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　この度、岐阜県立加茂高等学校が創立70周年を迎え、ここに記念式典を盛大に挙行できます

ことは誠に喜ばしく、関係の皆さまに深く感謝申し上げます。

　本校は、昭和23年の学制改革に伴い、前身の加茂農林高等学校に普通科を併設し、加茂高

等学校としてスタートしました。その後、幾多の変遷を経て、創立以来約26,000人の卒業生を

輩出し、歴史と伝統を誇る学校として発展してまいりました。卒業生は地元はもとより、日本全国、

さらには世界各地で活躍しておられます。これはひとえに県教育委員会をはじめ、同窓会、後援

会、更には地域の皆さまの温かいご支援と、歴代校長・教職員の方々による努力の賜物である

と敬意を表します。

　また、創立70周年記念事業として、同窓会をはじめとする皆さまのご支援により、マイクロバス等

の整備や同窓会館の改装をしていただきましたことに感謝を申し上げます。

　さて、本校の校風である「文武両道」の精神は、70年にわたって多くの先輩方が新たなことへ

と常に挑戦する気概の中で築き上げられてきました。この精神は今も健在で、生徒は学業はもと

より、生徒会活動や部活動にも積極的に励んでいます。現在、本校は全日制課程普通科・理数

科、定時制課程普通科に合わせて約1,000名が在籍しており、『明朗進取・誠実努力・親愛奉

仕』の校訓のもと、「高い学力・健康でたくましい心身・豊かな人間性」を備えた有意な人材

の育成を目標に教育活動に取り組んでおります。授業中の真摯に学ぶ姿、放課後のグラウンドに

響く元気なかけ声や、「カキーン、カキーン！」という小気味良い金属音、校舎内からあふれ出す

吹奏楽の音色やコーラスの歌声など、活気溢れる中で充実した学校生活を送っている生徒の姿

は本当に頼もしいものです。そんな彼らが自らの夢や目標の実現に向けて、何事にも『挑戦』す

る気概をもち、本校の良き伝統を次の十年、二十年先へ受け継いでくれることを期待しています。

　まさに、これからの社会は急速に進展する国際化、高度情報化、高齢化の中にあって、豊かな

人間性をもち、地域社会の発展に貢献できる人材が求められております。職員一同、創立70周

年を契機として本校が地域の文化の担い手を育む場であるという誇りを胸に、これからも人材育

成に全力で努めていく所存です。今後とも、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　終わりに、加茂高等学校創立70周年記念の本誌発行にあたりご尽力いただいた皆さまに厚く御

礼申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

あいさつ

学 校 長

藤 掛 賀 津 博
（第30回生 普　卒）
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　岐阜県立加茂高等学校が創立70周年を迎えられ、記念式典を挙行されますとともに、

