




－ 1 －

第 40 回宮崎県私学振興大会

次　　　第

１．開会のことば

２．挨 拶

３．来 賓 紹 介

４．祝 辞

５．感 謝 状 贈 呈（役員退任者）

６．表 彰（教育文化活動・体育活動）

７．保護者の願い

８．大 会 決 議

９．閉会のことば

期 日　　令和３年 10 月 23 日（土）　　　　　　　　
会 場　　宮崎市民プラザ「オルブライトホール」　　　
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来　　賓　　名　　簿

宮 崎 県 知 事 河 野 俊 嗣

宮 崎 県 議 会 議 長 中 野 一 則

前 衆 議 院 議 員 武 井 俊 輔

前 衆 議 院 議 員 江 藤   　 拓

参 議 院 議 員 松 下 新 平

参 議 院 議 員 長 峯 　   誠

宮崎県議会総務政策常任委員会委員長 西 村   　 賢

宮 崎 県 教 育 委 員 会 教 育 長 黒　木　淳一郎

宮 崎 県 校 長 会 会 長 古 木 克 浩

（敬称略）
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　感 謝 状 贈 呈（役員退任者）

前 鵬 翔 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 川 田 晃 嗣

前 都 城 東 高 等 学 校 保 護 者 会 会 長 來 須 信 博

前 小 林 西 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 境 谷 美 幸

前 鵬 翔 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 山 下 　   薫

前 日 南 学 園 中 学 校 後 援 会 会 長 大田川　　　 憲
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＜団体の部＞
　教育文化活動

宮崎日本大学高等学校　　　放送部
第４５回全国高等学校総合文化祭　放送部門 （ビデオメッセージ部門） 優秀賞

　体育活動
宮崎第一高等学校　　　空手道部
令和３年度全国高等学校総合体育大会　空手道競技　男子団体組手　優勝

日章学園高等学校　　　ボクシング部
令和３年度全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　男子団体　優勝

日章学園中学校　　　ゴルフ部
２０２１年度全国中学校ゴルフ選手権大会　男子団体　優勝

＜個人の部＞
　体育活動

日章学園高等学校　　　金　谷　成　留
令和３年度全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　男子ピン級　優勝

日章学園高等学校　　　山　川　健　太
令和３年度全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　男子ライト級　優勝

日章学園高等学校　　　瀬　井　りゅう一
令和３年度全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　男子ミドル級　優勝

日章学園高等学校　　　荒　木　千　葵
令和３年度全国高等学校総合体育大会　剣道競技　男子個人　優勝

延岡学園高等学校　　　花　岡　晴　琉
第４３回全国高等学校柔道選手権大会　男子７３㎏級　優勝

表　　彰　　者
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＜指導者の部＞
　教育文化活動

宮崎日本大学高等学校　　　森　　　秀　文
第４５回全国高等学校総合文化祭放送部門（ビデオメッセージ部門）において、顧問と

して指導にあたり、２年連続優秀賞を受賞するなど貢献

宮崎日本大学高等学校　　　堀　内　彩　華
第４５回全国高等学校総合文化祭放送部門（ビデオメッセージ部門）において、顧問と

して指導にあたり、２年連続優秀賞を受賞するなど貢献

　体育活動
宮崎第一高等学校　　　図　師　幸　一
令和３年度全国高等学校総合体育大会空手道競技において、総監督として指導にあたり、

優勝するなど貢献

宮崎第一高等学校　　　花　車　泰　平
令和３年度全国高等学校総合体育大会空手道競技において、監督として指導にあたり、

優勝するなど貢献

日章学園高等学校　　　長　嶺　秀　昭
令和３年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技において、監督として指導にあた

り、優勝するなど貢献

日章学園高等学校　　　秋　吉　健志郎
令和３年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技において、コーチとして指導にあ

たり、優勝するなど貢献

日章学園高等学校　　　甲　斐　修　二
令和３年度全国高等学校総合体育大会剣道競技において、監督として指導にあたり、優

勝するなど貢献

日章学園中学校　　　金　子　純　也
２０２１年度全国中学校ゴルフ選手権大会において、監督として指導にあたり、二連覇

するなど貢献
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＜個人の部＞
　体育活動

宮崎第一高等学校　　　久　保　雅　人
令和３年度全国高等学校総合体育大会　空手道競技　男子個人組手　第３位

日章学園高等学校　　　山　下　学　人
令和３年度全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　男子フライ級　第２位

