
本 校 の 沿 革 史 

昭和２３年４月１日、龍南中学校より分かれ、熊本市立龍南第二中学校と称し県立

済々黌内に設立。済々黌校長杉原春作氏、龍南第二中学校校長を兼任主事宮本勝氏 

昭２３・４・８   開校式始業式 ２年生のみ２６０名 

        ４・１５ 第１回入学式          （男１２５、女１１５、計２４０名）  

    ７・７   校名を熊本市立桜山中学校と改称 

昭２４・４・８   第２回入学式         （男１５６、女１２６、計２８２名） 

昭２５・１・１９ 校歌制定発表会  詞・松永江草氏    作曲・緒方正治氏 

    ３・２４ 第１回卒業証書授与式  （男１４２、女１１８、計２６０名） 

    ４・７   第３回入学式      （男１３４、女１９７、計２３１名） 

昭２６・３・１５ 第２回卒業証書授与式  （男１３５、女１０３、計２３８名） 

        ３・３１ 杉原校長、兼任を解かれ宮本勝氏第２代校長に就任 

    ４・７   第４回入学式      （男１５３、女８０、計２３３名） 

    ７・１０ 本校校舎竣工（黒髪町下立田１００番地） 

昭２７・３・１５ 第３回卒業証書授与式  （男１５７、女１３０、計２８７名） 

    ４・７   第５回入学式      （男１２９、女９７、計２２６名） 

昭２８・３・１９ 第４回卒業証書授与式  （男１３５、女１０３、計２３８名） 

        ４・７   第６回入学式       （男１４９、女１１８、計２６７名）  

        ６・２８ 熊本市を襲った水害で生徒四名死亡 

昭２９・３・１７ 第５回卒業証書授与式   （男１４５、女７３、計２１８名） 

        ４・８   第７回入学式           （男１２８、女１００、計２２８名） 

昭３０・３・１６ 第６回卒業証書授与式   （男１２７、女９６、計２２３名） 

        ４・９   第８回入学式          （男１５７、女１１７、計２７４名） 

昭３１・３・１９ 第７回卒業証書授与式   （男１４８、女１１８、計２６６名） 

        ４・９   第９回入学式          （男１５７、女１５６、計３１３名） 

        ９・１  プール完成（６コース２５米） 

昭３２・３・１５ 第８回卒業証書授与式    （男１３６、女１４１、計２７７名） 

        ４・９  第１０回入学式         （男１５３、女１５０、計３０３名） 

    １２・２４ 校舎（北校舎）竣工 

昭３３・３・１９ 第９回卒業証書授与式   （男１５９、女１３５、計２９４名） 

        ４・９  第１１回入学式        （男１２２、女１０６、計２２８名） 

昭３４・３・１７ 第１０回卒業証書授与式 （男１６３、女１５５、計３１８名） 

        ４・９  第１２回入学式        （男１６８、女１７８、計３４２名） 

昭３５・３・１６ 第１１回卒業証書授与式 （男１５３、女１５２、計３０５名） 

        ４・９   第１３回入学式        （男２０９、女２０２、計４１１名） 

昭３６・２・２８ 租税教育発表会 

        ３・１６ 第１２回卒業証書授与式 （男１３５、女１０３、計２３８名） 

        ４・８   東校舎（美術室音楽室）竣工 

        ４・１０ 第１４回入学式       （男１９８、女１８１、計３７９名） 

昭３７・３・１５ 第１３回卒業証書授与式 （男１６３、女１７８、計３４１名） 

        ４・１０ 第１５回入学式        （男１８６、女１８５、計３７１名） 

      １０・２３ 産業教育研究発表会    

昭３８・３・１５ 第１４回卒業証書授与式 （男２１４、女２０２、計４１６名） 

        ４・９   第１６回入学式        （男１８３、女１４２、計３２５名） 

昭３９・３・１６ 第１５回卒業証書授与式 （男１９５、女１８４、計３７９名） 

       ４・９   第１７回入学式         （男１６８、女１３７、計３０５名） 

        ６・１   西校舎（理科室技術室）竣工 

昭４０・３・１６ 第１６回卒業証書授与式 （男１９３、女１８４、計３７７名） 

        ４・９   第１８回入学式        （男１３９、女１３０、計２６９名） 

