比布中学校の沿革
昭和２２年度 ・比布村立比布中学校開校(5.31) ・初代校長:鈴木寅之輔氏（９学級 404 名）
※本校を比布小学校に 5 学級,分校を東園小学校に 2 学級，蘭留小学校に 2 学級を併置
※1 年 195 名･2 年 137 名･3 年 72 名
・６月１日に開校式を挙行 (以後この日を開校記念日とする)
・父母と先生の会設立，初代会長：今井伝蔵氏
２３年度 ・比布村北２線８号 1399 ノ１番地に校地設定(6.30) ・第１期工事完成 ・校章制定
２４年度 ・２代校長：吉本孝義氏（13 学級 587 名）
・校歌制定 作詞:清水重道氏･作曲:新野仁助氏(学芸大学教授)
・第１回運動会開催(9.8)
２７年度 ・３代校長：斎藤吉春氏（12 学級 590 名）
・第５期工事完成（校舎建設完了）
・開校５周年記念式典挙行
校旗制定
・管内職業家庭科研究集会開催(道教育委員会研究指定校)
２８年度 ・文部省産業教育研究指定校(～29 年度)
２９年度 ・台風 15 号により屋内体育館被害（傾斜）修理工事
３２年度 ・４代校長：毛利政一氏（12 学級 582 名）
・開校 10 周年記念式典挙行(11.3)
・校内放送設備完成
・校名を比布町立比布中学校と変更(1,1)・音楽室・工作室・ステージ完成
３４年度 ・牛乳給食開始
３５年度 ・５代校長：富沢治俊氏（14 学級 611 名）
３７年度 ・第２技術室完成 校地拡張
・開校 15 周年記念式典挙行(9.15)
３８年度 ・６代校長：木村隆三郎氏（14 学級 682 名）
・グラウンド拡張工事 植樹 排球コート２面新設
３９年度 ・町開基 70 周年記念式典挙行(8.10) ・完全給食開始
４１年度 ・７代校長：長野達三氏（14 学級 578 名）
４３年度 ・特殊学級設置
・中学校門柱完成（同窓会寄贈）
４６年度 ・８代校長：伊藤養市氏（11 学級 380 名）
４７年度 ・放送室改修・音楽準備室完成 ・応援歌生徒より募集(作詞:村本幸康夫君,作曲:舟田 清君)
４８年度 ・９代校長：今野正治氏（11 学級 398 名）
・吹奏楽全道コンクール，最優秀賞（Ｃ編成）
４９年度 ・吹奏楽全道大会１位入賞
５０年度 ・中学校用地造成起工式
・剣道上川大会優勝全道大会出場・庭球全道大会出場
５１年度 ・全道吹奏楽コンクール最優秀賞
５２年度 ・10 代校長：木造 博氏（10 学級 303 名） ・全道吹奏楽コンクール最優秀賞（連続４年）
５３年度 ・新校舎完成(5.1)
・全道吹奏楽コンクール金賞
・新体育館完成(10.16)
・開校 30 周年記念式典・落成式挙行(11.10)
５４年度 ・11 代校長：一柳 清氏（９学級 266 名）
５７年度 ・第一次植樹園植樹作業完了
・グラウンド補修工事
・第一次樹木園植樹
５８年度 ・12 代校長：阿部 勍氏（８学級 264 名）
５９年度 ・ウツベツ川河川改修工事，校地内橋架設
６２年度 ・13 代校長：鈴木一徳氏（８学級 235 名）
・開校 40 周年記念公開研究大会開催(10.16)
６３年度 ・道ボランティア振興協会研究指定校
・青少年赤十字研究指定校
・開校 40 周年記念「校門」新設 揮毫:正井宏幸氏
平成 元年度 ・テニスコート完成記念庭球大会開催
２年度 ・14 代校長：大友祐右氏（７学級 184 名）
３年度 ・上川教育局表彰（奉仕活動）
・校舎内全面塗装
４年度 ・15 代校長：中村秞悦氏（７学級175 名） ・校舎外壁全面塗装
５年度 ・全道吹奏楽コンクール金賞
・コンピュータ教室改修工事完了
