
年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

昭和２８年 

(1953年) 

中之島・四ヶ郷小学校を校区として、和歌山市立紀之川中学校創設認可 

 昭和２９年 中之島小学校講堂で開校式及び入学式 

第 1期校舎建築着工～完成 

初代校長 大亦二郎着任 

間借り校舎から新校舎に引っ越し 

 昭和３０年 

(1955年) 

第２期校舎建築着工～完成 

校旗寄贈される 

：：：校章：：： 

両翼は平和のシンボル鳩のはばたきと、すくすくと成長する双葉を形どり、中央

の３本線は川を、そして先端はペン先（学習）を表現し、紀・川・中の文字を図案

化した 

 

 昭和３１年 校歌制定（作詞：日比野道男   作曲：打垣内 正） 

第３期校舎建築完成 

第１回卒業式 ２７８名 

昭和３２年 第４期校舎建築完成 ２７９名 

昭和３３年 ３月２０日発行 学校新聞を見る ２４１名 

昭和３４年 屋内体育館兼講堂竣工 ２１４名 

昭和３５年 

(1960年) 
第２代校長 堀田 薫着任 

１７０名 

昭和３６年 自転車置き場完成 ２５３名 

昭和３７年 上水道工完成 ３４７名 

昭和３８年 和歌山県放送教育研究大会を開催 ３２１名 

昭和３９年 バックネット完成 ３３３名 

http://www2.wakayama-wky.ed.jp/kinokawa/files/2012/02/19580320.pdf


年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

昭和４０年 

(1965年) 

創立１０周年記念式典 

創立１０周年記念文化祭開催 植樹 

 

第３代校長 父川武史着任 

 

２７３名 

昭和４１年 
 

２４５名 

昭和４２年 
 

２４５名 

昭和４３年 プール完成（25m ７コース） ２４０名 

昭和４４年 
 

２２４名 

昭和４５年 

(1970年) 

第４代校長 藤本藤雄着任 

男子の長髪を許可する ２２５名 

昭和４６年 修学旅行（東京方面）、新幹線利用のために２泊３日となる ２２５名 

昭和４７年 第５代校長 船渡武夫着任 ２２４名 

昭和４８年 鉄筋校舎建築着工 

第６代校長 坂本日出雄着任 ３１０名 

昭和４９年 鉄筋校舎第２期工事着工 ２８３名 

昭和５０年 

(1975年)  
２７６名 

昭和５１年 第７代校長 中村元治着任 ２８６名 

昭和５２年 第８代校長 石垣 孝着任 ３５２名 

昭和５３年 第９代校長 玉井千夫着任 ３２８名 

昭和５４年 育友会 文部大臣より表彰される 

 

学校通信「きのかわ」No.1 No8  ３２４名 

昭和５５年 

(1980年) 

市 教育課程研究発表  『移行期における実践と来年度への構想』 

校内学校コンクール：市民会館 ３６２名 

昭和５６年 文部省指定「体力づくり」研究校 ３１６名 



年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

昭和５７年 第１０代校長 馬場佳久着任 

第１期鉄筋校舎改築着工 ３７３名 

昭和５８年 第１１代校長 北畑龍一着任 

文部省指定「体力づくり」研究発表 ４２６名 

昭和５９年 
 

３７６名 

昭和６０年 

(1985年) 

第１２代校長 野上輝雄着任 

「学校体育功労団体」として県より表彰される ４０２名 

昭和６１年 
 

３７８名 

昭和６２年 第１３代校長 畠中清治着任 

玄関前造園工事及び石碑完成 

保健体育指導研究で全国表彰される ４０７名 

昭和６３年 体育館解体工事着工 ４００名 

平成元年 市民会館大ホールで卒業証書授与式を挙行 

第１４代校長 根来幸夫着任 

市民会館大ホールで入学式を挙行 

体育館完成 時計塔、校門前造園完成 ３７２名 

平成２年 

(1990年) 
県 特殊教育研究会開催     県 美術教育研究会開催 

３１５名 

平成３年 コンピュータ室完成 ３３８名 

平成４年 第１５代校長 山本陽造着任 

「和歌山県よい歯の学校」で表彰される 

学校５日制の開始（毎月第２土曜が休業となる） ２８０名 

平成５年 鑑賞会 「杉谷昭子ピアノ演奏と語り」 ２９１名 

平成６年 文化講演会 「青年海外協力隊に参加して」 林 良昭・鎌谷啓行氏 ２４７名 

平成７年 
 

２７８名 



年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

(1995年) 

平成８年 

第４１回（平成７年度）卒業生寄付 

 

スクールドリームプラン 演劇鑑賞 「バスケットストーリー」 ２３７名 

平成９年 第１６代校長 上田康二着任 

スクールドリームプラン 講演会「熱き語り」 江本孟紀氏 ２６６名 

平成１０年 

平成 9年度卒業生制作 

 

スクールドリームプラン 演劇鑑賞「オズの魔法使い」 ２７６名 

平成１１年 

平成 10年度卒業生記念寄付   

第１７代校長 池田五十一着任 ２４１名 

平成１２年 

(2000年)  
２４５名 

平成１３年 

 

平成１２年度卒業生制作 

２２４名 第１８代校長 栗山 隆着任 

平成１４年 第１９代校長 林 秀晃着任 ２２２名 



年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

平成１５年 創立５０周年記念式典   

創立５０周年記念モニュメント除幕 

創立５０周年記念誌発行 

創立 50周年航空写真撮影 

                   

２２３名 

平成１６年 第２０代校長 谷口 薫着任 １９４名 

平成１７年 

(2005年)  
１９５名 

平成１８年 第２１代校長 細田能成着任 

２期制開始 ２０５名 

平成１９年 校内 BGMの導入 

８月 校舎の地震対策補強工事 ２１８名 

平成２０年 ８月 サッカー部 全国中学校大会出場 

 平成２１年 ３月 卒業式第５３回（平成 20年度）卒業証書授与式（186名） 

 
 

４月 平成２１・２２年度文部科学省指定 「県道徳教育実践研究事業」指定校

を受ける 

８月 サッカー部 全国中学校大会出場 

９月～１1月 新型インフルエンザ流行により学級閉鎖が相次ぐ 

１２月 合唱コンクール 

 平成２２年 

(2010年) 

３月  第５４回（平成 21年度）卒業証書授与式 （208名） 

１１月 文部科学省指定 県道徳教育実践研究事業 研究発表 

     文化祭１ 観劇 

     マラソン大会 

１２月 合唱コンクール（文化祭２） 

 平成２３年  1月 第 1回和歌山県教育実践研究発表大会（紀南文化会館）で道徳実践研  

    究を発表 

 ３月 第５５回(平成２２年度）卒業証書授与式（１５３名） 

 ４月 第２２代校長 八木 実着任 

 ５月 東日本大震災の影響で東京方面への修学旅行が中止される 

 ６月 九州方面（福岡～長崎～福岡））へ修学旅行 

 11月 文化祭１ 荒井深絵のよるゴスペル 

 12月 マラソン大会 

 

http://www2.wakayama-wky.ed.jp/kinokawa/files/2012/02/bgm.jpg
http://www2.wakayama-wky.ed.jp/kinokawa/files/2012/02/101102.pdf


年      沿    革       
卒業生 

（年度） 

     文化祭２ 合唱コンクール・展示発表 

平成２４年 ３月 第５６回（平成２３年度）卒業証書授与式（１７２名） 

 

４月 新３学期制による授業（週２９時間）の開始 

 

 


