
沿革概要 

昭和48 年２月１日 横浜市立田奈・谷本中学校、青葉台方面校開設のための準備委員会発足。 

昭和48 年３月31 日 管理諸室、普通教室（16 教室）、特別教室（4 教室）、倉庫など竣工。 

昭和48 年４月１日 初代学校長 山本健次郎（浜中学校長）着任。 

昭和48 年４月３日 開校式及び祝賀会挙行（1，2 年生337 名、8 学級）。 

昭和48 年11 月１日 校章を制定。 

昭和48 咋11 月２日 開校記念日とする。 

昭和49 年４月11 日 プレハブ教室1 棟（1 教室）設置、昭和50 年3 月25 日徹去。 

昭和49 年６月26 日 25ｍ短水路水泳プール竣工。 

昭和50 年１月21 日 通学服を私服に決定、昭和50 年4 月から実施。 

昭和50 年３月25 日 プレハブ教室1 棟（5 教室）設置、昭和50 年10 月30 臼撤去。 

昭和50 年10 月30 日 第二期工事、普通教室、特別教室（15 教室）、金工木工教室、体育館工事竣工。

（昭和50 年２月着工） 

昭和51 年９月１日 初代学校長 山本健次郎 金沢中学校長に転補。 

昭和51 年９月１日 2 代学校長 井沢茂夫（仲尾台中副校長）着任。 

昭和53 年４月１日 みたけ台中学校分離開校。 

昭和53 年９月１日 2 代学校長 井沢茂夫 平楽中学校長に転補。 

昭和53 年９月１日 3 代学校長 根岸恒雄（上白根中学校長）着任。 

昭和54 年４月１日 特殊学級（1 学級）設置 

昭和55 年４月１日 神奈川県より社会福祉研究普及校に指定される。 

昭和56 年４月１日 3 代学校長 根岸恒雄 緑が丘中学校長に転補。 

昭和56 年４月１日 4 代学校長 三根武男（岩井原中副校長）着任。 

昭和56 年４月１日 海外帰国子女教育神奈川県教育委員会推薦研究校に指定。 

昭和56 年４月１日 プレハブ4 教室設置 昭和57 年4 月15 日撤去。 

昭和57 年４月１日 もえぎ野中学校分離開校。 

昭和57 年４月16 日 校庭整備第1 期工事完了。 

昭和57 年11 月５日 特別教室等校舎改造工事竣工（7・22.着工）。 

昭和57 年12 月21 日 校旗制定。 

昭和58 年１月26 日 昭和57 年度横浜市学校保健優良校（組織活動）の表彰を受ける。 

昭和58 年２月26 日 校庭整備二期工事完了（10・4．着工） 

昭和58 年10 月29 日 創立十周年記念式典挙行。 

昭和59 年３月31 日 4 代学校長 三根武男 退職。 

昭和59 年４月１日 5 代学校長 鈴木近幸（浦島ケ丘中副校長）着任。 

昭和59 年11 月30 日 昭和59 年度神奈川県学校保健優良校の表彰を受ける。 

昭和60 年２月25 日 格技場、プールの循環装置竣工。 

昭和60 年３月１日 校歌制定。 

昭和61 年２月26 日 学校開放校用更衣室竣工 

昭和62 年２月13 日 昭和61 年度横浜市学校保健優良校（保健管理）の表彰を受ける。 



昭和62 年４月１日 文部省帰国子女推進地域中学校センター校の指定を受ける。 

昭和62 年11 月25 日 昭和62 年度神奈川県学校保健優良校の表彰を受ける。 

昭和63 年４月１日 5 代学校長 鈴木近幸 保土ケ谷中学校長に転補。 

昭和63 年４月１日 6 代学校長 田口昭彦（栗田谷中副校長）着任。 

平成元年１月23 日 視聴覚室・調理室改修工事完了。 

平成元年８月31 日 校舎外壁塗装工事完了。 

平成２年４月１日 6 代学校長 田口昭彦 新田中学校長に転補。 

平成２年４月１日 7 代学校長 竹内 啓（若葉台西中副校長）着任。 

平成３年２月１日 第二音楽室改修工事完了。 

平成４年４月１日 福祉の風土づくり推進校に指定。 