６年度 ・町開基 100 周年行事参加
・中体連全国ソフトテニス大会団体３位
・町スポーツ奨励賞ソフトテニス部受賞
・全道新人戦ソフトテニス大会優勝
・全国ソフトテニス大会出場
７年度 ・全道新人戦ソフトテニス大会優勝
・正面花壇新設
・進路指導公開研究会開催
・道教育実践成果発表全文掲載
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８年度 ・16 代校長：石塚武司氏（７学級 179 名） ・全国ソフトテニス大会出場
・中体連全国ソフトテニス大会出場
・町スポーツ奨励賞：山崎沙織さん受賞
・ＪＲ北海道より感謝状授賞（ＪＲＣ委員会） ・道中体連表彰団体賞受賞：女子ソフトテニス部
・全国ソフトテニス大会出場
９年度 ・中体連全国ソフトテニス・相撲大会出場
・開校 50 周年記念式典挙行(11.16)
・郷土ギャラリー開設
・日本ソフトテニス連盟ランキング表彰
・道ソフトテニス連盟優秀選手賞受賞
・全日本ソフトテニス大会出場
・校訓「誠意」及び教育目標の改定(2 月制定・改定)
１０年度 ・17 代校長：中村清司氏（６学級 148 名） ・中体連全国相撲大会出場
・中体連全国ソフトテニス大会出場
・全日本ソフトテニス大会出場
１１年度 ・新制服着用(1 年生より)
・上北Ｐ連研究大会開催
１２年度 ・18 代校長：尾﨑 功氏（６学級 135 名） ・外物置改修工事
・パソコン更新（27 台）
１３年度 ・上川教育研修センター研究協力指定校
・校舎前面舗装改修 ・校舎一部バリアフリー化
１４年度 ・19 代校長：宮原宏明氏（６学級 128 名）
・中体連全国柔道大会 66 ㎏級ベスト 16
・道教育課程実践研究成果報告集に全文掲載
・全国ソフトテニス大会ベスト 16
１５年度 ・上川教育局研究指定校（～16 年）
・全道スキーアルペン競技大会当番校
・全国インドアソフトテニス大会出場
１６年度 ・20 代校長：遠藤啓一氏（４学級 102 名）
・中体連全国ソフトテニス大会出場
・全国インドアソフトテニス大会出場
１７年度 ・全道ソフトテニス大会女子団体３位
・全道卓球選手権大会カデットの部出場
・上川管内教育実践表彰受賞
１８年度 ・コンピュータ室エアコン設置
１９年度 ・21 代校長：馬場 猛氏（３学級 94 名）
・全道剣道大会男子個人ベスト８
・東北，北海道中学生ソフトテニス大会出場
２０年度 ・道中学軟式野球連盟旗争奪全道中学野球大会３位 ・電気暖房盤，高圧ケーブル更新
２１年度 ・体育館耐震改修工事
２２年度 ・22 代校長：上野和幸氏（３学級 99 名）
・電気暖房用電力供給開始
２３年度 ・
「北海道道徳教育推進事業」指定校
・町「君の夢プロジェクト」開始
・都道府県対抗中学校ソフトテニス大会出場
２４年度 ・23 代校長：山田 忠氏（３学級 88 名）
・中体連全国ソフトテニス大会出場
２５年度 ・教育目標改定
・町「チャレンジゼミ」開始
・都道府県対抗中学校ソフトテニス大会出場
２６年度 ・24 代校長：丸田利則氏（３学級 93 名） ・制服改定(一部)
・中体連全道ソフトテニス大会 女子団体優勝(全国ソフトテニス大会出場)
・道「小中連携，一貫教育実践事業」実践指定校(～28 年)
・都道府県対抗中学校ソフトテニス大会出場
２７年度 ・首都圏(東京) 修学旅行実施
・２年札幌キャリア研修開始
・校舎改築基本設計完成
２８年度 ・25 代校長：田澤満氏（3 学級 90 名）
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