日章学園高等学校　　　菅　　　楓　華
２０２１年度全国高等学校ゴルフ選手権大会　女子個人　第３位

延岡学園高等学校　　　花　岡　晴　琉
令和３年度全国高等学校総合体育大会　柔道競技　男子７３㎏級　第３位

日章学園中学校　　　盛　田　來　希
第８回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦 中学生男子 ３３㎏級 第２位

全 国 大 会 上 位 成 績 者

（私学振興大会での表彰者・団体を除く）
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保 護 者 の 願 い

　本日は、河野知事をはじめ来賓の皆様には、お忙しい中ご臨席を賜り、誠にありがとうござ

います。また、平素から本県私立学校の振興発展にお力添えいただいておりますことに、厚く

感謝申し上げます。

  少子高齢化が進行する我が国では、新しい時代に向けた人材育成のため、教育における様々

な改革が進められています。そのような中で、私たち保護者は、子どもたちが健やかに成長し、

将来、社会の担い手となる日が来ることを願っています。子どもたちを育てることは、私たち

保護者の責任でありますが、子どもたちがそれぞれの能力や希望に応じて、より良い教育を受

けるための環境を提供することは、保護者や学校だけではなく、国をはじめ行政の責務である

と考えます。

  昨年初頭からの新型コロナウイルス感染症の影響もあり、制度の見直しや学校環境の激変に

より、子どもたちはこれまで経験したことのない混乱の中にあります。子どもたちが安全で安

心して学校生活を送れるよう、私立学校振興費補助金の拡充はもとより、ウィズコロナ、ポス

トコロナの新しい生活様式に対応するためのＩＣＴ環境の整備への支援の拡充をお願いいたし

ます。

  さらには、保護者の経済的負担軽減のため、高校生に対する就学支援金制度を一層拡充する

とともに、私立中学校等生徒への就学支援金制度の拡充強化に向けた支援も心からお願いいた

します。

  私たち保護者は、私学の建学の精神に基づく特色のある教育方針に賛同し、子どもたちを私

学に学ばせていますが、決して経済的にゆとりがある家庭ばかりではありません。家庭の経済

状況によって子どもたちの自由な学校選択や学びが妨げられることなく、自らが望んだ教育の

場で最良の教育を受けられるようにしてほしいということが、私たち保護者の切なる願いであ

ります。

  未来の宮崎を担う人材に公・私立学校間の分け隔てはありません。私立中学高等学校に学ぶ

子どもたちにも、公立中学高等学校で学ぶ子どもたちと同様の教育への投資をしていただくこ

とが、宮崎の明るい未来につながるものと確信しております。更なるご理解とご支援を心より

お願いいたします。　　　　　　　　　　　

　　　令和３年１０月２３日

  宮崎県私立中学高等学校保護者会連合会
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大　　会　　決　　議　（案）

　本県の私学教育の振興につきましては、日頃より格別のご高配を賜り、心から感謝申し上げ

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　さて、本県の私立中学高等学校は、独自の建学の精神に立脚し、新しい教育・特色のある教

育を積極的に展開し、本県の公教育の発展に寄与する努力を重ねてきたところです。今般の新

型コロナウイルスの感染拡大においては、教育現場においても子供たちの学びを止めないため

に様々な対策が講じられた一方、学校間での教育のデジタル化の格差も鮮明になりました。

　また、本県は本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎えており、少子化の急速な進行や公・

私立学校間における保護者の教育費負担の著しい格差等による生徒数の減少は、私立中学高等

学校の経営に深刻な影響を与えております。

　つきましては、本日ここに、私立中学高等学校関係者並びに保護者の総意において、公教育

における公・私立学校間の様々な格差の是正を目指し、その速やかな実現を期して、以下の事

項について決議いたします。

記

一、私立中学高等学校の教育の振興及びその経営の安定化並びに保護者負担軽減のため、

私立学校振興費補助金の拡充を図ること

一、私立中学高等学校におけるＩＣＴ環境の整備を促進するため、新たな県補助制度を創

設すること

一、私立中学高等学校施設の耐震化及び付帯設備の長寿命化のため、新たな県補助制度を

創設すること

一、公・私立学校間の協調の理念に基づき、私立高等学校の募集定員を堅持すること

令和３年１０月２３日

  宮崎県私立中学高等学校保護者会連合会

  宮 崎 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会
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私立高等学校・中学校・小学校一覧
高等学校

