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＜沿革の概要＞ 

昭和５６年  ７月１６日 ・本校第一期工事開始 

昭和５７年        ・本校第二期工事開始 

       １月１４日 ・校名「岩見沢市立清園中学校」に決定 

昭和５８年  ３月１９日 ・清園中学校工事完了 ・栄中学校・志文中学校 清園中学校に統合 

       ４月 １日 ・岩見沢市立清園中学校 開校 教職員２２名発令 

          ７日 ・開校式・入学式・始業式 ９学級編成 

         ２８日 ・全校生徒による開校記念植樹 

       ９月 ６日 ・体育館ステージ幕・暗幕（PTA寄贈） 

         １４日 ・「開校記念日」と制定 

昭和５９年  ４月    ・体育館中央に防球網設置（PTA寄贈） 

昭和６０年  ７月    ・全道中学陸上競技会出場 

       ２月    ・全国中学スキー大会出場（純ジャンプ） 

昭和６１年  ４月    ・１０学級編成 

       ８月    ・全道中学体操競技大会出場優勝・全国大会出場 

昭和６２年  ５月２８日 ・コンテナ物置設置（PTA寄贈） 

       ６月２１日 ・自転車置場設置（PTA寄贈） 

昭和６３年  ７月    ・隣接用地借用 第２グラウンド整地（PTA） 

       ６月２１日 ・自転車置場設置（PTA寄贈） 

平成 元年  ２月    ・全国中学スキー大会出場（アルペン） 

平成 ２年  ８月１９日 ・トイレ水洗化工事完了 

平成 ３年  ４月    ・１２学級編成 校舎増築（７月着工１２月完成） 

       ７月    ・全道中学体操競技選手権大会（当番） 

平成 ４年  １～２月  ・全国中学スキー大会出場 

      １１月 １日 ・開校１０周年記念式典挙行 

平成 ５年  １月    ・全道中学スキー大会出場 

       ７～８月  ・全道中学（陸上・男子バレー・羽球）大会出場 

      １２月２８日 ・視聴覚室工事完了（コンピュータ室改修１８台設置） 

平成 ７年  ４月    ・「おじいさんおばあさんとわたし」作文コンクール厚生大臣賞 

平成 ８年  １月    ・全国中学スキー大会出場 

       ２月    ・青少年読書感想文全道コンクール学校奨励賞 

       ７～８月  ・岩見沢市長表彰 ボランティア推進校 

平成 ９年  １～２月  ・全国中学スキー大会出場  

       ２月    ・青少年読書感想文全道コンクール学校奨励賞 

       ７～９月  ・駒沢美術展北海道新聞社賞 

      １２月    ・簡保作文コンクール北海道郵政局長賞 ・第６５回全国書画展金賞 

平成１０年  １～２月  ・・全国中学スキー大会６位入賞 

       ２月    ・青少年読書感想文全道コンクール学校奨励賞 

       ９月    ・少年の主張大会全道大会出場優良賞 

      １２月    ・簡保作文コンクール北海道郵政局長賞矢野啓美・第６６回全国書画展金賞 

             ・北海道指定図書読書感想文コンクール 北海道教育長賞 

平成１１年  １～２月  ・青少年読書感想文全国コンクール入選 

・岩見沢市「小さな親切実行団体」表彰 清園中学校生徒会 

       ３月    ・岩見沢市教育実践奨励賞  

       ５月    ・カルガリ大学留学生滞在交流  



 

