
熊本市立日吉中学校 学校沿革 

平成６年度 ４月 熊本市立日吉中学校開校 （熊本市立城南中学校の分離独立校） 初

代校長 川上史郎 職員 20 名 熊本市近見町 282 番地１ 就任式，始

業式 ２年生 男子 74 名，女子 83 名 計 157 名 第１回入学式 新入

生 男子 98 名，女子 71 名 計 169 名 

５月 落成式 田尻熊本市長出席 部活動発足 野球，サッカー，バスケッ

ト，バドミントン， ソフトテニス，卓球，美術，音楽 焼却炉設置 

６月 第１回ＰＴＡ総会及び部活動総会 

１０月 開校式 校歌完成 作詞 河上良輝 作曲 草野格 標準服完成（冬服） 

校旗完成 

１月 開校記念祝賀会（ＰＴＡ主催） 

３月 調整池完成 

 平成７年度  ５月 国旗掲揚台完成 第 1 回体育大会開催 

８月 九州中体連大会 女子柔道 個人戦出場 テニスコート完成 

11 月 県駅伝大会出場  

３月 第１回卒業証書授与式卒業生 男子７６名 女子８１名 計１５７

名運動場防球ネット完成 運動場シェルター完成 

平成 8 年度  ４月 熊本市緑化祭会場  

５月 テニスコート南側排水溝完工  

６月 租税教育実践校委嘱  

７月 沖縄県少年の船 交歓会開催  

８月 全国中体連大会 女子柔道 個人戦出場（ベスト８）  



11 月 第１回文化発表会  

２月 野球バックネット完工  

平成９年度  ４月 第２代校長 友尻慶彌 着任  

５月 親師の会発足  

８月 県中体連大会 空手 団体優勝柔道 個人戦優勝 九州中体連大会 

女子柔道 個人戦優勝 全国中体連大会 女子柔道 個人戦準優勝 

９月 体育倉庫・農具倉庫完工 韓国訪問団来校 

10 月 第１回ふれあい給食実施  

10 月 第１回ふれあい給食実施  

11 月 エイズ教育指導者養成講座兼「性に関する指導」授業研究会  

12 月 屋外トイレ完工  

３月 第 11 回全国都道府県対抗ジュニアバスケット大会出場  

平成 10 年度 ７月 県中体連大会 バスケットボール女子３位  

10 月 熊本市教育委員会研究委嘱「学力充実」研究発表会  

11 月 県アルトリコーダーコンテスト 銀賞  

２月 ニュータッチ作品コンテスト 学校賞  

３月 全国都道府県対抗ジュニアバスケット大会出場  

ボランティア実践校として，生徒会が熊本市より表彰を受ける  

平成 11 年度 
５月 ドイツ・ハイデルベルグ市訪問団来校  

９月 夏季熊本国体観戦 競泳  

10 月 第１回スポーツ交流会開催 熊本国体炬火リレー出場 



11 月 ナイストライ事業実施  

12 月 修学旅行 広島・山口から沖縄に変更  

３月 第 13 回全国都道府県対抗ジュニアバスケット大会出場  

平成 12 年度 
７月 県中体連大会 バスケット女子３位  

11 月 県アルトリコーダーコンテスト 銅賞  

２月 熊本市 21 世紀記念植樹祭 三角市長来校  

３月 第 14 回全国都道府県対抗ジュニアバスケット大会出場  

平成 13 年度 
４月 第３代校長 松岡謙二 着任  

６月 熊本市「特別活動」授業研究会会場  

７月 県中体連大会ソフトテニス個人戦女子 第３位  

８月 九州中体連大会 ソフトテニス女子個人戦出場  

10 月 西部日本図書館フォーラム会場  

平成 14 年度 
４月 第４代校長 桑原洋征 着任  

８月 通信陸上九州大会 男子 3000ｍ優勝 通信陸上全国大会  

男子 3000ｍ12 位 

10 月 熊本市中体連大会男子駅伝 優勝  

熊本県中体連大会男子駅伝 ５位 

１月 全国都道府県対抗駅伝大会 男子１名出場  

平成 15 年度 
６月 

学校評議員制度導入 県中学陸上選手権大会 男子 1500ｍ優勝 

10 月 ＲＫＫ県中学校器楽合奏コンクール 中学校Ｂ部門銀賞   