学　校　名 理　事　長 学　校　長 保護者会代表 学　　　　科

日　向　学　院 鈴木　英史 中田正一郎 中原　伸博 普通

宮　崎　学　園 山下　恵子 佐藤　公洋 谷口　俊文 特進　普通　経営情報

宮 崎 日 本 大 学 山本　圭吾 間野　寛樹 平井　淳一
特別進学　総合進学　英語進学
芸術学　情報ビジネス学

宮　崎　第　一 佐藤　和秀 池間　健治 藤原　和将
文理　普通　電気
国際マルチメディア

日　章　学　園 後藤　洋一 甲斐　勝弘 日髙　昌平

特進・アスリート　普通
ヘアーデザイン　パティシエ　福祉
トータルエステティック　調理
コンピュータ　電気　自動車

鵬　　　　　 翔 大村　昌弘 川﨑　基宏 田中　裕文
特進英数　英数　くらしの科学
システム工学　看護

日　南　学　園 添田　昌邦 藤原　昭悟 谷口　雅彦 理数　特進　普通　看護　調理

都　　　　　 城 久保　武司 久保　壮史 高木かおる
文理　普通　介護
電気システム　情報ビジネス

都城聖ドミニコ学園 宮脇　京子 長津　和彦 山元　芳伸 普通

都　　 城　　 東
ウィー・ビル
ブライアン

ウィー・ビル
ブライアン

淵上　直文
普通　総合ビジネス　調理　看護
モビリティ工学

小　　 林　　 西 新　秀一郎 竹元　和寛 温谷　久人
普通　ビジネス総合　調理
衛生看護

日章学園九州国際 後藤　洋一 屋田　伸仁 小東　和文 普通

聖心ウルスラ学園 佐田　栄子 佐々木逸夫 椎葉　哲男 普通　看護

延　岡　学　園 佐々木雅彦 柳田　光寛 清本　康夫 普通　調理

中学校
学　校　名 理　事　長 学　校　長 保護者代表 備　　　考

日　 向　 学　 院 鈴木　英史 中田正一郎 中原　伸博

宮 崎 学 園 山下　恵子 佐藤　公洋 谷口　俊文

宮 崎 日 本 大 学 山本　圭吾 矢野三千宏 井上　啓由

宮　 崎　 第　 一 佐藤　和秀 池間　健治 仁科聡一郎

日　 章　 学　 園 後藤　洋一 甲斐　勝弘 間野　雄一

鵬　　　　　　 翔 大村　昌弘 川﨑　基宏 山本利恵子

日 南 学 園 添田　昌邦 藤原　昭悟 船上　博史

聖心ウルスラ学園聡明 佐田　栄子 佐々木逸夫 藤江　　顕

尚　　 学　　 館 佐々木雅彦 柳田　光寛 小野　寛明

小学校
学　校　名 理　事　長 学　校　長 保護者代表 備　　　考

尚 学 館 佐々木雅彦 堀田由美子 松本　　貢
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●日向学院高等学校
昭和５年　大分県中津に、 サレジオ修道会により小神学校開校
昭和８年　小神学校は、 宮崎の現在地に移転
昭和21年　同地に、 旧制日向中学校として開校
昭和23年　財団法人日向高等学校普通科開設
昭和26年　学校法人日向学院と改め、 日向学院中学校高等学校となる
　　　　　　商業科課程設置
昭和37年　商業科課程廃止
昭和55年　第62回全国高校野球選手権大会出場
昭和62年　第59回選抜高校野球大会出場
平成８年　創立50周年を迎える
平成８年　男女共学とする
平成11年　男女共学第１期生卒業
平成27年　全ての校内施設耐震補強完成
令和３年　創立75周年を迎える

