学 校沿革
年 月 日

22. 4.30

5. 8
23. 3.20
3.31
4. 9
5. 8
6. 6
24. 3.26
4.28
12.28
25. 3.25
9.30
26. 3.25
6.10
10.31
27. 2.21

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
35.
36.

3.25
4. 1
2.12
3.25
3.25
8.30
3.25
4. 1
3.25
5.19
3.25
4. 1
5. 8
3.25
4. 1
3.25
7.22
3.25
5.11
8.31
3.25

沿

革

指令第518号をもって三股村立三股中学
校及び⻑⽥分校設立を許可
初代校⻑ 時任義彦就任
三股小学校で開校式、授業開始、職員数
23人、生徒数本校615名、分校46名
第1回卒業式 男子 18名 女子 8名 計 26名
第2代校⻑ 平⽥静雄就任
第2号棟310坪10教室竣工し，本校を
三股村大字樺山3,548番地に移転
町制施行，三股町立三股中学校と改称
ＰＴＡ結成 初代会⻑ 市氏就任
第2回卒業式 男子 63名 女子 49名 計 112名
第1号棟356坪竣工、第3号棟318坪竣工
本町大字⻑⽥字花⾕所在の国有林地域に
1町1反1畝8歩の学有林を設置
第3回卒業式 男子191名 女子206名 計397名
第3代校⻑ 川内義秋就任
第4回卒業式 男子214名 女子175名 計389名
1,657坪の農業実習地を設け、同時に
2,17坪の運動場拡張工事竣工
第４号棟105坪竣工
本町大字⻑⽥字花⾕所在国有林地域に
5町2反8畝11歩の学有林を増設
第5回卒業式 男子200名 女子197名 計397名
第4代校⻑ 細山⽥昭芳就任
校章制定(中山利雄教諭の図案採用)
第6回卒業式 男子189名 女子223名 計412名
第7回卒業式 男子164名 女子193名 計357名
給水施設及び調理室竣工
第8回卒業式 男子198名 女子167名 計365名
第9代校⻑ 蓬原正行就任
第９回卒業式 男子187名 女子223名 計410名
校門竣工
第10回卒業式 男子235名 女子199名 計434名
第６代校⻑ 松下敏夫就任
校歌制定 屋内体育館，国旗掲揚塔竣工
第11回卒業式 男子210名 女子177名 計387名
第７代校⻑ 大⽥ 実就任
第12回卒業式 男子175名 女子206名 計381名
学校林下払い実施
第13回卒業式 男子168名 女子180名 計348名
産業教育研究校に指定
体育後援会結成
第14回卒業式 男子128名 女子167名 計295名

年 月 日

沿

革

4. 1 ⻑⽥分校が三股東中学校に独立分離
7.14 新校舎６教室竣工(第４等⻄側)
37. 1.11 産業教室完成
3.25 第15回卒業式 男子196名 女子178名 計374名
4. 1 特殊学級新設(１学級)
10.25 特殊学級教室校舎完成
38. 3. 7 植樹(⻘桐，南京ハゼ，センダン)
3.25 第16回卒業式 男子225名 女子182名 計407名
10. 1 ミルク給食開始
39. 3.25 第17回卒業式 男子254名 女子232名 計486名
7.22 県ｼﾞｭﾆｱ大会で剣道部優勝
40. 3.25 第18回卒業式 男子212名 女子199名 計411名
4. 1 第８代校⻑ 津留厚義就任
4.20 文部省道徳教育研究学校に指定
8.21 プール完成
41. 3.25 第19回卒業式 男子171名 女子181名 計352名
5. 2 給食センター設置による完全給食開始
11. 1 道徳教育の研究公開
42. 3.25 第20回卒業式 男子179名 女子184名 計363名
10.10 鉄筋３階建⻄側校舎建築着工
43. 3.18 第21回卒業式 男子192名 女子170名 計362名
4. 1 第９代校⻑ 堀之内吉文就任
11.10 吹奏楽部が町文化賞を受賞
44. 3.18 第22回卒業式 男子173名 女子158名 計331名
6.30 勝岡新坂で土砂崩れ女子生徒４名死亡
8. 7 県中学体育大会で野球部優勝
45. 3. 5 鉄筋２階建管理棟の一部完成
3.18 第23回卒業式 男子158名 女子161名 計319名
46. 3.18 第24回卒業式 男子151名 女子132名 計283名
47. 3.14 校門前庭造成
3.18 第25回卒業式 男子156名 女子161名 計317名
4. 1 三股東中と統合
4. 1 第10代校⻑ 大迫正七就任
8.16 剣道部が全国大会に出場(日本武道館)
48. 3.18 第26回卒業式 男子160名 女子137名 計297名
4. 1 第11代校⻑ 坂本春海就任
8.16 剣道部が全国選抜剣道大会で３位入賞
8.21 中庭庭園完成
49. 3.18 第27回卒業式 男子147名 女子153名 計300名
8.13 剣道部が全国中学校剣道大会に出場
50. 3.18 第28回卒業式 男子156名 女子159名 計315名
8.14 剣道部が全国中学校剣道大会に出場
51. 3.17 第29回卒業式 男子143名 女子143名 計286名
4. 1 第12代校⻑ 茨木重則就任

