
0715生 徒会「竜成園」訪間
01281年生宿泊学習実施(猪苗代スキー場 )

0206城ノ内中保護者説明会
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