創立 10 周年記念式典 



11 月 県中学校リコーダコンテスト合奏部門金賞，重奏部門金賞  

２月 記念植樹（トチノキ）  

３月 創立 10 周年記念誌発行  

平成 16 年度 
４月 特別支援（知的障害）学級 １学級新設  

７月 市中体連大会 女子弓道団体優勝（県大会出場）  

女子弓道個人優勝（県大会出場） 

10 月 市中体連大会男子駅伝 優勝 県大会出場  

11 月 県中学校リコーダコンテスト合奏部門金賞，重奏部門金賞  

１月 「小さな親切」実行章を社団法人「小さな親切」運動本部より受

賞 （生徒会による地域の大先輩訪問宅実施に対して）  

平成 17 年度 
４月 特別支援（肢体不自由）学級 １学級新設  

７月 市中体連大会 空手道 個人型 優勝  県中体連大会 空手道 個人

型 優勝（九州大会出場） 

９月 市中体連大会陸上 フィールドの部優勝  

男子 3000ｍ 優勝（県大会出場） 

11 月 県中学校リコーダコンテンスト合奏部門銀賞，重奏部門銀賞  

３月 本校創立 10 周年記念植樹（トチノキ）移植  

平成 18 年度 
４月 

第５代校長 岩﨑純一 着任 スクールカウンセラー配置拠点校・スクー

ルカウンセラー着任 「親師の会（親父の会）」は、「まかせん会」に改

名、発足 

８月 
体育館渡り廊下の滑り止め・手すり工事 北門改良（アルミ軽量化）工

事 学校園移設工事 パソコン教室パソコン交換・配置換え 

９月 テニスコート防球ネット設置工事  市中体連陸上大会；総合４

位 「まかせん会」親子花いっぱい運動 



11 月 合同学校訪問（指導課・健康教育課・人権教育指導室）  

12 月 南部公民館提携 人権講話「ハンセン病に学ぶ」  

３月 テニスコート防球ネット工事  

平成 19 年度 
４月 全国学力学習状況調査：3 年  

６月 通信陸上・共通男子 800m：1 位（沖縄・九州大会出場）  

９月 市中体連陸上：女子総合 3 位  

10 月 県体力優良校表彰受賞  

12 月 まかせん会 花いっぱい運動（プランター110 個）  

２月 「あなたのためのお弁当ｺﾝｸｰﾙ」全国大会出場  

３月 2 年立志式記念講演：RKK ｱﾅｳﾝｻｰ木村和也氏演題「再起不能」  

平成 20 年度 
６月 「雨水くん」を設置（水保全課） 

熊本市中体連 弓道女子団体 優勝 

７月 熊本市中体連 テニス女子 優勝  

10 月 熊本市陸上選手権大会 男子砲丸投げ 優勝  プラン授業研 中学

校社会科会場 

11 月 菊大輪開花（150 鉢）  

12 月 まかせん会 花いっぱい運動（プランター120 個）  

１月 熊日スケッチ展 九電賞受賞 熊本県リコーダーコンテスト 金賞 

２月 2 年立志式記念講演：英太郎氏 「未来の君たちへ」農具倉庫設置

（南校舎前)車椅子用 ﾄｲﾚｳｫｼｭﾚｯﾄ設置 

３月 菊池市体育協会七城町招待サッカー大会 優勝 熊本市中学新人



剣道大会 女子団体 3 位  

平成 21 年度 
４月 第６代校長 中島栄治着任  

７月 テニスコート整備完了（樹木伐採、防球ネット設置）  

８月 体育倉庫工事完了（テント整理用支柱工事）  

10 月 熊本県中学校アイディアロボットコンテスト制御部門 技術部(顧

問：今村幸久)   優勝・準優勝・特別賞(ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ賞)を受賞

（優勝チームは九州大会に出場） 

11 月 ｢日吉中安心ﾒｰﾙ｣(緊急連絡ｼｽﾃﾑ)導入  

２月 熊本市教育委員会より平成 22･23 年度｢生徒指導｣研究指定  図

書室にエアコン(3 台)導入 2 年立志式(講師:元ｴｱﾛﾋﾞｯｸ世界ﾁｬﾝﾋﾟ

ｵﾝ、大村詠一さん) 