年 月 日

51. 8. 9
52. 3.17
53. 3.18
4. 1
54. 3.19
55. 3.18
4. 1
56. 3.18
12.31
57. 3. 9
3.18
4. 1
58. 3.18
12.31
59. 3.19
4. 1
60. 3.18
61. 2.10
3.18
11. 5
62. 2.28
3.18
4. 1
63. 2. 7
3.19
11.18
元 2.11
3.18
4. 1
7.30
8.22
2. 3.19
3. 3.18
4. 1.26
3.18
4. 1
11.10
5. 3.18
6. 2.15
3.18
7. 3.18
3.23
4. 1
8.
8. 2.
3.18
9. 2.
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剣道部が全九州中学校剣道大会に出場
第30回卒業式 男子155名 女子157名 計312名
第31回卒業式 男子132名 女子116名 計248名
第13代校⻑ 藤井富治義就任
第32回卒業式 男子119名 女子149名 計268名
第33回卒業式 男子119名 女子114名 計233名
第14代校⻑ 轟木次男就任
第34回卒業式 男子112名 女子113名 計225名
校門東に「立志」の碑を建てる。
南校舎特別教室８教室完成
第35回卒業式 男子112名 女子109名 計221名
第15代校⻑ 蔵満 保就任
第36回卒業式 男子142名 女子145名 計287名
職員室拡張
第37回卒業式 男子146名 女子135名 計281名
第16代校⻑ 木野⽥保生就任
第38回卒業式 男子135名 女子144名 計279名
新屋内体育館完成
第39回卒業式 男子164名 女子141名 計305名
文部省･町指定研究公開(生徒指導)
中校舎普通教室6，多目的ﾎｰﾙ3を増築
第40回卒業式 男子140名 女子132名 計272名
第17代校⻑ 日向 熙就任

吹奏楽部が九州ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄで銅賞受賞

第41回卒業式 男子160名 女子156名 計316名
男子ﾊﾞﾚｰ部が県中体連秋季大会優勝
九州ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄで銅賞受賞
第42回卒業式 男子154名 女子163名 計317名
第18代校⻑ 赤塚重雄就任
弓道部が全国大会に出場(東京都)
ﾊﾞﾚｰ部が全国大会に出場(広島県)
第43回卒業式 男子173名 女子168名 計341名
第44回卒業式 男子179名 女子172名 計351名
中校舎東に３教室増築
第45回卒業式 男子152名 女子165名 計317名
第19代校⻑ 鶴久昭郎就任
文部省･県･町指定研究公開(教育課程)
第46回卒業式 男子186名 女子159名 計345名
下足棟新設
第47回卒業式 男子190名 女子177名 計367名
第48回卒業式 男子177名 女子172名 計349名
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ完成
第20代校⻑ 愛甲博昭就任
柔道個人中体連九州，全校大会で優勝
購買部･印刷室完成，図書室拡張
第49回卒業式 男子170名 女子174名 計344名
運動場全面改修工事完工

