
１．学校沿革概要
（１）本校の前身

戦後の学制改革６・３・３・４制の発足で、旧五か町村ごとに中学校が開校し、その後、昭和２６年２月西

安岐中と南安岐中が統合して組合立西安岐中となり、４９年４月に４校が統合して現在の安岐中学校となる。

（２）統合後の安岐中学校

年度 主要事項 校長名 生徒数 年度 主要事項 校長名 生徒数

s.49. 4. 8 開校式 鹿野真吉 666 10.11.27 創立 ２５周 年 ・体育館 改修記 相部秀彦 317

11. 3 県中学校珠算競技大会優勝 念事業（校訓額、招待試合、

50.11. 3 県中学校珠算競技大会優勝 鹿野真吉 665 航空写真撮影）

51. 4.20 町民柔・剣道場竣工式 吉武正行 615 11.2.20 「福祉優秀校・大分合同賞」 相部秀彦 297

8.10 剣道部九州大会に出場 受賞

52. 4.1 文部省指定「同和」教育研 吉武正行 544 12. 1.7 韓国彦州中学校姉妹校締結

究校決定（２年間） 12.8.22 全国中学校柔道大会出場（個人）稙田和彦 286

8.22 校報「暁雲」全国入賞 13.8.21~23 全 国 中 学 校 陸 上 競 技 大 会 出 稙田和彦 295

53.6.18 県中学校柔道全国・九州予選大会優勝 吉武正行 529 場（１名）

11.3 県中学校珠算競技大会優勝 14.8.9~11 九州中学校陸上競技大会出場 田中伊織 282

54. 7.8 県中学校柔道全国・九州予選 寺川憲雄 446 12.19 県学校新聞コンクール「暁雲」

大会連続優勝 教育研究会長賞

11.6 学校新聞「暁雲」連続全国入 15.8.6~8 九州中学校柔道大会出場 田中伊織 295

賞、同県優秀賞 8.8~10 九州中学校陸上競技大会出場

55. 8.25 中学校柔道全国大会出場 寺川憲雄 447 8.18~21 全国中学校柔道大会出場

11.22 県学校新聞コンクール最優秀賞 16.1.28 統合３０周年記念行事

56.11.7 県学校新聞コンクール最優秀賞 手嶋学治 428 16.8.6~8 九州中学校柔道・陸上・男子 田中伊織 277

57.11.27 県学校新聞コンクール最優秀賞 手嶋学治 439 ソフトテニス大会出場

11.29 県ふるさとづくりコンクール最優秀賞 8.22~24 全国中学校柔道大会出場

58.11.24「ふるさとの絵コンクール」知事賞 足利天臣 416 17. 3.5 全国小中学校新聞コンクール

12.17 県学校新聞コンクール最優秀賞 「暁雲」毎日新聞社賞

59.11.4 九州地区中学校柔道大会ベスト８ 足利天臣 401 17.7.7~10 九州中学校陸上・男女ソフト 小深田司 288

60.8.22 柔道全国大会個人戦出場 館 積 391 テニス大会出場

11.30 県学校新聞コンクール最優秀賞 18.2.17 安岐中学校新校舎竣工式

61.2.28 校訓碑・梅園詩碑建立 18.3.4 全国小中学校新聞コンクール

「和と創造の庭園」完成 「暁雲」文部科学大臣賞

61.12.2 県新人スポーツ大会柔道優勝 館 積 384 18.8.18 全国中学校男子ソフトテニス 小深田司 285

62.8.19 全国中学校柔道大会出場 永松祥一郎 384 大会個人戦出場

11.5 県学校新聞コンクール優秀校 19.3.3 全国小中学校新聞コンクール

63.11.19 県学校新聞コンクール最優秀賞 永松祥一郎 383 「暁雲」内閣総理大臣賞

11.21 全国花いっぱいコンクール最優秀賞 19.8.20~22 全国中学校男子ソフトテニス大会出場 財前俊弘 284

元 2.25 花と緑のふるさとづくりコン 永松祥一郎 376 11.2 文科省指定「学力向上拠点形成事業」公開研究発表会

クール優秀賞 20.3.1 全国小中学校新聞コンクール

8.10 九州地区柔道大会出場 「暁雲」内閣総理大臣賞

2.7.24 中学県体陸上８０Ｈ優勝、九 河野宏巳 364 20.8.20~23 全国中学校男子柔道大会個人戦出場 財前俊弘 286

州大会出場 11.25 男子ソフトテニス個人ジャパンカップ（Ｕ－１４）出場

11.9 県学校新聞コンクール最優秀賞 21.2.28 全国小中学校新聞コンクール

3.10.28 県新人バレーボール大会３位 河野宏巳 355 「暁雲」文部科学大臣賞受賞

12.7 県学校新聞コンクール優秀賞 10.25 県中学校新人ソフトテニス 大会 男子団体優勝 池本敏郎 287

4.4.1 文部省指定「奉仕等体験学習 清原 徹 356 22. 4. 9 プール補修 池本敏郎 293

研究推進校」 8.6 ソフトテニス男女優勝、柔道、九州大会出場（ソフトテニス男３位）

7.22 県中学総体・陸上女子優勝、 10.1 ソーラーシステム運転開始

柔道準優勝 1.7 武道場完成

5.7.22 県中学総体・陸上女子総合優 今富英二 335 23.8.9 ソ フ ト テ ニ ス 男 女 （ 団 体 ） 九 州 大 会 出 場 ） 池本敏郎 286

勝（九州、全国大会へ） 24.3.16 県 連 盟 会 長 杯 軟 式 野 球 選 手 権 大 会 準 優 勝

11.10 文部省指定「奉仕等体験学習」 24.7.27 県総体ソフトテニス男女団体 3 位 財前俊弘 269

研究発表会 24.8.8 九州大会ソフトテニス男女個人戦出場

6.1.26 統合 20 周年記念式典・祝賀会 今富英二 327 24.8.10 九州大会個人柔道男女出場

8.5 陸上部九州大会出場（５名） 24.8.18 全国ソフトテニス女子競技大会出場

7.9.12 少年の主張県大会（本校） 今富英二 321 24.8.24 全国柔道大会男女出場

12.8 県学校新聞コンクール優秀賞 25.7.12 統合４０周年記念式典 財前俊弘 238

8.8.7 陸上女子１００ｍＨ九州大会出場 相部秀彦 342 25.7.25 県総体ソフトテニス男女団体 2 位

9.8.9 九州中学校陸上競技大会男子 相部秀彦 335 同個人男子優勝、女子 2 位(九州大会出場)

４００ｍ２位入賞 25.8.23 新体操個人総合(九州･全国大会出場)

12.1 県中学校弁論大会最優秀賞 25.12.12 統合４０周年記念行事
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