３月 電子黒板機能付デジタルテレビ(1 台)、デジタルテレビ(4 台)導入  

平成 22 年度 
５月 宇城剣道錬成大会、男子団体・女子団体優勝  

６月 校舎南側に緑のカーテン設置（ニガウリ、アサガオ、ヘチマ）  

７月 市中体連水泳 50m バタフライ優勝  

 県中体連水泳 50m バタフライ、100m バタフライ優勝 

８月 
九州中体連水泳 100m バタフライ 2 位 ロータリークラブ市中学生バド

ミントン優勝 

10 月 
本校教諭、熊本県優秀教員表彰 

11 月 
熊本県リコーダーコンテスト（独奏・重奏の部）、県教育委員会賞、金

賞受賞 

２月 
2 年生立志式（熊本新港まで往復 20km の競歩会） 

平成 23 年度 
６月 校舎南側へグリーンカーテン設置  



８月 九州中学校陸上競技大会出場（砲丸投げ、110mH）  

10 月 市教委指定研究発表（生徒指導）開催  

 市中体連陸上（砲丸投げ、110mH 優勝）  

11 月 
熊本県リコーダーコンテスト（独奏・重奏の部）、県教育委員会賞、金

賞受賞 県アイデアロボットコンテスト 大学生協アカデミア賞受賞 

12 月 体力向上優良優秀実践校表彰  

１月 わくわく節水実践コンクール優秀校表彰  

２月 「小さな親切」作文コンクール県入賞  

「熊本の心をテーマとした作文コンクール」心豊かな熊本を作る運動推

進賞 本校教諭優秀教員文科大臣賞表彰 

平成 24 年度 
４月 第７代校長 田中繁蔵着任  特別支援教育（知的障害学習）新設 

７月 テレビ朝日「報道ステーション」にて本校紹介  

８月 「週間朝日」にて本校掲載  

１月 RKK テレビ「夕方いちばん」にて、まかせんかい夜間パトロー

ル放送  

平成 25 年度 
６月 熊本市西部地区剣道練成大会 女子団体優勝  県中学校陸上競技

選手権大会 男子共通三段跳び 2 位 県中学校水泳競技大会 100

ｍ背泳ぎ 1 位 200ｍ背泳ぎ 1 位 熊本市授業研究会（道徳） 

９月 九州合唱コンクール 銀賞  

10 月 創立 20 周年記念式典  

11 月 県アイデアロボットコンテスト 制御部門 準優勝  

12 月 創立 20 周年記念 第 1 回強走会  

３月 2 年立志記念登山（3333 段の石段）  



平成 26 年度 
５月 熊日旗熊本市地区中学生バレーボール大会優勝 女子バレー部  

６月 市中体連 剣道女子 2 位、女子バレーボール 3 位  男子バスケッ

ト 3 位 空手個人 形 4 位 

７月 体育堂旗中学校軟式野球大会 優勝  西部地区剣道錬成大会 女

子団体優勝 

８月 特別支援教室・音楽室エアコン設置  

９月 九州合唱コンクール 銀賞 市陸上中体連 代表男子 100m・ 

100mH 2 位 走り幅跳び 3 位 代表女子 80mH 3 位 

11 月 ＷＹＳＨ教育授業研究会  

12 月 九州中学生ロボコン映像部門 アイデア賞、審査員特別賞  

１月 女子バレー部 県中学校新人バレーボール大会 3 位  全国ロボコ

ン 映像部門 全産教振興協会 協会長賞 

平成 27 年度 
４月 第８代校長 泉 成章着任  

７月 市中体連 男子バドミントン部 団体 3 位 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2･3 位 県大会出

場  女子バドミントン部 団体 3 位 県大会出場 剣道部 個人 5

位 県大会出場 水泳 50m フリー 100m 背泳ぎ 県大会出場 

８月 中体連九州大会 男子バドミントン部ダブルス 出場  

９月 市陸上中体連 1 年女子 100m3 位 代表女子 100mH3 位・男子

110mH 優勝  

11 月 県中学生ロボコン 映像部門 1･2 位 制御部門 1･3 位   

熊本市学校環境緑化コンクール 南区賞（熊日賞） 



12 月 九州中学生ロボコン映像部門 パフォーマンス大賞、優秀賞  

１月 わくわく節水実践コンクール 特別優秀表彰(６年連続表彰)  