●宮崎学園高等学校
昭和14年　宮崎女子商業学院、 同高等裁縫女学校設立 （１月） 
昭和14年　前記両校を合併して宮崎女子実践商業学校と改称 （12月） 
昭和20年　前記学校の校舎備品等を寄付し、 財団法人を設立。 中学校令
　　　　　による宮崎実践女子商業学校設立
昭和23年　新学制に基づき、 宮崎女子中学校設立 （昭和42年廃止）、 同校
　　　　　に専門部を併設
昭和24年　宮崎女子中学校専門部を宮崎高等実業学校と改称
昭和26年　宮崎高等実業学校を宮崎女子高等商業学校と改称 （昭和28年
　　　　　３月廃校） 
　　　　　財団法人宮崎女子中学校 （昭和42年廃止） を私立学校法によ
　　　　　る学校法人宮崎学園に組織変更
昭和27年　新制度による宮崎女子商業高等学校設立
昭和27年　ネクタイ色を決定するとともに校章を改正
昭和29年　高等学校に普通科設置
昭和30年　宮崎女子高等学校と改称
昭和34年　円形校舎落成 （落成記念県下小中学校珠算競技大会開催） 
昭和43年　音楽科を設置
昭和48年　情報処理科 （平成19年経営情報科に改称） を設置
昭和59年　大坪記念ホール落成
平成５年　文英科 （平成14年特進科に改称） を設置
平成11年　宮崎学園創立60周年
平成14年　円形校舎等解体
平成15年　宮崎女子高等学校最後の卒業式を挙行
平成15年　宮崎学園高等学校と改称 （男女共学となる） 、新校舎完成
　　　　　新校旗・校章・校歌・制服 
平成16年　野球場完成 （宮崎市浮田） 
平成21年　宮崎学園創立70周年
平成22年　宮崎学園中学校・高等学校第２体育館落成
令和元年　宮崎学園創立80周年

●宮崎日本大学高等学校
昭和38年　学校法人宮崎日本大学高等学校開校
昭和39年　高校校舎竣工・寄宿舎竣工
昭和43年　体育館兼講堂竣工
昭和48年　創立10周年記念式典
昭和58年　第２体育館竣工
　　　　　創立20周年記念式典
昭和61年　法人名を宮崎日本大学学園に改称
　　　　　桜俊館男子寮竣工
昭和63年　英語科・秘書科新設
　　　　　海外ホームスティを開始
平成２年　桜俊館女子寮竣工
平成３年　冷暖房設備全館に設置
平成５年　特別進学科新設
　　　　　英語科を英語進学科に改称
　　　　　創立30周年記念式典
平成７年　普通科を総合進学科に改称・国際商業科開設

各私立高等学校の沿革

平成９年　全国高校野球選手権大会 （甲子園） 出場
平成13年　情報ビジネス学科（改称）、 情報デザイン学科新設
　　　　　第２グラウンド竣工
平成15年　創立40周年記念式典
平成16年　文部科学省より 「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・
　　　　　ハイスクール」 と 「ＩＴ人材育成プロジェクト」 の指定を受
　　　　　ける
平成20年　芸術学科新設
平成24年　高校棟落成
平成25年　創立50周年記念式典、本部中学棟落成
平成26年　さくらアリーナ（体育館）落成
平成27年　全国高校野球選手権大会（甲子園）２回目出場
平成30年　県高校駅伝競走大会男子・女子駅伝部優勝
平成31年　第２グラウンド人工芝竣工（サッカーコート２面）