昭４１・３・１５ 第１７回卒業証書授与式 （男１９４、女１４９、計３４３名） 

        ４・７   第１９回入学式        （男１０８、女１１８、計２２６名） 

        ５・３０ 体育館竣工   

昭４２・３・１５ 第１８回卒業証書授与式 （男１７１、女１３８、計３０９名） 

    ４・９   第２０回入学式         （男１１８、女１１８、計２３６名） 

昭４３・３・１６ 第１９回卒業証書授与式 （男１３９、女１３５、計２７４名） 

        ４・９   第２１回入学式       （男１１４、女１１１、計２２５名） 

昭４４・３・１６ 第２０回卒業証書授与式 （男１１６、女１１８、計２３４名） 

        ３・１７ 泉水完成 

     ４・９   第２２回入学式        （男９５、女９９、計１９４名） 

昭４５・３・１７ 第２１回卒業証書授与式 （男１２０、女１１７、計２３７名） 

        ４・９   第２３回入学式       （男１０９、女９９、計２０８名） 

昭４６・３・１６ 第２２回卒業証書授与式 （男１１６、女１１１、計２２７名） 

        ４・９  第２４回入学式         （男１３０、女１１８、計２４８名）  

    １０・２０ 市教育委員会委嘱校（数学）として研究発表会を開催 

昭４７・３・１８ 第２３回卒業証書授与式 （男１１１、女１０６、計２１７名） 

        ４・１０ 第２５回入学式        （男１２６、女９２、計２１８名） 

        ８・１９ 中学校バトミントン全国大会出場（第３位） 

昭４８・３・１５ 運動場夜間照明（６基）完工 

        ３・２０ 第２４回卒業証書授与式 （男１２３、女１０３、計２２６名） 

        ４・１０ 第２６回入学式        （男１１０、女１１０、計２２０名） 

昭４９・３・１９ 第２５回卒業証書授与式 （男１２２、女１２０、計２４２名） 

        ４・９  第２７入学式       （男９５、女９１、計１８６名）  

        ８・３０  プールサイド整備工事完了 

昭５０・３・１９ 第２６回卒業証書授与式 （男１２７、女１０１、計２２８名） 

       ４・９   第２８回入学式挙行   （男１０５、女９４、計１９９名） 

昭５１・３・１９ 第２７回卒業証書授与式 （男１１７、女１１０、計２２７名） 

     ４・９   第２９回入学式挙行    （男１０７、女１１７、計２２４名） 

       ８・１８ 全日本中学校大会個人・団体共バドミントン優勝 

昭５２・３・１８ 第２８回卒業証書授与式 （男１００、女９２、計１９２名）  

       ４・９   第３０回入学式挙行     （男１０７、女１１３、計２２０名）  

              ９・１  本館竣工（普通教室一、職員室、放送室、保健室） 

昭５３・１・９   本館落成式挙行 

        ３・２２ 第２９回卒業証書授与式 （男１０８、女９６、計２０４名） 

     ４・１０ 第３１回入学式挙行    （男１００、女９８、計１９８名）  

        ８・１８ バトミントン全国大会出場（準優勝） 

昭５４・３・２０ 第３０回卒業証書授与式 （男１１０、女１１８、計２２８名） 

     ４・１０ 第３２回入学式挙行     （男８７、女８４、計１７１名）   

昭５５・３・１８ 第３１回卒業証書授与式 （男１０８、女１１２、計２２０名）  

     ４・１  校舎改築第二期工事完成（管理棟＝被服教室、図書室、相談室、  

         校長室、警備員室、事務室、普通教室六） 

    ４・９   第３３回入学式挙行    （男９４、女９２、計１８６名）   

昭５６・３・１７ 第３０回卒業証書授与式 （男１０３、女９６、計１９９名）  

    ４・１   校舎改築第３期工事  

５５年度分完成（調理室、理科室、音楽室、各準備室） 

    ４・９  第３４回入学式挙行    （男１２０、女９３、計２１３名） 

    ４・２１ 校舎改築（第２、３期工事）落成式挙行 

昭５７・３・１６ 第３３回卒業証書授与式 （男８８、女８８、計１７６名）   

       ４・９   第３５回入学式挙行     （男１１２、女１０６、計２１８名） 

