
志布志市立志布志中学校の沿革 
 
 ⑴ 志布志町立第一中学校 
 昭和22年05月02日 学制改革により志布志町立第一中学校設置 
 昭和22年05月29日 志布志第一中学校父母と教師の会発足 
 昭和23年04月01日 旧青年学校跡へ移転 
 
 ⑵ 志布志町立志布志中学枚 
 昭和24年04月01日 志布志町立志布志中学校と改称 
 昭和32年10月01日 創立10周年記念式典挙行 
 昭和55年04月01日  20学級 生徒数774名 職員36名 
 昭和56年04月01日  21学級 生徒数796名 職員41名 
 昭和57年04月01日  22学級 生徒数832名 職員42名 
 時和58年04月01日  20学級 生徒数779名 職員39名 
 昭和59年04月01日  19学級 生徒数782名 職員38名 
 昭和60年04月01日  19学級 生徒数792名 職員38名 
 昭和61年04月01日  20学級 生徒数817名 職員40名 
 昭和61年06月19日  県数教曽於大会会場校（授業公開） 
 昭和62年04月01日  20学級 生徒数803名 職員40名 
 昭和63年04月01日  20学級 生徒数769名 職員39名 
 昭和63年12月08日  県研究協力校英語科研究公開（62年～63年） 
 平成 元年04月01日  19学級 生徒数738名 職員38名 
 平成02年04月01日  19学級 生徒数694名 職員39名 
 平成02年06月13日  地区初任研，研究授業（国語） 
 平成02年06月21日  郡音研，研究授業 
 平成03年03月19日  第44回卒業式（男子109人 女子126人 計235人） 
 平成03年04月06日  19学級 生徒数658名 職員38名 
 平成03年10月29日  曽於地区同和教育指導者研究会中学部会会場研究授業（国語，道徳） 
 平成04年03月18日  第45回卒業式（男子101人 女子124人 計225人） 
 平成04年09月12日  学校週5日制スタート 
 平成04年10月07日  県中学校国語教育研究大会曽於大会（本校で開催） 
 平成05年03月18日  第46回卒業式（男子107人 女子110人 計217人） 
 平成06年02月05日  平成5年度町PTA活動研究委嘱公開 文化会館にて実施 
 平成06年03月17日  第47回卒業証書授与式 
 平成06年04月06日  20学級 生徒数710名 職員36名 
 平成07年03月16日  第48回卒業式（男子110人 女子116人 計226人） 
 平成07年04月06日  20学級 生徒数723名 職員37名 
 平成08年03月18日  第49回卒業式（男子129名 女子116名 計245名） 
 平成08年04月01日  中学校生徒指導総合推進校として文部省研究指定を受ける 
 平成08年04月06日  20学級 生徒数721名 職員38名 
 平成08年05月30日  創立50周年記念式典 
 平成09年03月18日  第50回卒業式（男127名，女105名，計232名） 
 平成09年04月06日  20学級 職員数38名 生徒数704名 
 平成10年02月07日  県PTA活動研究委嘱公開 
 平成10年03月27日  第51回卒業式（男117名，女117名，計234名） 
 平成10年04月06日  20学級 生徒数696名 職員38名 
 平成11年03月16日  第52回卒業式（男124名，女123名，計247名） 
 平成11年04月06日  18学級 生徒数641名 職員35名 
 平成12年03月14日  第53回卒業式（男128名，女91名，計219名） 
 平成12年04月06日  第54回入学式（男108名，女109名，計217名） 18学級 生徒数632名 職員35名 
 平成12年10月24日  地区特殊教育学習指導法研修会（総合学級研究授業） 
 平成13年03月14日  第54回卒業式（男121名，女113名，計234名） 
 平成13年04月06日  第55回入学式（男92名，女101名，計193名） 17学級 生徒数584名 職員33名 
 平成14年03月14日  第55回卒業式（男89名，女91名，計180名） 
 平成14年04月08日  第56回入学式（男76名，女101名，計177名） 17学級 生徒数584名 職員33名 
 平成14年06月25日  地区学校図書館協議会研究会・総会会場校 
 平成15年02月01日   町PTA活動研究委嘱公開（ソシオドラマ形式） 
 平成15年03月12日  第56回卒業式（男100名，女111名，計211名） 
 平成15年04月07日  第57回入学式（男95名，女87名，計182名） 16学級 生徒数555名 職員32名 
 平成16年03月16日  第57回卒業式（男95名，女102名，計197名） 