輝かしい歴史を綴る記念誌を刊行されますことを、心からお慶び申し上げます。

　本校は、昭和23年、母体となった加茂農林学校の伝統を引き継ぎ、農業科及び普通

科併設の高等学校として発足しました。以来、商業科の設置、夜間定時制課程の設置、

分校の廃合、農業科及び商業科の廃止、理数科の設置、白川高等学校との統合など幾多

の変遷を経ながら、約３万人の人材を輩出してきました。この間、「文武両道」の旗印

の下に研鑽を積まれた多くの卒業生が、県内はもとより、広く国内外において活躍し

ていることは限りない喜びであります。これはひとえに、これまでの生徒の皆さんの

たゆまぬ努力、さらには保護者、同窓会、後援会並びに地域の皆様など多くの方々のご

理解とご支援の賜物と、心から感謝申し上げます。

　県教育委員会では「平成30年度岐阜県教育委員会の基本方針」として、「時代や社会

の変化に対応した新しい教育」、「教職員の働き方改革の推進」、「多様なニーズに対応

した教育」、「確かな学力の育成」、「豊かな心と健やかな体を育む教育」、「安全・安心

な教育環境づくり」の六つを柱に様々な施策を展開し、「清流の国ぎふ」の明日をひ

らく教育を推進しています。

　このような折、本校では、学校改革目安箱や学校評議員の意見を取り入れながら地

域社会を始めとする県民の皆様との連携を一層密にするとともに、本校のインター

ネット・ホームページを工夫して分かりやすい情報提供に努めるなど、開かれた学校

運営に意欲的に取り組んできました。その効果もあり、学校祭や球技大会などの生徒

会活動や、ＰＴＡ活動に対する保護者や地域の皆様の関心は極めて高く、毎回多くの

方々に来校していただいています。また、本校では、全国大会優勝を何度も達成して

いるボート部を始めとする部活動も極めて活発であり、今後も学力向上とともに生徒

一人一人の心身の健全な育成に努めてまいる所存です。

　岐阜県立加茂高等学校が、創立70周年を契機に、地域の期待に応える学校として益々

充実・発展することを祈念して、挨拶といたします。

挨　　拶

岐阜県教育委員会 教育長

安 福 正 寿
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　岐阜県立加茂高等学校が創立70周年を迎え、皆様と共にお慶び申し上げ

ます。

　本校が誕生し、幾多の変革を繰り返しながら70年の歴史をもつ学校とな

りました。ここ20年をみても武道場の完成・白川高等学校との統合・空調

設備工事・部室棟新築工事・耐震補強工事など大きく変わりました。その

中で卒業生は約26,000人を数え、この中には国会議員をはじめ各界で活躍

される人も多数含まれています。70周年記念事業で、その卒業生のひとり

北川悦吏子さんの記念講演会を行ないます。また同窓会館の改修も行われ

ました。本後援会もこの事業に関わることができ嬉しく思います。私自身

も記念事業実行委員として、このプロジェクトに参画することができたと

いうことはこのうえない喜びです。

　加茂高校後援会は、最近ではボートや楽器の購入、弓道場の砂場の整備、

生物室顕微鏡用モニターの購入などを行って参りました。これからも加茂

高校の発展の為、教育の活性化を目的として生徒や部活動に支援を続けて

いきたいと思っております。

　最後にこの記念事業にあたり、同窓会やPTAの方々をはじめ関係者の皆様

の多大なるご努力に感謝申し上げます。

創立70周年を迎えて

後援会 会長

加 藤 建 夫
（第29回生 普　卒）
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　加茂高等学校は本年度、創立70周年を迎えることになりました。この記念す
べき年に生徒会長を務めさせていただき、とても光栄に思います。
　加茂高等学校は1948年(昭和23年)に創立され、「文武両道」の校風の下、多く
の生徒が誠実で礼儀正しく、学習活動だけでなく、部活動や生徒会活動もきわめ
て活発であることが本校の誇りです。
　部活動では、インターハイや国民体育大会などで全国優勝を何度も達成した
ボート部をはじめ、生徒がいきいきと活動し、すばらしい成果をあげています。
自己の目標を達成するために一生懸命練習する姿や、試合の時に最後まであきら
めずに戦う先輩たちの姿を見て、私は真剣に取り組むことの大切さ、格好よさを
学びました。
　本校最大の行事である加茂高祭は３日間にわたって、全校生徒が一体となって
盛り上がります。文化祭ではホームルームごとに、アイデアを凝らした演劇やダ
ンスパフォーマンス、展示などが発表されます。体育祭では、東西南北の４団の
対抗戦形式で行われ、応援団リーダーを中心に華やかな応援活動が繰り広げられ
ます。加茂高祭では、活動する者だけでなく、観客も含めた全体が楽しめる方法
を生徒一人一人が考え、自ら提案し、生徒主体で企画・運営していくすばらしい伝
統が息づいています。
　また、本校は世界的な業績をあげた科学者や、日本を代表する文学者など、政
治、経済、文化の各方面で活躍されている卒業生も多く、優秀な人材を世に送り
出してきた伝統校です。毎年、部活動を引退した３年生の皆さんが、放課後の教
室や図書館などで、自分たちの夢を叶えるために勉学に集中する姿が見られま
す。加茂高生として充実した学校生活を送ってこられた先輩方は、私たちの目標
であり、憧れです。
　私たちはこれまで培ってきた古き良き伝統を継承し、新しい分野にも積極的に
挑戦する加茂高生であり続けたいと思っています。そして、多くの先輩方が築き
上げてこられた「加茂高生の姿」を今後も継承していきます。