       ８・１１ 給食プラットホーム着工 

昭５８・３・１６ 第３４回卒業証書授与式  （男９９、女１０２、計２０１名） 

    ４・１０ 第３６回入学式挙行     （男１２０、女１０１、計２２１名）  

     ８・２２ 第１３回全国中学校バドミントン大会 

男子団体個人ダブルス優勝 

昭５９・３・１７ 第３５回卒業証書授与式  （男１１８、女９１、計２０９名） 

    ４・１０ 第３７回入学式挙行     （男９８、女１０２、計２００名）  

昭６０・３・１８ 第３６回卒業証書授与式  （男１０９、女１０４、計２１３名） 

     ４・９  第３８回入学式挙行     （男９９、女９１、計１９０名）   

     ７・２８ 県中体連女子バレーボール優勝 

昭６１・３・１７ 第３７回卒業証書授与式  （男１２４、女１０７、計２３１名） 

    ４・９  第３９回入学式挙行     （男８９、女１０８、計１９７名） 

    ７・１３ 市中体連大会バドミントン優勝 

昭６２・１・１６ 国旗・校旗掲揚台完成 

    ３・１７ 第３８回卒業証書授与式  （男９８、女９９、計１９７名）  

３・３１ 正門移転工事完成 

    ４・９   第４０回入学式挙行     （男１０４、女９２、計１９６名） 

昭６３・３・１７ 第３９回卒業証書授与式  （男９８、女９８、計１９６名） 

    ４・９   第４１回入学式挙行    （男９７、女９４、計１９１名）  

    １０・２９ 創立４０周年記念・航空写真撮影 

   １１・３０ 創立４０周年記念 文化発表会 ＰＴＡバザー 

昭６４・１・７   昭和天皇崩御午前６時３３分 

 平元・  ３・１８  第４０回卒業証書授与式 （男９７、女１０７、計２０４名）  

       ３・２５ 南門及び西側フェンス工事完成 

    ４・１０ 第４２回入学式挙行      （男１０５、女７８、計１８３名）  

    平２・  ２・４   熊本市中学校学年別卓球大会１・２・３位独占 

皆元、小林、矢沢 

     ２・１６ ＮＨＫ番組「飛び出せ中学生」に出演 

      ３・１７ 第４１回卒業証書授与式  （男１０２、女９１、計１９３名） 

      ４・１０ 第４３回入学式挙行    （男６７、女８２、計１４９名）  

        ６・９  体育館・プール落成式・落成記念ＰＴＡバザー 

    １１・２   夜間照明器具設置完了 

平３・  ３・１３ 第４２回卒業証書授与式  （男１００、女９０、計１９０名） 

        ４・９   第４４回入学式挙行     （男７０、女７５、計１４５名） 

     ９・２７ 台風１９号来襲 大被害 体育館ひさし損壊 倒木十数本 

     １１・１０ 第４回全国ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭  熊本大会ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ会場となる 

    １２・２０ 東門改修工事完了 

平４・  ３・７   地下水保全対策事業、運動場改修工事 竣工検査 

     ３・１４ 第４３回卒業証書授与式  （男１０３、女７８、計１８１名） 

      ４・９  第４５回入学式挙行      （男８７、女６５、計１５２名） 

     ４・１２ 農具倉庫完成 

    １０・２３ 放送教育九州大会会場 

平５・  ３・１２ 第４４回卒業証書授与式  （男７１、女９２、計１６３名）  

     ４・１   ５・６年度コンピュータ教育実践校  市教育委員会委嘱    

        ４・９   第４６回入学式挙行     （男５３、女６１、計１１４名） 

     ６・９   皇太子「結婚の義」 

    １０・１３ 市委嘱特別活動半日授業研究会開催 

平６・  ３・１４ 第４５回卒業証書授与式  （男６８、女８２、計１５０名） 

     ４・１１ 第４７回入学式挙行     （男６０、女６１、計１２１名） 

     ７・１   県放送コンクール テレビ部門＝最優秀 ラジオ部門＝優秀賞 

     ７・６   市中体連大会入賞．卓球男子団体三位 

ソフトテニス女子団体３位 

                 柔道男子個人３位（古西由光） 

     ９・１６ 全日本卓球選手権大会県予選．男子３位(宮川雅光) 