年 月 日

沿

革

3.18 第50回卒業式 男子175名 女子152名 計327名
4. 1 第21代校⻑ 橋口武俊就任
12. 6 50周年記念式典(講師：北別府学氏)
10. 3.18 第51回卒業式 男子183名 女子173名 計356名
11. 3.18 第52回卒業式 男子180名 女子170名 計350名
4. 1 第22代校⻑ 金山昭俊就任
12. 3.18 第53回卒業式 男子175名 女子170名 計345名
4. 1 養護教諭複数配置開始
9.17 南校舎側ﾌｪﾝｽ⻄門出入口工事完工
13. 3. 8 全面改修プール工事完工
3.19 第54回卒業式 男子183名 女子184名 計366名
4. 1 教頭複数配置開始
8.29 中校舎転落防止防護柵完成
9.30 体育館屋根全面改修
14. 3.18 第55回卒業式 男子171名 女子168名 計339名
4. 1 第23代校⻑ 内村 修就任
9.30 校内完全ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
15. 3.17 第56回卒業式 男子200名 女子173名 計373名
8.18 陸上・剣道・柔道全国大会出場
12.21 全国中学駅伝大会男女出場
12.25 南校舎屋上全面防水工事完了
16. 3.18 第57回卒業式 男子174名 女子173名 計347名
8. 5 九州大会出場（野球、男女バレー、剣道、男子卓球陸上、柔道、水泳）
8.19 全国大会出場（女子バレー、女子剣道、陸上、女子柔道）
12. 4 九州駅伝競走大会出場
12.19 全国駅伝競走大会出場
17. 3.17 第58回卒業式 男子174名 女子151名 計325名
4. 1 第24代校⻑ 山元博司就任
7.23 女子駅伝部３年連続宮崎県中学校総合体育大会優勝
8. 九州大会出場（野球、男子バレー、弓道、剣道、
8.
10.24
12.
18. 3.17
8.

柔道、体操水泳、陸上）
全国大会出場（弓道、柔道個人、男子バレー、剣道）

南校舎側温室、農具倉庫完成
九州大会、全国大会出場（駅伝）
第59回卒業式 男子165名 女子154名 計319名
九州大会出場（剣道、女子柔道、女子弓道、陸上
、水泳、体操）
全国大会出場（剣道、女子弓道）

12.
19. 3.16
8.

剣道男子個人全国優勝
九州大会、全国大会出場（駅伝）
第60回卒業式 男子158名 女子156名 計314名
九州大会出場（剣道、男子柔道、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、陸上
、水泳、体操）
全国大会出場（剣道、陸上）

20. 3.18
4. 1

剣道男子団体優勝、陸上女子８００ｍ優勝
第6１回卒業式 男子177名 女子156名 計333名

第25代校⻑ 東

秀一就任

年 月 日
20. 7. 1
8.

12. 1

21. 3.17

沿
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中校舎改築完成
九州大会出場（女子剣道、女子弓道、水泳、体操

、女子バスケット、女子バレー、陸上）
南校舎改築完成

第62回卒業式男子147名 女子172名 計319名

8. 5

九州大会出場（男子剣道、女子バスケット、

8.20

全国大会出場（男子剣道ベスト８）

3.17

第63回卒業式 男子158名 女子141名 計299名

4. 1
4. 8

8.

