
 沿革の概要 
 

（１）  旧豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市山王町７－６８ 

      昭和２２年 ４月  ・教育制度改正により、豊岡町外四ヶ村（五荘村、新田村、中筋村、奈佐村）学校組合立とし
て南北両中学校が設置され、大開通を境界とする以南の地を校区と定められた。 

・初代 高沢猛校長 就任。 

      昭和２３年 ７月  ・県立豊岡中学校・同高等女学校の統合により、元県立豊岡高等女学校校舎に移転 

      昭和２５年 ４月  ・市政実施に伴い、校名を豊岡市立豊岡南中学校と改称 

      昭和２７年 ４月  ・第２代 西村英一校長 就任 

      昭和２８年 ８月  ・男子バレーボール部 県大会優勝 

      昭和３２年 ７月  ・中学校創立十周年記念大会 挙行 

      昭和３６年 ４月  ・第３代 金山輝雄校長 就任 

９月  ・体育館竣工  

      昭和４３年 １月  ・中学校創立二十周年記念式典 挙行・二十周年記念誌 発刊 

４月  ・第４代 柳沢英雄校長 就任 

６月  ・女子バレーボール部 県大会優勝 

      昭和４８年 ４月  ・第５代 木下秀峯校長 就任 

      昭和４９年 ２月  ・豊岡南神美中学校統合校舎 起工式 

      昭和５１年 ３月  ・豊岡南中学校体育館において閉校式 

 

（２）  旧豊岡市立神美中学校 豊岡市三宅４５  

      昭和２２年 ３月  ・教育制度の改正により、出石郡神美村立神美中学校を設立した 

４月  ・開校式を行う 

      昭和３２年 ４月  ・穴見谷地区豊岡市に編入、豊岡市立神美中学校と改称される 

      昭和４９年 ４月  ・市議会において統合中学校への実質統合を昭和５１年４月１日と改正された 

      昭和５１年 ３月  ・閉校式・記念碑除幕式 

 

（３）  統合豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市大磯町１－６５ 

      昭和５１年 ４月   ・統合開校式（豊岡南中学校・神美中学校） 木下秀峯校長 就任 

      昭和５２年 ５月   ・南中創立三十周年記念式 挙行 

５月   ・統合校舎竣工式（５月１５日を開校記念日とする） 

      昭和５３年 ８月   ・野球部 県大会準優勝 

８月   ・兵庫県学校図書館研究大会を行う 

１１月   ・兵庫県造形教育研究大会を行う。県造形展学校賞 受賞 

      昭和５４年 ７月   ・女子バスケット部 ６年連続但馬大会優勝 

１１月   ・同窓の森記念碑 完成 

      昭和５５年 ４月   ・第６代 北倉馨校長 就任 

      昭和５６年１１月   ・兵庫県英語研究大会を行う 

      昭和５７年１１月   ・兵庫県体育研究大会を行う 

      昭和５８年１１月   ・兵庫県国語研究大会を行う 

１１月   ・文部省指定教育課程研究中間発表会を行う 

      昭和５９年１１月   ・文部省指定教育課程研究会を行う 

      昭和６０年 ４月   ・第７代 稲毛惇校長 就任 

６月   ・兵庫県数学研究大会を行う 

      昭和６２年 １月   ・兵庫県美術学校賞を受賞する 

２月   ・合唱部 西日本大会第二位となる 

      平成 元年 ４月   ・第８代 津崎稔校長 就任 

７月   ・兵庫県総合体育大会陸上競技 ４×100mR 優勝 

１０月   ・近畿学校図書館教育研究大会を行う 

      平成 ３年 ９月   ・コンピュータ設備完成 

１０月   ・兵庫県中学校陸上競技対抗選手権大会 女子４×100mR 優勝 

      平成 ４年 １月   ・MBS 音楽コンクール西日本大会 最優秀賞 

      平成 ５年１２月   ・兵庫県小中高絵画展 「学校賞」受賞 

      平成 ６年 １月   ・第 37 回日本学生科学賞コンクール 中央審査 2 等 

２月   ・関西中学校アンサンプルコンテスト 金賞 

４月   ・第９代 北村宜司校長 就任 

８月   ・近畿中学校 女子低学年 ４×100mR 優勝  棒高 優勝 

      平成 ７年 ８月   ・近畿中学校総体陸上 女子低学年 ４×100mR 優勝 

１１月   ・兵庫県中学校社会科研究大会を行う 

      平成 ９年 １月   ・第 40 回日本学生科学賞コンクール 中央審査 文部大臣奨励賞 

      平成１１年 ４月   ・第 10 代 中井一允校長 就任 

      平成１２年 １月   ・第 43 回日本学生科学賞コンクール 中央審査 科学技術庁長官賞 

      平成１４年 ３月   ・校内バリアフリー化工事 

      平成１５年 ４月   ・第 11 代 岡下修校長 就任 

      平成１６年１０月   ・保健室を旧会議室の場所に移転する 

１０月   ・台風 23 号による風と雨により大きな被害を受ける 

      平成１７年 ４月   ・旧一市五町（豊岡市、日高町、出石町、但東町、城崎町、竹野町）の合併により新豊岡市
が誕生し、中学校は 10 校となる  

１０月   ・第 52 回兵庫県中学校陸上競技選手権大会 女子４×100mR 優勝 

      平成１８年 ９月   ・兵車県中学校陸上競技新人大会 男子総合第２位 

１１月   ・兵庫県中学校保健体育研究大会を行う 

  



