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学校の概要・沿革
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「県立高等学校開校準備室」を設置し、校長、教頭、事務長が発令される
管理・普通教室棟（2,784㎡）　体育館（2,614㎡）　竣工
入学者選抜学力検査を県立長岡高等学校において実施
県立高校開校準備室を閉鎖し、新校舎（長岡市喜多町字川原1030番地1）　に移転完了
第１回入学式を挙行（８学級、定員360名、入学者男子178名、女子183名、合計361名）
屋外グラウンド竣工
PTA設立 
生徒会（聡慧会）　設立
特別教室棟（4,377㎡）　竣工
第１回体育祭
開校式
部室（68㎡）　竣工
管理・教室棟第２期工事（1,827㎡）　竣工、校地囲障（校門含む）　竣工
第１回聡慧祭
前庭造園工事完了
自転車舎第１期工事完了
小体育館・格技場（1,790㎡　２階建）　竣工
聡慧祭（一般公開）
自転車舎第２期工事完了
校歌発表記念式・記念演奏会
同窓会設立
第１回卒業式（男子167名、女子174名、計341名）
第４回入学式（９学級、定員405名となる）
中庭造園工事（第１期）　完了
部室増設工事（52㎡）　完了
創立５周年記念式・記念講演会（原田泰夫氏）
中庭造園工事（第２期）　完了
物置（31㎡）　竣工
プレハブ教室（262㎡）　竣工
演劇鑑賞　劇団銅鑼「明日へ出発」（市立劇場）
第７回入学式（10学級、定員450名となる）
特別教室棟渡り廊下竣工
弓道場施設建物竣工
第９回入学式（９学級、定員405名となる）
コンピュータ教室設置（教師用１台、生徒用23台）
創立10周年記念式・記念講演会（多湖輝氏）
創立10周年記念事業、グラウンド夜間照明設備竣工
第11回入学式（９学級、定員396名となる）
屋外スポーツ練習場竣工
第12回入学式（９学級、定員378名となる）
図書館コンピュータ管理システム導入
図書館コンピュータ管理システム始動
屋外更衣室竣工
第14回入学式（９学級、定員360名となる）
推薦選抜制度実施
教育用コンピュータ更新・増設
（教師用1台、生徒用40台、LL教室をコンピュータ教室に改造、インターネット設置）
トレーニングルーム機器充実（向陵基金よりトレーニングマシーン他一式寄贈）
第20回入学式（８学級、定員320名となる）
創立20周年記念式・記念講演会（新垣勉氏）

１　名　称　等
　新潟県立長岡向陵高等学校 （全日制　普通科）

　　〒940-2184　長岡市喜多町字川原1030番地1　（TEL 0258－29－1300（代表）　FAX 0258－29－3881）
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プレハブ教室解体
サッカー部部室、照明灯３基竣工
第29回入学式（７学級、定員280名となる）
創立30周年記念式・記念講演会（大林宣彦氏）
一般選抜に学校独自検査導入
第34回入学式（６学級、定員240名となる）
第38回入学式（５学級、定員200名となる）
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国民体育大会（奈良県）陸上競技少年B男子110mJH５位入賞（佐藤正敏）
全国高校総合体育大会（山口市）男子バレーボール部出場（決勝トーナメント進出）
国民体育大会（山梨県）少年男子バレーボール新潟県選抜チームとして３名出場（五十嵐潤二、
松本明、深沢真）　同大会陸上競技少年B男子やり投げで５位入賞（梅田正人）
全国高校総合体育大会（札幌市）陸上競技男子やり投げに出場（梅田正人、決勝進出）
全国高校総合体育大会（神戸市）陸上競技男子砲丸投げ及びやり投げに出場（梅田正人）
全国高校陸上競技大会（静岡市）混成競技男子八種競技に出場（梅田正人）
国民体育大会（京都府）陸上競技少年A男子やり投げに出場（梅田正人）
国民体育大会（福岡県）少年男子ラグビー新潟県選抜チームとして５名出場（鷲津幸治、八木一元、
石原武朗、岩淵知巳、水落祐一）
全国高校総合文化祭（香川県）写真の部に出品・文化連盟賞受賞（高木俊之）
全国高等学校野球選手権大会に野球部出場
国民体育大会（山形県）少年男子バレーボール新潟県選抜チームとして１名出場（星野克行）
国民体育大会（香川県）少年男子サッカー新潟県選抜チームとして２名出場（古市悟史）
全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸市）にダンス部出場（決勝進出）
全国高校総合体育大会（山口市）弓道男子団体・個人出場（井口優一）
全国高校総合体育大会（甲府市）弓道女子団体・個人出場（星さやか）
国民体育大会（広島県）少年男子バレーボール新潟県選抜チームとして１名出場（星野修也）
全国高校弓道選抜大会（岐阜市）女子団体出場
　　　　〃　　　　　（　〃　）個人戦女子優勝（髙野悦子）
全国高校総合体育大会（松山市）弓道女子団体・個人出場（山崎亮子）（団体ベスト８、個人戦準
決勝進出）
全国高校総合文化祭（鳥取県）書道の部に出品（長谷川梓）
全国高校陸上競技大会（丸亀市）女子400mHに出場（馬場麗花）
全国高校弓道選抜大会（広島市）個人女子に出場（笹崎いつ香）
全国高校総合体育大会（盛岡市）弓道個人男子に出場（今井康行）
　　　　〃　　　　　 （大船渡市）空手道女子個人組手に出場（中村明日香）

代 氏　　　名 就  任  年  月  日 退  任  年  月  日 在 任 期 間
１ 田　村　忠　雄 昭和57年11月１日 昭和61年３月31日 ３年５ケ月
２ 粕　川　正　之 　　61年４月１日 　　63年３月31日 　２　年　
３ 中　野　文　郎 　　63年４月１日 平成２年３月31日 　２　年　
４ 金　子　彰　男 平成２年４月１日 　　５年３月31日 　３　年　
５ 柳　下　明　也 　　５年４月１日 　　８年３月31日 　３　年　
６ 渡　辺　銀次郎 　　８年４月１日 　　11年３月31日 　３　年　
７ 田　中　　　實 　　11年４月１日 　　15年３月31日 　４　年　
８ 新　保　　　隆 　　15年４月１日 　　17年３月31日 　２　年　
９ 大　場　　　登 　　17年４月１日 　　19年３月31日 ２　年
10 羽　田　春　喜 　　19年４月１日 　　22年３月31日 　３　年　
11 中　野　　　晋 　　22年４月１日 　　24年３月31日 ２　年
12 芳　賀　昌　隆 　　24年４月１日 　　27年３月31日 　３　年　
13 清　水　健　夫 　　27年４月１日 　　31年３月31日 　４　年　
14 鷲　尾　雄　慈 　　31年４月１日 令和３年３月31日 ２　年
15 早　川　　　智 令和３年４月１日

３　歴  代  校  長

４　部 活 動 の 記 録