23. 3.17

4. 8

7.24

道,女子駅伝,女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

全国大会出場（女子剣道ベスト８）

4. 9 第63回入学式 男子153名 女子153名 計306名

12. 5

年 月 日
沿
革
27.8. 九州中学校総合体育大会出場
優勝;男子バレーボール部,準優勝;女子弓道個人,出場;陸上競技,バドミントン,男子弓

水泳、男子バドミントン、男女陸上）

九州大会出場（女子駅伝）

8. 全国中学校総合体育大会出場

出場;男子バレーボール部(５位),女子駅伝,女子弓道,陸上競技

28. 3.16 第69回卒業式 男子122名 女子148名 計270名
4. 8 第70回入学式 男子152名 女子141名 計293名
8. 九州中学校総合体育大会出場

（女子バスケット、硬式テニス）

29. 3.16 第70回卒業式男子114名 女子130名 計244名
4.10 第71回入学式男子120名 女子116名 計238名
8. 九州中学校総合体育大会出場

第26代校⻑ 宮内浩二郎就任

優勝：野球、準優勝：女子バスケット

第64回入学式 男子133名 女子161名 計294名

出場：硬式テニス、女子ソフトボール、柔道、バドミントン、水泳

九州大会出場（男子剣道３位）

8. 全国中学校総合体育大会出場

第64回卒業式 男子171名 女子143名 計314名

8. 全国中学生弓道大会出場

全国大会出場（男子剣道準優勝）

第65回入学式 男子137名 女子118名 計255名
県中体連三年連続優勝表彰

野球、女子バスケット、柔道

30. 3.16 第71回卒業式男子130名 女子135名 計265名
4. 1 第29代校⻑ 永山博一就任

（女子バスケット部）

4. 9 第72回入学式 男子127名 女子140名 計270名

8.21

全国大会出場（男子剣道部）

12.18

全国大会出場（男子駅伝部）

31. 3.16 第72回卒業式 男子151名 女子140名 計291名

第66回入学式 男子148名 女子137名 計285名

元.

8.25

24. 3.16

4. 9

8. 5

8.12
8.20
9. 5

9. 9

12. 1

12.17

25. 3.16

体育館照明機器取替工事完了
第65回卒業式 男子154名 女子152名 計306名
九州大会出場（弓道女子団体優勝）
九州大会出場（剣道男子団体３位）
全国大会出場（剣道男子団体３位）

8. 九州大会 出 場（優勝 ： 弓道男子 ）

出場：男子バレー、女子バスケット、バドミントン、駅伝男女

4. 9 第73回入学式 男子152名 女子157名 計309名
8. 九州中学 校 総合体育 大 会出場
優勝:バ ドミ ントン男 子 団体

３位:バドミントン男子シングルス,女子バスケット,硬式テニス女子団体
出場:バドミントン男子ダブルス,柔道個人,体操・新体操,陸上競技

河野俊嗣宮崎県知事学校訪問

8. 全国中学 校 総合体育 大 会

九州大会出場（男子駅伝部優勝）

8. 全国中学生弓道大会 団体戦：女子第５位個人戦 第４位

九州マーチングコンテスト出場

全国大会出場（男子駅伝部７位）

第66回卒業式 男子136名 女子154名 計290名

出場:バドミントン男子団体 BEST16 個人 BEST16,女子バスケット BEST16

2. 1.15 体育館照明機器(LED),太陽光パネル,蓄電池設備完成
3. 7 全校舎空 調 設備完成

4. 1

第27代校⻑ 八ヶ代俊夫就任

3.16 第73回卒業式 男子120名 女子117名 計237名

7.24

男子駅伝部県中体連三年連続優勝表彰

4. 9 第74回入学式 男子147名 女子112名 計259名

4. 9
8. 6

26. 3.16

第67回入学式 男子122名 女子138名 計265名
運動場フェンスかさ上げ工事

第67回卒業式 男子135名 女子119名 計2５４名

4. 8 第68回入学式 男子118名 女子127名 計245名
8.

27. 3.17

4. 1
4. 9

九州大会出場(バドミントン女子)
九州大会出場(男子バレーボール)

第68回卒業式 男子145名 女子139名 計284名
第28代校⻑笠牟⽥保昌就任

第69回入学式 男子130名 女子135名 計265名

4. 1 第30代校⻑ 米丸麻貴生就任