      平成１９年 ３月   ・近畿中学校選抜卓球大会（団体戦） 男子第３位 

７月   ・兵庫県中学校総合体育大会 陸上競技大会 男子総合２位 男子４×１００mR 優勝 

８月   ・全日本中学校陸上競技大会 男子４００m 第６位 

１１月   ・全国学校体育研究優良校表彰 受賞 

      平成２０年 ７月   ・全日本中学校通信陸上競技兵庫県大会 共通女子砲丸投 優勝 

      平成２１年 ４月   ・第 12 代 尾﨑武彦校長 就任 

５月   ・グランド１２ｍ防球ネット完成 

      平成２２年１２月   ・消防用ポンプ・警報機交換 

      平成２３年１０月  ・パソコン教室コンピュータ４２台更新 

                １０月  ・全国地域安全運動モデルポスター 兵庫県最優秀賞 

      平成２４年 ３月   ・デジタルテレビ一式、書画カメラ一式、ブルーレイディスク１式 各１３台導入 

      平成２５年 ２月   ・おいしいごはんを食べよう絵手紙コンテスト 兵庫県優秀賞（兵庫県米穀事業協同組合理
事長賞） 

８月   ・耐震工事（生徒棟・技術棟） 

      平成２６年 ２月  ・おいしいごはんを食べよう絵手紙コンテスト 兵庫県最優秀賞（兵庫県知事賞） 

                 ４月   ・第 13 代 小河孝之校長 就任 

           ８月   ・耐震工事（体育館） 

９月  ・兵庫県防犯モデルポスターコンクール 暴力団追放の部 兵庫県防犯協会連合会 最優秀賞 

   平成２７年 １月  ・兵庫県アンサンブルコンテスト 打楽器三重奏 金賞 

         ２月  ・関西アンサンブルコンテスト 木管三重奏 金賞 

８月  ・全日本中学校通信陸上競技大会 男子共通４００ｍ 第１位 

８月  ・全日本中学校陸上選手権大会 男子共通４００ｍ 第１０位 

８月  ・耐震改修工事（管理棟） 

１２月  ・兵庫県中学校新人卓球大会（団体） 女子第３位 近畿大会出場 

平成２８年 ２月  ・自転車小屋改修工事 

３月  ・兵庫県中学校卓球１年生大会（個人） 女子第２位 

４月  ・第 14 代 和田信吾校長就任 

８月  ・体育館床改修工事 

１２月  ・自転車小屋外倉庫設置 

平成２９年 ３月  ・兵庫県中学校バレーボール男女優勝大会 女子第３位 

・近畿中学校卓球講習会真嶋杯 女子第３位 

・吹奏楽用楽器７台寄贈 
７月  ・近畿中学校総合体育大会陸上競技大会３年男子１００ｍ第１１位 
８月  ・普通教室、理科室、音楽室、美術室エアコン設置工事 
８月  ・２階、３階普通教室手すり設置、１年普通教室ロッカー改修 

平成３０年 ４月  ・特別支援教室手すり設置 
      ５月  ・電力供給監視装置設置 
      ９月  ・校章旗新調（寄贈）（本校元職員 山根紀美子様より） 
     １１月  ・体育館非構造物耐震工事 
平成３１年 ３月  ・大型テレビ１３台一式、遮光カーテン寄贈（本校元職員 山根紀美子様より） 
令和 元年１２月  ・兵庫県中学校新人サッカー大会第３位 
          ・兵庫県学校賞(美術の部) 
令和 ２年 １月  ・ブロックフェンス改修工事(西門・グランドバックネット) 

３月  ・新型コロナウィルス感染症対応による２週間の臨時休校(市内小中学校) 
      ４月  ・新型コロナウィルス感染症に伴う緊急事態宣言により５月末まで臨時休校 
          ・体育祭の中止、南陵祭の縮小開催、修学旅行の延期縮小、中体連各種目大会など行事の大

幅な変更 
      ６月  ・通常登校再開(１学期終業を延長、２学期開始を早める) 
令和 ３年 １月  ・文部科学省「GIGAスクール構想」による 1人 1台コンピュータ導入 

・兵庫県アンサンブルコンテスト 木管四重奏 金賞 
 ３月  ・特別教室等にエアコン設置、校内 LANアクセスポイント増設 
４月  ・第 15 代 能登琢也校長就任 

 ７月  ・兵庫県中学校総合体育大会バレーボール大会 女子第３位 

 ８月  ・全国中学校総合体育大会陸上競技大会 共通男子２００ｍ出場 

     ・拡大校則検討委員会 

令和 ４年 １月  ・兵庫県アンサンブルコンテスト 打楽器六重奏 金賞 
２月  ・関西アンサンブルコンテスト 打楽器六重奏 銀賞 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


