
沿    革 
（１）統 合 以 前 

    豊岡中学校 昭和 22 年２月 23 日開校 小学校の一部校舎使用 職員 11 生徒 287 23 年７月校舎増築 25 年４月 28 日廃校 

    日出中学校 昭和 22 年４月 23 日開校 小学校の一部校舎使用 職員 11 生徒 278 元日出家政学校奨健寮改築移転 

                   25 年４月 30 日廃校 

    藤原中学校 昭和 22 年５月 17 日開校 小学校の一部校舎使用 職員 8  生徒 168  24 年５月校舎新築移転 25 年４月 30 日廃校 

    川崎中学校 昭和 22 年４月 23 日開校 元海軍通信学校校舎使用 職員８ 生徒 164  25 年４月 30 日廃校 

（２）統 合 以 後 

    昭和 25 年度 日出町外三ヶ町村組合立中学校創立（５・１）校長 堀正一 職員 51 校舎別に従来通り教育実施 

   昭和 26 年度 第一期工事完成（８月） 移転２・３年生入舎 １年旧校舎（11 月） 第二期工事完成（３月） 生徒数 1010 

      昭和 27 年度 糸長忠彦校長着任（４月） 全員新校舎に移転（４月） 落成式（５・１） 生徒数 996 

     昭和 28 年度 第三期工事完成（４月） 阿部浩二校長着任（５月） 生徒数 958 

      昭和 29 年度 町村合併のため日出町立日出中学校と改称（４月） 校旗校歌の制定（10 月） 生徒数 1018 

      昭和 30 年度  水道・貯水池完成（５月） 生徒数 1039 

     昭和 31 年度 創立十周年記念第一次植林（３月） 生徒数 1064 

    昭和 32 年度 PTA 学区民よりグランドピアノの寄贈（12 月） 生徒数 1056 

    昭和 35 年度 体育館落成（５月） 生徒数 1067 

    昭和 36 年度 新校舎６教室完成（７月） 生徒数 1241 

      昭和 37 年度 堀 広義校長着任（４月） 機械科教室竣工（４月） 同窓会大時計２台寄贈（９月） 新館渡り廊下竣工（12 月） 

          生徒数 1295 

   昭和 38 年度 ゴミ焼却炉二基完成（７月） 技術科教室改築（12 月） 牛乳給食開始（１月） 生徒数 1234 

   昭和 40 年度 高橋英義校長着任（４月） 校庭西側石垣工事（３月） 生徒数 980 

   昭和 41 年度 運動場金網さく取付（６月） 本館階上水道取付（９月） 大分県国体卓球会場（10 月） 生徒数 906 

      昭和 42 年度 完全給食開始（２月） 生徒数 841 

   昭和 43 年度  各教室に電気時計取付（３月） 生徒数 821 

      昭和 44 年度 阿南惟祐校長着任（４月） 卒業記念品として小時計 10 個設置（３月） 生徒数 782 

   昭和 45 年度 放送設備大改造（５月） 耐火金庫設置・体育館椅子 200 脚購入（10 月） 生徒数 736 

    昭和 46 年度 アナライザー設置（７月） LL 教室設置（９月） 生徒数 704 

    昭和 47 年度 卒業記念品として大型飼育水槽設置（３月） 生徒数 677 

   昭和 48 年度 野河隆二校長着任（４月） 卒業記念品として陳列ケー取付（３月） 生徒数 673 

   昭和 49 年度 体育館東土手金網設置（11 月） ソフトボール用バックネット設置（１月） 卒業記念品として校門鉄扉設置（３月） 

          生徒数 651 

      昭和 50 年度 言語治療教室設置（４月） 移動式バスケットゴール設置（９月） 卒業記念品国旗掲揚台設置（３月） 生徒数 622 

   昭和 51 年度  卒業記念体育館大時計取付（３月） 生徒数 621 

   昭和 52 年度 卒業記念体育館用椅子 50 脚購入（３月） 校舎改築決定（３月） 生徒数 654 

   昭和 53 年度 校舎改築起工式（８月）〔総工費 457,000,000 円、１期工事完成３月、２期工事着工３月〕視聴覚機器等購入（１月） 

          卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 663 

   昭和 54 年度 大川 勉校長着任（４月）校舎改築２期工事完成、落成式（12 月５日）期成会解散会（２月）寄付金額総額（含利息 

          27,942,730 円）卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 664 

   昭和 55 年度 卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 620 

   昭和 56 年度 小城義人校長着任（４月） 卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 681 

   昭和 57 年度 プール建設（７月～３月、33,000,000 円） 卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 708 