創立70周年を迎えて

平成30年度 前期生徒会長

森 下 幸 香





校 史 編
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学校概要
１　所在地

〒５０５−００２７　岐阜県美濃加茂市本郷町２−６−７８　電話 (0574)25-2133

　
２　沿　革

〔加茂高等学校〕

明治44. 10　加茂郡立農林学校設立許可

大正12. ４　県立移管、岐阜県加茂農林学校と改称

昭和23. ４　岐阜県立加茂農林高等学校と改称

同23. ８　高等学校総合制実施により、岐阜県立加茂高等学校と改称し、農業科・畜

産科・普通科を設置、定時制課程農業科設置許可

同24. ４　加茂郡蜂屋村に定時制分校設置、農業科4カ年、家庭科2カ年、商業科4教室、
タイプ室建設

同26. ３　寄宿舎建設（町村負担）

同27. ３　定時制蜂屋分校廃止

同28. ４　本校定時制を夜間に切換え普通科に変更

同29. ４　神淵分校の農業科を普通科に変更

同30. ４　町村合併により神淵分校を七宗分校と改称

同32.12　講堂兼体育館（160坪）完成

同35. ９　組合立中濃高等学校設置にともない七宗分校廃止

同36. ４　岐阜県立加茂農林高等学校設置にともない農業科廃止　校章・校旗制定

同37. １　格技場（85坪）移転

同　　５　家庭科被服教室、商業実践室建設

同39. ６　本館第一期工事（900.08㎡）完成

同40. ３　本館第二期工事（1,010.69㎡）、校務員室完成

同　　４　体育館拡張工事、体育教官室完成

同　　９　本館第三期工事（513.00㎡）完成

同　　９　岐阜国体　漕艇競技において、女子ナックルフォア優勝

同41. ９　大分国体　　　　　　　　　　　〃

同42. ９　埼玉国体　　　　　　　　　　　〃

同43. ８　本館第四期工事（4,907.9㎡）完成
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同　　９　福井国体　漕艇競技において、女子ナックルフォア優勝
加茂高会館（同窓会館）完成