平成４年４月１日 学童生徒のボランティア活動普及事業協力校に指定。 

平成４年10 月31 日 創立20 周年記念式典挙行。 

平成５年４月１日 7 代学校長 竹内 啓 浜中学校長に転補。 

平成５年４月１日 8 代学校長 府川 務（本郷養護学校副校長）着任。 

平成５年８月29 日 3．4 階教室改修工事完了。 

平成６年３月31 日 8 代学校長 府川 務 大綱養護学校長に転補。 

平成６年４月１日 9 代学校長 山崎妙子（青葉台中副校長）自校昇任。 

平成６年12 月７日 コンピュータルーム、放送室、理科室改修工事完了。 

平成７年９月15 日 一階管理諸室改修工事完了。 

平成７年11 月30 日 東側トイレ改修工事完了。 

平成８年３月29 日 防球ネット改修工事完了。 

平成８年４月１日 9 代学校長 山崎妙子 城郷中学校長に転補。 

平成８年４月１日 10 代学校長 西野 潔（市立盲学校副校長）着任。 

平成８年４月１日 福祉の風土づくり推進校に指定。 

平成８年４月１日 学校運営改善実践研究協力校に指定。 

平成10 年４月１日 10 代学校長 西野 潔 原中学校長に転補。 

平成10 年４月１日 11 代学校長 盛永幸夫（上の宮中学校長）着任。 

平成12 年８月31 日 校舎内床改修工事完了。 

平成13 年３月１日 グランド改修工事完了。 

平成13 年３月31 日 11 代学校長 盛永幸夫 退職。 

平成13 年４月１日 12 代学校長 平本勝義（軽井沢中学校長）着任。 

平成13 年４月７日 校舎外壁補修工事完了。 

平成14 年８月 音楽室改修工事。 

平成14 年11 月９日 創立30 周年記念式典挙行。 

平成14 年12 月 体育館床、壁補修工事。 

平成15 年３月20 日～11 月28 日 耐震工事。 

平成19 年３月31 日 12 代学校長 平本勝義 退職。 

平成19 年４月１日 13 代学校長 中村正孝（栗田谷中学校長）着任。 



平成20 年３月31 日 13 代学校長 中村正孝 退職。 

平成20 年４月１日 14 代学校長 織茂篤史（日吉台西中学校長）着任。 

平成21 年３月31 日 校舎屋上改修工事完了。 

平成21 年４月１日 文部科学省委託学校評価研究協力校指定。 

平成21 年４月１日 市環境教育実践校指定。 

平成21 年４月１日 市キャリア教育推進校指定。 

平成22 年７月１日 青葉台中学校区 学校運営協議会設置。 

平成23 年３月31 日 14 代学校長 織茂篤史 退職。 

平成23 年４月１日 15 代学校長 安藤秀朗（西部学校教育事務所指導主事室主任指導主事）着任。 

平成25 年11 月１日 創立40 周年記念航空写真撮影 ファイル・パンフレット作成。 

平成26 年９月１日 トイレ改修工事完了。 

平成27 年４月１日 15 代学校長 安藤秀朗 領家中学校長に転補。 

平成27 年４月１日 16 代学校長 脇山幸之（高田中学校長）着任。 

平成28 年３月31 日 16 代学校長 脇山幸之 退職。 

平成 28 年４月１日 17 代学校長 森 博昭（指導部国際教育課主任指導主事）着任。 

平成 29年９月 14日  特別教室（図書室,調理室,理科室,美術室,音楽室）エアコン設置工事完了 

平成 30年 10月 12日 災害時下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）工事完了 

令和元年８月 18日 保健相談室設置工事完了 

令和３年 3月 31日 17 代学校長 森 博昭 すすき野中学校長に転補。 

令和３年 4月 1日 18 代学校長 岩永 徹 （若葉台中学校長）着任。 