全国大会出場 

    １０・１３ 半日授業研「英語・国語」 開催 

    １１・２２ 学校寄席「桂雀三郎」来校 

平７・  ３・１３ 第４６回卒業証書授与式  （男６６、女５０、計１１６名） 

     ４・１１ 第４８回入学式挙行      （男５７、女３９、計９６名） 

     ６・１   二人一鉢菊作り開始（ハートフル事業） 

     ７・６  市中体連大会卓球男子団体優勝   卓球個人優勝＝宮川雅光 

        ７・１４ 県放送コンクール テレビ部門＝最優秀 ラジオ部門＝優良賞 

        ９・１４ 市教育委員会学校訪問 

      １１・１２ 菊作り熊本城顕彰会賞受賞 

平８・  １・２７ リデルライト老人ホーム一日体験 



        ３・１２ 第４７回卒業証書授与式  （男５５、女６０、計１１５名）  

      ４・９   第４９回入学式挙行     （男５４、女４３、計９７名）   

       ６・５   校内陸上記録会（水前寺競技場） 

        ７・２７ 県中体連大会出場柔道男子団体 女子個人（堀内亜紀） 

      １０・１７ 校内観劇会「雪女」芸術座 

      １０・１８ 半日授業研「数学」開催 

平９・  １・２８ 環境保全都市宣言一周年．記念植樹（ハナミズキ） 

        ２・１０ 玄関前舗装完了 

        ３・１１ 第４８回卒業証書授与式  （男６２、女６１、計１２３名） 

        ４・１   東敏雄校長定年退職、村上賢治氏第１７代校長に就任 

        ４・９   第５０回入学式挙行      （男５２、女４５、計９７名）     

        ５・２２ 世界男子ハンドボール大会観戦遠足 （パークドーム） 

        ７・１１ 親子映画鑑賞会「原野の子ら」（主演・鳥飼美帆来校） 

     ９・１６ 臨時休業（台風１９号接近のため） 

      １０・３１ 非常階段舗装工事 

      １２・５  強歩会実施（阿蘇大観峰) 

平１０・１・２６ 熊本県・市租推協委嘱租税教育研究授業(川原教諭) 

        ３・１５ 第４９回卒業証書授与式 （男６１、女４２、計１０３名） 

        ４・９   第５１回入学式挙行     （男４８、女３６、計８４名）     

        ６・２５ 創立４０周年記念・航空写真撮影 

       １１・２０ 創立５０周年記念式典・文化祭・祝賀会                     

      １２・４   強歩会実施（菊池水源・阿蘇大観峰） 

平１１・２・５  校舎外壁点検 

        ３・１５ 第５０回卒業証書授与式 （男５５、女４４、計９９名） 

        ４・９   第５２回入学式挙行     （男４４、女４１、計８５名）    

      １１・２０ ＰＴＡ創立５０周年記念バザー 

      １２・１０ 強歩会実施（菊池水源・阿蘇大観峰） 

平１２・３・１４ 第５１回卒業証書授与式  （男５３、女４５、計９８名） 

        ４・１   「心の教室」相談員着任(有田正昭先生) 

        ４・１１ 第５３回入学式挙行      （男４４、女４１、計８５名） 

        ７・１   第１期校舎改修工事開始・教室移転作業 

        ７・２６ 青少年ハイデルベルグ市訪問交流(卓球) 

      １１・１２ 黒髪校区消防団主催ミニバレー大会(桜山中職員優勝) 

      １１・１８ 文化祭・合唱コンクール・ＰＴＡバザー 

      １２・９  強歩会実施（菊池水源・阿蘇大観峰） 

平１３・２・１６ 校舎改修第１期工事完了・教室移転作業 

        ２・２２ 小中連携(黒髪小学校６年生体験入学) 

    ３・１３ 第５２回卒業証書授与式 （男４８、女３８、計８６名） 

       ４・１０ 第５４回入学式挙行      （男３８、女３３、計７１名） 

        ７・２１ 校舎改修第２期工事開始・教室移転作業 

        ８・１  全国高等学校総合体育大会「ひのくに新世紀総体」 

バレー練習会場 

      １０・１０ ｢総合的な学習の時間」体験学習(～１２日) 

      １０・２４ コンピューター４０台に増設 

      １０・２６ 第１回｢ドリーム(学校生活向上)委員会」(生徒・教職員・保護者協議機関) 

      １１・２６ 図書館電算化完了 

平１４・２・ １ 校舎改修第２期工事完了（和室・放送室・進路相談室等整備) 