●宮崎第一高等学校
昭和30年　宮崎高等無線電信講習所開所
昭和32年　宮崎高等電波学校と校名変更
昭和40年　宮崎電子工業高等学校開校
昭和53年　宮崎第一高等学校に校名変更
平成元年　文理科新設～進学校への転身
平成２年　学園全面移転 （現在地へ） 
平成６年　宮崎第一中学校開校～中高一貫教育開始
平成10年　初の東大合格～順調に進学校へ
平成12年　創立45周年記念行事
平成13年　東大四年連続合格
　　　　　国際マルチメディア科新設へ
平成14年　経済情報科を国際マルチメディア科に名称変更
平成17年　学園創立50周年を迎える
平成18年　東大現役２名合格
　　　　　空手道部全国選抜大会優勝 （通算43回） 
平成21年　東大６名合格・早稲田・慶応22名合格
平成22年　学園創立55周年を迎える
　　　　　東京大学（医）・慶応（医）に合格
平成24年　空手道部全国高校総体優勝（男女共）
　　　　　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ・全日本テコンドー優勝
　　　　　（高校生男子の部）
　　　　　東京大学３名合格
平成25年　東京大学２名（現役）合格
平成27年　学園創立60周年を迎える
平成28年　校長に池間健治就任
平成29年　電気科に女子生徒募集開始
令和２年　一高スポーツ寮を文理ドミトリーと合併
　　　　　宮崎第一高校ドミトリーと名称変更
令和３年　空手道部男子全国高校総体団体組手優勝

●日章学園高等学校
昭和25年　日章学園（宮崎高等会計学院）を設立・開校
昭和40年　宮崎市丸島町から宮崎市広原の新校舎に全面移転し、高等学校
　　　　　に昇格
　　　　　校名を宮崎実業高等学校に改称（現日章学園高等学校所在地）
昭和48年　初のプロ野球選手誕生
昭和50年　サッカー部　インターハイ初出場（現在16回出場）
昭和62年　校名を改称し、日章学園高等学校とする
　　　　　初のプロボクサー誕生
　　　　　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体初優勝
平成５年　全国高校駅伝競走大会に初出場
平成７年　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体Ｖ２
平成８年　サッカー部　全国高校サッカー選手権大会初出場（現在15回出場）
平成11年　初のＪリーガー誕生
平成14年　野球部が甲子園大会　初出場
平成15年　玉竜旗高校剣道大会　女子団体準優勝
平成16年　文武両道（サッカー・剣道・陸上・ゴルフ）を軸とした中高一貫教
　　　　　育を目的に付属中学校開校
平成22年　初のプロゴルファー誕生
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平成27年　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体Ｖ３
　　　　　宮崎県下の学校で初となる日章学園中学・高校人工芝サッカー
　　　　　場（JFA公認）が完成
平成28年　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体Ｖ４
　　　　　全国高校初となる生徒の調理実習を兼ねて出店する「ドリーム
　　　　　カー」を運行開始
　　　　　国公立・有名私立大学に多数合格
　　　　　（大阪大学、九州大学、筑波大学、早稲田大学、明治大学、中央大学 他）
平成29年　全国高等学校総合体育大会　バドミントン　団体３位
　　　　　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体三連覇Ｖ５
平成30年　野球部　選抜高等学校野球大会　初出場
令和２年　学園創立70周年記念式典挙行
令和３年　全国高等学校総合体育大会　ボクシング　団体Ｖ６

●鵬翔高等学校
大正11年４月　宮崎市中村町に日州高等簿記学校設立
昭和６年６月　宮崎高等計理学校に校名を変更
昭和28年12月　学校法人大淀学園認可
昭和40年４月　現在地に宮崎中央高等学校を開校
　　　　　　　商業科・家政科を設置
昭和50年４月　衛生看護科を設置
昭和56年４月　衛生看護専攻科を設置
昭和58年４月　普通科・機械科を設置
昭和60年４月　医療業務科を設置
昭和63年４月　英数科を設置
平成元年４月　鵬翔高等学校に校名を変更
　　　　　　　英数科・体育科・商業科・医療業務科・
　　　　　　　自動車工学科・コンピュータ機械工学科・
　　　　　　　衛生看護科の７学科
　　　　　　　併設　衛生看護専攻科
平成14年４月　看護科５年一貫教育へ移行
平成15年４月　鵬翔中学校　開校～中高一貫教育開始
　　　　　　　学科改編 （英数科・ビジネス情報科・医療情報科・自動
　　　　　　　車工学科・コンピューター情報科・看護科） の６学科
平成20年４月　学科改編 （特進英数科・英数科・くらしの科学科・シス
　　　　　　　テム工学科・看護科） の５学科
平成25年１月　第91回全国高校サッカー選手権大会　優勝
平成28年４月　新校舎８号館竣工