   昭和 58 年度 石和衛校長着任（４月） 卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 775 

   昭和 59 年度 佐藤祐校長着任（４月） 卒業記念テント２張購入（３月） 生徒数 780 

   昭和 60 年度 卒業記念折りたたみ椅子 60 脚購入 生徒数 831 

   昭和 61 年度 高橋利幸校長着任（４月） 体育館・別館落成式、卒業記念折りたたみ椅子 75 脚購入（３月） 生徒数 848 

   昭和 62 年度 室井 馨校長着任（４月） 卒業記念折りたたみ椅子 75 脚購入（３月） 生徒数 885 

   昭和 63 年度 卒業記念品校歌額 紙折り機（３月） 生徒数 881 



   平成 元年度 山崎正信校長着任（４月） 卒業記念品マスターテーブル折りたたみ式７台（３月） 生徒数 907 

   平成 ２年度 西側自転車置き場周辺舗装（９月） 防球ネット張り替え（12 月） 卒業記念品折りたたみ椅子 77 脚（３月） 

          生徒数 875 

   平成 ３年度 利光 進校長着任(４月） コンピューター教室改修(10 月) 渡り廊下屋根設置(12 月)  

          コンピューター23 台導入(２月) 卒業記念品として校訓石碑建立（３月） 生徒数 862 

   平成 ４年度 体育館北側フェンス全面改修（４月） 卒業記念品折りたたみ椅子 85 脚（３月） 生徒数 794 

   平成 ５年度  河野直隆校長着任 運動場部室前側溝工事 柔道場畳下に発泡スチロール敷 体育館有穴ボード張替工事 ステージ

中幕修理 校舎東側ブロック等修理 テニスポスト工事 卒業記念品折りたたみ式テーブル 生徒数 774 

      平成 ６年度  湯浅章久校長着任 文部省指定・郡助成武道研究発表会（11 月） 卒業記念品盾・トロフィー展示ケース１台 

生徒数 720 

   平成 ７年度 ファクシミリ ブラスバンド用楽器 サッカー用具 教室用テレビ 卒業記念品テント２張 生徒数 719 

      平成 ８年度 名倉利生校長着任（４月） 警備保障設備設置 下水道工事 焼却炉移動工事 テニスポスト工事 校舎入り口工事 

          教室用テレビ７台 技術室生徒用土木工作台６台 テント４張 卒業記念品ウォータークーラー２台 生徒数 697 

   平成 ９年度 前田今武校長着任（４月） 教室用テレビ５台 テント２張 ごみ収納庫２台 シュレッダー１台 

          卒業記念品パイプ椅子 70 脚    生徒数 748 

   平成 10 年度  コンピューター教室用コンピューター一式 防球ネット設備及び修理 コンピューター教室電気配線改修 

          コピー機１台 プールトイレ下水道工事 心の教室関係一式  卒業祈念品スポットライト一式 生徒数 746 

   平成 11 年度 保健室エアコン設置  生徒数 754 

   平成 12 年度 木村秀紀校長着任（４月） 創立 50 周年記念式典（11 月） 校旗新調（11 月） 同窓会結成（11 月） 

          卒業記念品パイプ椅子 80 脚 生徒数 756 

   平成 13 年度 石尾潤治校長着任（４月） 身障者用トイレ・スロープ エレベーターの設置 インターネット工事 

          卒業記念品パイプ椅子 77 脚 生徒数 720 

   平成 14 年度 防球ネット工事 卒業記念品 Fke パネル（12 個）Fke ポール（18 個） 生徒数 707 

   平成 15 年度 自転車置場屋根改修、ソフトボール用バックネット設置、卒業記念品折りたたみ式テーブル（６台） 生徒数 684 

   平成 16 年度 長野政行校長着任（４月） トイレ改修工事 体育館防球ネット修理 卒業記念品テント２張 生徒数 699 

   平成 17 年度 堀 仁一郎校長着任（４月） 本館屋上排水工事および雨漏り修理  放送室機器整備工事 

 校長室・職員室空調設備設置   卒業記念品テント２張 生徒数 700 

   平成 18 年度 本館教室ロッカー補修工事 グラウンド南側・本館東側バックネット設置 本館２階玄関軒先補修工事 

 本館４階トイレタイル補修工事 パソコン室 PC 交換工事 卒業記念品パイプ椅子 62 脚 生徒数 686 