女子バレー部 県新人バレーボール大会 3 位 

３月 西熊本駅シンボルイラストに本校生徒作品が採用  

平成 28 年度 
４月 熊本地震により学校施設に一部被害（渡り廊下、非常階段等） 

 同地震による避難所開設、５月１日まで臨時休校 

６月 土曜授業日（モデル校として６月、１０月、１１月、１２月、２

月に）  

７月 市中体連 バレー３位、女子バドミントン団体３位、水泳 背泳ぎ

３位  

８月 ハヤカワ旗野球大会 優勝  市陸上中体連 女子低学年４×100ｍ

Ｒ優勝、男子代表４×100ｍＲ３位、 女子 100ｍ優勝、団体６位  

10 月 市新人ソフトテニス大会 女子団体３位  

市南部地区バレーボール大会 準優勝  科学展、薬物乱用防止啓

発ポスター入賞 

11 月 科学展、薬物乱用防止啓発ポスター入賞 県アイデアロボコン 映

像部門パフォーマンス大賞、パフォーマンス賞  熊本市学校環

境緑化コンクール 教育委員会賞 

12 月 九州アイデアロボコン 映像部門優秀賞（全国大会出品）  

３月 教室エアコン設置工事開始  

平成 29 年度 ６月 市中体連 空手道 個人形３位、卓球 個人３位 



７月 音楽部 九州合唱コンクール 熊本県予選 金賞 

９月 音楽部 九州合唱コンクール 銅賞 

市中体連陸上 総合 5位 

県中体連陸上 男子 1年 1500m優勝、男子 1年 100m優勝、女子

代表 100m３位 

１０月 市中体連駅伝 男子 躍進賞 

１１月 技術部 県創造ｱｲﾃﾞｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ映像部門 九州大会出場 

１月 バレー部 県中学校新人バレーボール大会 ３位 

平成 30 年度 
４月 第９代校長 田尻 博道 着任 

６月 市中体連 水泳 男子 50ｍバタフライ２位 

ソフトテニス 女子シングルス３位 

空手道 男子個人形優勝 女子個人形３位 

７月 九州合唱コンクール熊本県予選 金賞 

県中体連 卓球３位、ソフトテニス３位 

九州合唱コンクール 金賞  中学部門 宮崎市長賞 

市中体連陸上 トラックの部２位 男子の部３位 女子の部２位 

総合の部３位 

１０月 学びわくわく中学校授業研究会 特別支援教育授業公開 

少人数指導研究モデル校公開授業（数学） 

１０月 市中体連駅伝大会 男子の部４位 

ＮＩＥ教育実践校公開授業 



全日本合唱コンクール全国大会 銅賞 

１１月 県中学校英語暗唱大会 １年の部１位 

令和元年度 
５月 熊本市中学生卓球大会 優勝 

６月 熊本県中学校陸上競技選手権大会 男子共通三段跳 優勝 

７月 熊本市中体連大会バドミントン 男子団体３位 

水泳 男子 50ｍ・100ｍバタフライ ３位 

ソフトテニス 女子シングルス ３位 

空手道 男子個人形 優勝 

新体操 個人総合第３位 ・種目別ボールの部準優勝 

卓球 男子個人戦１位 

熊本県中体連大会 新体操個人総合２位 

熊本県中体連大会 剣道 ２年男子個人３位 卓球 男子個人２位 

水泳 男子 200ｍ自由形２位 

８月 第 74回九州合唱コンクール熊本県予選 金賞 

第 86回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール熊本県コンクール 銀賞 

９月 熊本市中体連陸上大会 女子代表走高跳２位・男子 1500ｍ３位・男

子 100ｍ３位・女子 100ｍＨ３位・女子１年 100ｍ２位 

第 74回九州合唱コンクール 金賞 

１１月 熊本県中学生新人バドミントン大会 男子シングルス３位 

全国書画展覧会 書の部 金賞 

１２月 熊日学生音楽コンクール 独唱部門中学の部 優秀賞 



 

３月 新型コロナウイルス感染症に伴う一斉臨時休業 

令和２年度 
４月 新型コロナウイルス感染症に伴う一斉臨時休業 

９月 第 41回熊本市中学生軟式野球大会 準優勝 

１０月 第 42回熊本県市技術･家庭科展 優秀賞 

令和２年度熊本市善行表彰 

熊本県中学生スプリント選手権大会 女子中 2･3年 60ｍ 第 5位 

南部地区秋季中学生軟式野球大会 第３位 

１２月 第 53回熊日学生音楽コンクール 独唱部門中学生の部 優秀賞 

令和 3 年度 
４月 第１０代校長 井上 毅 着任 

 
 

 