同　  11　創立20周年記念式挙行

同45. ４　商業に関する学科として営業・経理・事務科を設置、これにともない従来
の商業科は募集停止

同47. ３　第二棟第一期工事（1,291.74㎡）完成

同47. ４　理数科１学級設置

同48. ４　営業・経理・事務の３学科募集停止　普通科６学級、理数科２学級編成

同49. ３　第二棟第二期工事（1,166.54㎡）完成

同　　4　学区制変更に伴い普通科８学級、理数科２学級編成となる

同51. ３　第二棟第三期工事（650.81㎡）完成

同53. 10　創立30周年記念式挙行

同55. 10　加茂高校後援会結成

同56. ４　普通科７学級編成

同56. ４　講堂兼体育館開館記念式典挙行

同58. ４　普通科８学級編成

同60. ３　第三棟特別教室第一期工事（944.48㎡）完成

同　　3　合併処理槽、屋外便所完成

同61. ３　第三棟特別教室第二期工事（349.20㎡）完成

同61.10　文化系部室棟（408.00㎡）完成、中庭の造園

同62. ８　校門、通路改良工事完成

同63.11　創立40周年記念式挙行

平成 元. ４　普通科９学級編成

同 ２. ８　第一棟大規模改造工事

同 ７. ３　家庭科調理実習室改造工事

同 　 ３　同窓会館改造工事

同 　 ４　国際文化コース１学級設置

同 ８. １　第二棟屋上外壁庇改修工事

同 　 １　公共下水切替工事

同 　 ４　普通科８学級編成



20

同 ９. ３　漕艇部艇庫（399㎡）完成

同10. ３　同窓会館改修工事完了

同10. ４　定時制課程単位制に改編

同10. 11　創立50周年記念式挙行

同11. ３　配管改修工事完了

同11. 11　格技場取り壊し

同12. ８　武道場（699.40㎡）完成

同13. ３　トレーニングルーム（104.00㎡）完成

同14. １　第一屋内体育館取り壊し

同14. ４　普通科７学級編成

同16. ４　普通科６学級編成

同16. ９　第一棟屋上防水工事

同17. １　県教委による「生徒いきいきプラン」により、平成19年4月1日に本校と白

川高等学校との統合を発表

同18. １　統合後の校名を「加茂高等学校」とすることを発表

同18. ４　普通科５学級編成

同18. 9　第二棟空調設備設置工事完了

同18.12　第二棟耐震補強工事、普通教室等改修工事完了

同19. ４ 「生徒いきいきプラン」により本校と白川高等学校が統合、国際文化コース

募集停止、普通科６学級編成

同19. ８　第一棟空調設備設置工事完了

同19. ８　ボート部女子クォドルプル、インターハイ全国優勝

同20. ３　市道拡幅に伴う校門移設工事、部室棟新築工事完了

同21. ３　加茂高等学校白川校舎閉校舎式挙行、統合完了

同22. ３　第一棟耐震補強工事完了

同23. ４　普通科７学級、理数科１学級編成

同24. ３　ボート部男子クォドルプル、全国高等学校選抜ボート大会優勝

同24. ４　普通科８学級、理数科１学級編成

同24. ８　第一棟改修工事完了
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同25. ３　ボート部女子クォドルプル、全国高等学校選抜ボート大会優勝

同25. ４　普通科７学級、理数科１学級編成

同25. 8　ボート部女子クォドルプル、インターハイ全国優勝

同25. 9　ボート部女子クォドルプル、東京国体全国優勝

同26. ４　普通科８学級、理数科１学級編成

同26. 8　ボート部女子クォドルプル、インターハイ全国優勝

同26. 8　ボート部女子個人、世界ジュニア選手権ドイツ大会出場

同26.10　ボート部女子クォドルプル、長崎国体全国優勝

同27. １　囲碁将棋部全国高等学校文化連盟将棋新人大会(個人)、全国大会優勝

同27. ４　普通科８学級、理数科１学級編成

同28. ４　普通科７学級、理数科１学級編成
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〔白川高等学校・加茂高等学校白川校舎〕

昭和48. ７　岐阜県教育委員会において、岐阜県立高等学校の通学区域および学校群等に

関する規則を決定、その際、美濃加茂学区に新設県立高等学校の設置を予定

同49. ６　校地造成工事起工式

同50. １　新設県立高校担当主査発令

同50. ７　第1期校舎等建築工事起工式

同50.10　本校開設準備事務執行官として岐阜県立加茂高等学校長佐野隆一外2名が

発令され、開設準備室を加茂高等学校に設置

同50.10　上棟式

同50.11　岐阜県教育委員会おいて、校名を岐阜県立白川高等学校と決定

同50.12　岐阜県教育委員会において、本校の入学定員を次のとおり決定

全日制課程　普通科135名（3学級）

同51. ３　第１期工事竣工（本館棟・昇降口・売店・渡り廊下・器具庫・屋外便所・自 

転車置場）

同51. ３　岐阜県議会において、岐阜県立白川高等学校設置を議決

同51. ４　白川町農協会館において開校式及び第1回入学式を挙行

同52. ３　第2期工事竣工（本館棟）

同52. ６　体育館竣工

同53. 12　本館増築工事竣工（進路指導室等）　

同54. ２　生徒会室竣工

同56. ３　格技場竣工

同57. ２　部室竣工

同59. ３　セミナーハウス竣工

同62. ４　普通科４学級編成

同63. ４　普通科３学級編成

平成 ７. 10　創立20周年記念式典挙行

同11. 11　特別棟竣工

同14. ３　校内ＬＡＮ設置

同14. ７　職員室内ＯＡフロアー化完了

同14. ９　トレーニングルーム完成

同17. 10　創立30周年記念式典挙行

同19. ４　岐阜県立加茂高等学校と統合、白川校舎と名称変更

同21. ３　第31回卒業式及び閉校舎式挙行
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資 料 編
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