       ９月    ・教育相談室改修工事完了  

平成１２年  １～２月  ・全道中学スキー大会出場 

      １１月    ・テレビ放送設備更新工事 

平成１３年  ９月    ・新体育館改築基礎工事開始 全道 Jrユースサッカー大会出場 

      １０月    ・新体育館改築工事開始（H１４年３月完成） 

平成１４年  ８月    ・全道中学（羽球・男子バレー）大会出場 男子バレー全道３位 

      １１月    ・開校２０周年記念式典挙行 祝賀会 公開授業研究 

             ・簡保作文コンクール学校奨励賞 

平成１５年  ８月    ・全道中学（柔道・羽球・男子バレー）大会出場 男子バレー全道３位 

９月    ・コンピュータ室パソコン更新４０台 無線ＬＡＮ工事完了 

      １１月    ・第７１回全国書画展特選 

平成１６年  ３月    ・国連文庫寄贈受ける 

       ４月    ・文科省指定学力向上支援事業～H17 

       ８月    ・全道中学（柔道）大会出場 全道中学校体操・新体操競技大会当番校 

       ９月    ・岩見沢市学校選択制度 学校説明会 

平成１７年  ８月    ・全道中学（男子バレー）大会出場 文部科学大臣杯全国囲碁大会優勝 

      １０月    ・第７３回全国書画展 学校賞 

       ２月    ・空知管内スポーツ文化表彰 囲碁・ピアノ 

       ３月    ・岩見沢市教育実践奨励賞囲碁・バトン 

平成１８年 １０月    ・全道学生ピアノコンクール優勝 

平成１９年  ３月    ・岩見沢市教育実践奨励賞（ピアノ） 

       ８月    ・キャリア教育推進指定 

平成２０年  １月    ・実践表彰 （バトミントン･バレー） 

  ６～９月  ・外階段、玄関床、花壇、掲揚塔改修工事  

      ８月    ・コンピュータ室のパソコン等の機器新規入れ替え  

・全国中学（男子羽球）大会出場  

平成２１年７～８月    ・校舎前駐車場舗装工事  

平成２２年  ２月   ・全国中学（スキー）大会出場 

         ８月 ・全国中学（水泳）大会出場 

平成２３年    １月 ・全国中学（スキー）大会出場 男子 GSL10位 

        ５月 ・北海道中学生選抜バレー（男子）大会優勝 

        ７〜８月 ・全道中学男子バレー優勝、水泳女子 400m 自由形優勝、女子 800m 自由形優勝 

             ・全国中学（男子バレー・水泳）大会出場 男子バレー全国３位 

平成２４年  １月   ・全道中学（スキー）大会出場 女子 SL４位 

       ２月    ・全国中学（スキー）大会出場 

      １０月   ・開校３０周年記念式典挙行  記念事業  公開授業研究 

平成２５年  ２月    ・命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール 全国３位 

       ８月  ・全国中学（女子バレー・羽球）大会出場 

平成２６年  ８月  ・全国中学（女子バレー・羽球）大会出場 

平成２７年    ２月 ・岩見沢市教育実践奨励賞（羽球個人男子） 

・岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞（女子バレー、羽球複男子） 

３月    ・青少年に夢と希望を全道作文コンクール 佳作２名 

７～８月  ・全道中学（男子バレー豊合同チーム、女子バレー、卓球、柔道、陸上競技、

水泳、スキー）大会出場 

・全国中学（男子バレー豊合同チーム、女子バレー）大会出場 

１０月    ・第 22回全道ジュニアボウリング大会優勝（女子） 

平成２８年  ２月    ・岩見沢市教育実践奨励賞（男子バレー豊合同チーム） 

・岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞（女子バレー、個人男子、個人女子） 

平成２９年  ２月    ・岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞（個人女子） 

      １０月    ・全道ジュニアボウリング大会 準優勝（女子） 

      １１月    ・全道中学校英語暗唱大会 第６位 



 

平成３０年  ３月       ・青少年に夢と希望を全道作文コンクール 優秀賞１名、佳作１名 

       ９月    ・トイレ改修工事完了 

平成３１年  ２月    ・岩見沢市教育実践奨励賞（ピアノ男子） 

             ・岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞（個人女子） 

４月       ・岩見沢市立美流渡中学校と統合 

令和 元年  ８月    ・全道中学第 3位（女子バレー）ベスト８（男子バレー）出場（女子水泳） 

９月 ・少年の主張全道大会   第２位 

１０月 ・全道中学校英語暗唱大会 第２位 

令和 ２年  ２月       ・岩見沢市教育実践奨励賞（個人男子） 

・岩見沢市教育実践児童生徒優秀賞（女子バレー、個人男子・女子） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業 

      １０月 ・情報通信網設備改修工事 

令和 ３年  ３月       ・岩見沢市教育実践奨励賞（個人男子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