●日南学園高等学校
昭和26年６月　日南経済専門学院設立
昭和34年９月　日南高等商業学校に改名
昭和41年４月　学校法人日南学園に組織変更
　　　　　　　日南商業高等学校開校
昭和42年４月　衛生看護科設置
昭和50年４月　田野校舎設置 （宮崎穎学館） 
昭和53年４月　衛生看護専攻科設立 （田野看護専攻科） 
昭和57年４月　日南学園高等学校に改称
　　　　　　　医療事務科設置
昭和59年４月　調理科設置
昭和63年４月　普通科設置
平成６年４月　日南看護専攻科設置
平成14年４月　５年一貫看護師課程に移行
平成20年４月　中学校開校
平成23年４月　理数科、 特進科設置
令和３年４月　通信制課程　普通科設置

●都城高等学校
昭和35年　都学園都城高等電波学校開校
昭和38年　現在地都城市蓑原町7916番地に移転
昭和39年　学校法人久保学園設立
昭和40年　都城電子工業高等学校設置
昭和42年　都城高等学校と校名変更

昭和45年　全国高校野球甲子園大会夏初出場後、 夏８回、 春１回出場
昭和51年　全国高校ラグビー花園大会初出場後、 ８回出場
昭和62年　全国高校ワープロ競技大会 （速度の部） 初出場
　　　　　21年度まで連続25回全国大会出場
　　　　　団体優勝３回、 ３位以内入賞９回を誇る
平成11年　創立40周年記念式典挙行
平成12年　電気科を電気システム科に変更
平成14年　文理科を設置
平成17年　情報科を情報ビジネス科、介護福祉科を介護科に科名変更し、
　　　　　普通科に生活園芸コースと食物調理コースを置く
平成20年　普通科にライフコースを新設
平成21年　創立50周年式典挙行
平成22年　普通科生活園芸コースを農業経営コースに名称変更
平成24年　普通科にヘアーデザインコースを新設
令和元年　創立60周年 

●都城聖ドミニコ学園高等学校
昭和44年　カトリックの女子校として開校
　　　　　設置者　学校法人聖ドミニコ学園
　　　　　普通科第１回生84名入学
昭和58年　普通科 「英語コース」 設置　
昭和59年  海外姉妹校締結 「ジョン･ポール･カレッジ」 （オーストラリア）
　　　　　交換留学制度開始
昭和63年　設置者変更　学校法人宮崎カリタス学院
平成６年　多目的ホール 「愛真館」 竣工
平成７年　海外姉妹校締結 「サンタ･クルス･カリタス学園」 （ボリビア）
平成11年　創立30周年記念式典挙行
　　　　　 「愛真館」 にパイプオルガン設置
平成15年　海外校 「カリタス･ドンボスコ･スクール」 校舎増設完了
　　　　　 （フィリピン） 
　　　　　 「聖母マリア像」 建立
平成20年　姉妹校 「カリタス･ドンボスコ･スクール」 交換留学制度開始
平成23年　海外姉妹校締結 「世和女子高等学校」 韓国
令和元年　通信制普通科設置

●都城東高等学校
昭和40年４月　学校法人美雄学園霧島東高等学校設立認可 （商業科・家
　　　　　　　政科） 
昭和43年８月　学校法人玉城学園都城東高等学校と校名変更
昭和45年４月　青少年赤十字 （ＪＲＣ） の全校生徒加盟校となる
　　　　　　　 （自動車工業科・食物科設置） 
昭和47年３月　食物科を調理科に改組
昭和48年４月　建築科設置
昭和50年４月　普通科設置
昭和60年４月　韓国果川女子高等学校と姉妹校締結
平成４年２月　柔剣道場及び特別教室新築落成
平成７年10月　創立30周年記念式典挙行
平成10年６月　管理棟・建築科実習棟竣工記念式典
平成17年４月　商業科を総合ビジネス科へ改組コース導入
　　　　　　　 （総合ビジネス科・調理科・自動車工業科・普通科） 
　　　　　　　自動車工業科２年次三級自動車整備士国家試験受験認定
平成17年10月　創立40周年記念式典挙行
平成19年７月　全教室空調設置
平成19年９月　建築科廃止
平成21年４月　自動車専攻科設置
平成25年２月　新青雲寮竣工
平成26年11月　豊栄学園に学校法人名変更
平成27年３月　原田誠一郎校長退任
平成27年４月　中島修三校長就任
平成27年10月　創立50周年記念式典挙行
平成29年１月　看護科・看護専攻科　実習室改修工事竣工
平成29年４月　看護科・看護専攻科 （５年一貫教育） 設置
平成29年６月　国際ロータリー第2730地区　インターアクトクラブ認証
平成31年３月　中島修三校長退任
平成31年４月　ウィー・ビルブライアン校長就任
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令和２年３月　モビリティ学科実習棟竣工
令和２年４月　自動車工業科をモビリティ工学科に名称変更
令和３年３月　自動車専攻科実習棟竣工