 平成16年04月07日  第58回入学式（男98名，女91名，計189名） 16学級 生徒数544名 職員32名 
 平成17年03月15日   第58回卒業式（男78名，女102名，計180名） 
  平成17年04月06日  第59回入学式（男99名，女93名，計192名） 16学級 生徒数555名 職員32名 
  平成17年10月20日  県音楽教育研究曽於大会研究授業 
  平成18年01月01日  3町合併に伴い校名「志布志市立志布志中学校」と改称 
  平成18年03月14日  第59回卒業式（男94名，女81名，計175名） 
  平成18年04月06日  第60回入学式（男75名，女63名，計138名） 15学級 生徒数517名 職員31名 
 平成18年07月07日  県理科教育研究大会曽於大会公開授業 
 平成18年10月31日  曽於地区「英語教員スキルアップ研修」公開授業 
 平成19年03月13日  第60回卒業式（男98名，女86名，計184名） 
  平成19年04月06日  第61回入学式（男86名，女78名，計164名） 15学級 生徒数489名 職員29名 
 平成20年03月13日  第61回卒業式（男102名，女91名，計193名） 
 平成20年04月07日  第62回入学式（男88名，女89名，計177名） 15学級 生徒数475名 職員30名 
 平成21年03月12日  第62回卒業式（男70名，女65名，計135名） 
 平成21年04月01日  県教育委員会研究指定校「学力向上」（平成21～23） 
 平成21年04月03日 校旗寄贈（川井田幸一氏） 
 平成21年04月06日  第63回入学式（男75名，女81名，計156名） 14学級 生徒数496名 職員28名 
 平成21年06月12日  曽於地区道徳研修会公開授業 
 平成22年02月06日  曽於地区ＰＴＡ志布志大会（本校発表） 
 平成22年03月16日  第63回卒業式（男85名，女78名，計163名） 
 平成22年04月06日  第64回入学式（男86名，女69名，計155名） 13学級 生徒数489名 職員28名 
 平成22年10月27日  県中学校英語教育研究大会（本校授業提供） 
  平成23年03月15日   第64回卒業式（男89名，女89名，卒業生178名） 
  平成23年04月06日  第65回入学式（男77名，女63名，計140名） 13学級 生徒数455名 職員27名 
  平成23年10月04日  県教育委員会研究指定校「学力向上」研究公開 
 平成24年03月16日  第65回卒業式（男71名，女83名，計154名） 
 平成24年04月06日  第66回入学式（男75名，女72名，計147名） 13学級 生徒数445名 職員29名 
  平成24年10月19日  鹿児島県中学校国語教育研究大会大隅大会授業提供 
  平成25年03月13日  第66回卒業式（男子88名，女子70名 計158名） 
 平成25年04月08日  第67回入学式（男子65名，女子68名 計133名） 
  平成26年02月29日  ３校統合説明会（出水中・田之浦中） 
 平成26年03月13日  第67回卒業式（男子77名，女子61名 計138名） 
 平成26年04月08日  第68回入学式（男子80名，女子75名 計155名）（出水中・田之浦中統合） 
  平成26年06月27日  県数学教育研究大会公開（１年２組授業公開）    育係長 他） 
 平成27年03月12日  第68回卒業式（男子79名，女子74名 計153名） 
  平成27年04月06日  第69回入学式（男子83名，女子65名 計148名） 
  平成28年03月15日  第69回卒業式（男子69名，女子70名 計139名） 
 平成28年04月06日  創立70周年記念入学式（男子73名，女子72名 計145名） 
  平成29年03月14日  創立70周年記念卒業式（男子79名，女子76名 計155名） 
  平成29年04月06日  第71回入学式（男子67名，女子63名 計130名） 
  平成30年03月13日  第71回卒業式（男子80名，女子62名 計142名） 
  平成30年04月06日  第72回入学式（男子60名，女子70名 計130名） 
  平成31年03月13日  第72回卒業式（男子73名，女子72名 計145名） 
  平成31年04月08日  第73回入学式（男子79名，女子62名 計141名） 
 
 

３ 歴代校長 

歴 

代 

校 

長 

初 
代 

木佐貫直樹 2 
代 

崎山静夫 3 
代 

肥後重二 4 
代 

井上秀雄 
（昭 22・5～昭 28・3） （昭 28・4～昭 36・3） （昭 36・4～昭 41・3） （昭 41・4～昭 44・3） 

5 
代 

村田 素 6 
代 

鎌田政秋 7 
代 

和田忠徳 8 
代 

永尾秀行 
（昭 44・4～昭 46・3） （昭 46・4～昭 48・3） （昭 48・4～昭 50・3） （昭 50・4～昭 51・3） 

9 
代 

中村正次 10 
代 

山之口直通 11 
代 

今村宗光 12 
代 

川崎芳夫 
（昭 51・4～昭 54・3） （昭 54・4～昭 57・3） （昭 57・4～昭 60・3） （昭 60・4～平元・3） 

13 
代 

森 胤隆 14 
代 

中島進一郎 15 
代 

山崎 巧 16 
代 

長嵜健一 
（ 平 元 ・ 4 ～ 平 4 ・ 3 ） （ 平 4 ・ 4 ～ 平 7 ・ 3 ） （平 7・4～平 10・3） （平 10・4～平 14・3） 

17 
代 

赤崎英世 18 
代 

田原正人 19 
代 

屋田伸仁 20 
代 

堀 正信 
（平 14・4～平 16・3） （平 16・4～平 20・3） （平 20・4～平 23・12） （平 24・1～平 27・3） 

21 
代 

南 信一 22 
代 

萩元晴彦 
 

 
 
 

 
（平 27・4～平 29・3） （平 29・4～     ）   

 