   平成 19 年度 阿南 敬史校長着任（４月） 本館１階身障者用トイレ・ウォシュレット設置・ドア修理 美術室机天板交換 

 美術教室１床補修工事 コピー機設置（事務室） 安全・安心メール配信システム構築工事 毛虫駆除作業 

 高鉄棒南側砂場外枠撤去工事   卒業記念品テント３張 生徒数 685 

   平成 20 年度 事務室・被服室電気配線工事 本館外トイレ・本館トイレタイル改修工事 コピー機交換 ＡＥＤ設置 

カーテン交換（3-6、少人数Ⅱ）  卒業記念品スタッキングチェアー３０脚・チェアーカート１台 生徒数 664 

      平成 21 年度  三浦 昭校長着任（４月）   職員用パソコン整備  冷水器の新設（体育館玄関）及び取り替え 

                   階段の手摺り修繕  ブラスバンド用楽器購入  卒業記念品パイプ椅子 61 脚 生徒数 688 

      平成 22 年度  日出町学校支援センター設置  電子黒板用パソコン接続  電話回線増設  学校欠席者情報収集システム導入 

          柔道場整備工事  体育館電灯工事  安全・安心メール配信システム事業終了  チャレンジ体力パワーアップ            

事業に係る３年研究終了  卒業記念品来客用スリッパ 400 足  生徒数 662 

      平成 23 年度  菅 英一校長着任（４月） 運動場フェンス取替工事 運動場バスケットボールゴールポスト撤去  運動場南側斜面整           

備工事 体育館屋根撤去作業・シロアリ駆除作業 双眼実態顕微鏡・薬品庫購入 ソフトボール用グラブ・バット購入 

          卒業記念品パイプ椅子 64 脚 生徒数 692 

      平成24年度 

 

 

杉安 正徳校長着任（４月） 本館校舎制震工事 教室前ロッカー設置 職員室前学習用机設置 授業カリキュラム

支援員派遣事業に係るＩＣＴ活用授業研究終了 体育館バスケットボールライン工事 サーキットトレーニングコー

スの設置（Ｈ26末完成予定） 卒業記念品職員室内・廊下掲示板及び体育館前校名表示板 生徒数675 

      平成 25 年度  大分っ子体力向上推進事業に係る研究（１年目） 生徒による授業評価開始 いじめ撲滅アクション 25 実施 特色あ          

る学校づくりに係る講演会の実施 世界農業遺産ブランド推進事業に係る授業の実施 給食センター民営化に伴う給           

食試食会の実施 体育館水銀灯工事 校務用パソコン更新 制震工事終了１年目点検 卒業記念品屋外用掲示板  

          生徒数 676 名 



   平成 26年度 第三者評価開始 職員駐車場区画ライン完成 ページセッター配備 各階洋式トイレ完備 音楽室エアコン設置  

新館１階フロアー施工 日出町防災倉庫資機材完備 卒業記念品大判プリンタ 生徒数６８３名 

   平成 27年度 学びに向かう学校づくり中核校研究指定 大分県学校体育研究大会速見大会主幹校 会議室エアコン設置 本館４階 

フロアー施工 教室カーテン取り替え 卒業記念品合唱台１台   生徒数６８７名 

平成 28年度 学校運営協議会発足 大分県進路指導・キャリア教育研究大会主幹校 駐輪場電灯・タイムスイッチ増設  

プール床ライン塗り替え 卒業記念品合唱台１台     生徒数６９７名 

   平成 29年度 エアコン設置（各教室） 

         卒業記念品 指揮台１台・簡易テント１張    生徒数６８７名 

   平成 30年度 清家 健志校長着任（４月）           

                  グラウンド防球ネット・支柱防護マット取替 

卒業記念品 ウォータークーラー（２台）    生徒数６９４名 

   令和元年度  体育館放送設備取替 

卒業記念品 体育館用椅子８０脚        生徒数６９９名 

   令和２年度  卒業記念品 テント２張            生徒数７１３名 

          ＧＩＧＡスクール構想 全教室無線ＬＡＮ設置・ipadの導入   

令和３年度  藤原 健校長着任（4月）             生徒数６９７名 

         校内用インターホン設置（7月） 