    ３・１２ 第５３回卒業証書授与式 （男４８、女４８、計９６名） 

        ４・ ９ 第５５回入学式挙行（男４０、女４３、計８３名） 

        ０・ １ 図書室エアコン設置 

平１５・３・１１ 第５４回卒業証書授与式（男３６名 女４０名 計７６名） 

    ４・ ９ 第５６回入学式挙行      （男２９、女５５、計８４名） 

平１６・３・１２ 第５５回卒業証書授与式（男３６名 女３４名 計７０名） 

        ４・ ７ 特別等階段及び体育館階段てすり設置 

４・ ９ 第５７回入学式挙行（男４８名 女３２名 計８０名） 

平１７・２・ １ 中庭整備完了（同窓会・市教育委員会） 

    ３・１１ 第５６回卒業証書授与式（男４０名 女４２名 計８２名） 

    ４・ １ 第１９代和田正治校長就任 

    ４・ ９ 第５８回入学式挙行（男３３名 女３４名 計６７名） 

   １１・２０ 子どもフォーラム開催 

平１８・２・ １ 運動場南側ブロック塀の改修工事（ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ）完成 

    ３・１０ 第５７回卒業証書授与式（男２９，女５２ 計８１人） 

    ４・１１ 第５９回入学式挙行（男３０，女３２ 計６２人） 

    ８・２５ 新規パソコン４０台搬入 

   １２・２２～１／１２（特別棟アスベスト除去工事） 

平１９・３・１０ 第５８回卒業証書授与式（男５２，女３４ 計８６人） 

    ４・１１ 第６０回入学式挙行（男３８，女３７ 計７５人） 

    ７・ ６ 台湾台北市建成国民中学との交流授業 

    ７・３０ 防犯カメラ設置 

平２０・３・１１ 第５９回卒業証書授与式（男３５，女３４ 計６９人） 

    ４・ １ 第２０代永溝晋介校長就任 

    ４・ ９ 第６１回入学式挙行（男３９，女２８ 計６７人） 

    ５・２１ リデルライトホームとの連携事業開始 

    ５・２３ アフタースクール開始（熊本大学教育学部との連携事業） 

    ８・１６ 創立６０周年記念合同同窓会開催 

   １０・１０ 熊本市教育委員会指定研究発表会（熊本大学との連携） 

平２１・１・２４ リデルライトホーム主催シンポジウム開催 

    ３・１３ 第６０回卒業証書授与式（男３４，女３７ 計７１人） 

    ４・ ９ 第６２回入学式挙行（男３０，女２９ 計５９人） 

平２２・３・１２ 第６１回卒業証書授与式（男３９，女３８ 計７７人） 

    ４・ １ 第２１代内村繁夫校長就任 

        ４・ ９  第６３回入学式（男１７，女３１ 計４８人） 

        ７・ ６  県中学校放送コンテスト ラジオ番組部門 最優秀賞 

        ７・２５ 県中体連卓球大会 男子個人優勝 

平２３・１・２２ 全国中学校創造ものつくり教育フェアアイデアロボットコンテ

スト出場 

        ３・ ４  第６２回卒業証書授与式（男４０，女３０ 計７０人） 

    ４・ ８  第６４回入学式（男３４，女２５ 計５９人） 

    ７・ ８  県中学校放送コンテスト 優秀賞 

     ７・２４ 県中体連卓球大会 女子団体優勝 男子個人準優勝 

    ７・２９ 学校緑化コンクール KAB 賞受賞 

   １２・１１ 創造アイデアロボットコンテスト九州中学生大会優勝  

平２４・１・２２ 創造アイデアロボットコンテスト全国大会 応用部門第３位 

    ３・１０ 第６３回卒業証書授与式（男３５，女２６ 計６１人） 

    ４・ １ 日本語指導教室設置（市中学校日本語指導センター校になる） 

    ４・１０ 第６５回入学式（男３３，女３５ 計６８人） 

   平２５・１・２７ 学校環境緑化コンクール ＲＫＫ賞受賞 

全国大会 応用部門準優勝 

    ３・２２ 第６４回卒業証書授与式（男１７，女３３ 計５０人） 

    ４・ １ 第２２代藤本 康校長就任 

    ４・ ９ 第６６回入学式（男３３，女４０ 計７３人） 

    ７・ ８  熊本県中学校放送コンテストラジオ番組部門最優秀賞 

    ７・２８ 熊本県中学校総合体育大会卓球大会 女子団体準優勝 

    ８・２０ 第３０回ＮＨＫ杯全国中学生放送コンテスト 優秀賞 

   １１・ ６ 熊本市学校環境緑化コンクール 熊日賞受賞 

   １１・ ９ 創造アイデアロボットコンテスト県中学生大会ロボコン大賞 

平２６・１・２６       〃      全国大会応用部門審査員特別賞 

    ２・ ７ 子どもフォーラム開催 

    ３・ ８ 第６５回卒業証書授与式（男３６，女２５ 計６１人） 

        ４・ ９ 第６７回入学式（男２４，女２４ 計４８人） 

        ７・２７ 熊本県中体連大会 卓球女子団体 第３位 

         熊本県中体連大会 体操女子種目別 

段違い平行棒・平均台 第３位 内藤安里紗 

         熊本県中体連大会 体操女子総合 第３位 成田明日香 

   １０・ ４ 熊本県中体連大会女子代表走幅跳 第３位 福田真由 

      １２・ ６ 人権啓発作品絵・ポスターの部 最優秀 安井壽利 

   １１・１１ 熊本県英語暗唱大会 第４位 明川千夏、吉田綺乃      

平２７・３・１３ 第６６回卒業証書授与式（男３１、女３４、計６５人） 

    ３・３１ 藤本 康校長定年退職 

    ４・ １ 第２３代小川洋二校長就任 

    ４・ ８ 第６８回入学式（男２５，女２８ 計５４人） 

７・ ８ 熊本県中学校放送コンテスト ラジオ部門優秀賞 放送部 

１１・ ９ 熊本市中学校連絡協議会弁論大会最優秀賞 猪琴子 

１２・ ５ 人権啓発作品 絵・ポスターの部優秀賞 赤池舞  

１２・１２ お米とわたし作文・図画コンクール 作文の部優良賞 北村塔子 

１２・１２ 第１回長距離走大会 

平２８・３・１１ 第６７回卒業証書授与式（男３５、女３７、計７２人） 

３・１１ 第１３回くまもと子どもの美術展特選 寺岡伶馬 

４・ ８ 第６９回入学式（男３０、女３５ 計６５人） 

    ４・１４ 熊本地震（21：26）体育館が避難所となる（～5.8） 

     ４・１５  熊本地震による臨時休校（～4.28） 

    １０.１６ 桜山文化の日 

    １２.  ８ 歌劇「カルメン」公演 

１２・１７ 第２回長距離走大会 

平２９・３・１３ 第６８回卒業証書授与式（男２５，女２５ 計５０人） 

３・３１ 小川 洋二校長定年退職 

４・ １ 第２４代永瀨 善久校長就任 

４・１１ 第７０回入学式（男１６、女１８ 計３４人） 

７・１５ 熊本県中学校通信陸上競技大会１００ｍ優勝   上野奎吾 

７・１６ 熊本県中学校通信陸上競技大会２００ｍ準優勝 上野奎吾 

      ９・３０ 熊本県中体連陸上競技大会 代表１００ｍ準優勝 上野奎吾 

    １１・ ７ 第６７回「社会を明るくする運動」熊本県作文コンクール 

          熊本県知事賞 中野 晴香 

    １２・１６ 第３回長距離走大会 

平成３０・３・ ３ 第 38 回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 

          中学校の部 文部科学大臣賞 受賞 

     ３・１０ 第６９回卒業証書授与式（男２６、女２８、計５４人） 

     ４・１０ 第７１回入学式（男２６、女２６、計５２人） 

     ９・ ８ 創立７０周年記念教育講演会 

（講師 理学療法士 杉野 伸治 氏） 

    １１・１１ 第２２回創造アイディアロボットコンテスト 

熊本県中学生大会 ロボコン大賞 

    １１・２７ 「日本語大好き」講演会 

           （講師 熊本県民テレビアナウンサー 本橋 馨 氏） 

    １２・１５ 第１回校内駅伝大会開催 

平成３１・２・ ８ 創立７０周年記念「来て来て先輩」講演会 

           （講師 シンガーソングライター 樋口 了一 氏） 

     ３・ ９ 第７０回卒業証書授与式（男２９、女３６ 計６５人） 

     ４・ １ 第２５代 嶋﨑 幸治 校長 就任 

     ４・１０ 第７２回入学式（男３８、女２０、計５８人） 