●小林西高等学校
昭和27年　小林高等経理学校を創設
昭和34年　小林高等商業学校と、 校名を変更
昭和41年　小林西高等学校 （商業科） 開校
昭和53年　定時制衛生看護科を設置
昭和59年　調理科を設置
昭和62年　普通科を設置
平成２年　第２グランド （野球場） 完成
平成５年　第75回全国高校野球大会ベスト８
平成５年　第48回国民体育大会 （硬式野球） 準優勝
平成７年　新校舎完成
平成11年　第46回全国高校ワープロ競技大会団体優勝
平成12年　第２体育館完成
平成14年　視聴覚ホール完成
平成19年　商業科をビジネス総合科に科名変更
平成22年　全国高校総体　女子ソフトボール競技　第５位
平成24年　全国高校総体　女子ソフトボール競技　準優勝
　　　　　第２男子寮完成
平成29年　男子寮増築

●日章学園九州国際高等学校
平成７年　えびの市からの設置要請を受け、全国からの進路変更者を受

け入れる全寮制の全日制・単位制普通科高校として開校
平成15年　遠くは北海道、沖縄から進路変更者を受け入れ、在校生 200

名を超える学校へと発展
平成17年　創立10周年記念式典を挙行
平成18年　中国の長春日章学園高中（高校）より第１期留学生50名入校
平成19年　横浜国立大学・広島大学・千葉大学をはじめ国公立大学 13 校

に合格、早稲田・東京理科・立命館大学をはじめ私立大学 44
校に合格し進学校としてスタート

平成20年　学校名を日章学園九州国際高等学校と変更
宮崎日日新聞に、「夢求めて－えびのでつながる中国人留学生」
の７回連載記事で本校留学生が紹介される
文部科学省より「不登校の対応におけるＮＰＯ等の活用に関
する実践研究事業」の委託を受ける

平成23年　名古屋・横浜国立・北海道大学をはじめ国公立大学と早稲田・
慶応・法政大学をはじめ私立大学 118 校に合格

平成24年　本校卒業生初の司法試験合格
平成27年　創立20周年記念式典を挙行
平成28年　東京大学医学部大学院・京都大学大学院合格

６年連続、日本人進学・就職率 100％、留学生大学合格 100％
達成

●聖心ウルスラ学園高等学校
昭和30年２月　学校法人緑ヶ丘学園設立認可、高等学校普通科設置認可
昭和30年４月　校舎新築、 開校式、 第１回入学式
昭和40年４月　校舎増築
昭和42年３月　生徒寮新築
昭和44年４月　体育館・特別教室新築
平成２年４月　法人名の改称に伴い学校名を 「聖心ウルスラ学園高等学

校」 と改称
平成２年４月　普通科にコース制導入、スクールバス運行
平成10年４月　校舎改築
平成14年４月　男女共学に移行
平成15年４月　総合コースと特別進学コースに改編
平成17年３月　男子寮新築
平成17年８月　第87回全国高等学校野球選手権大会出場
平成19年５月　第２グラウンド完成
平成25年４月　看護科開設、 女子寮新築

平成27年10月　学園創立60周年記念式典
平成28年３月　学園創立60周年記念体育館増築
平成28年４月　看護専攻科開設
平成29年８月　第99回全国高等学校野球選手権大会出場
　　　　　　　

●延岡学園高等学校
昭和26年　延岡高等計理学校設置
昭和30年　学校法人延岡学園が認可され校名を学校法人延岡学園高等経
　　　　　理学校と改称する
昭和40年　学校法人延岡学園可愛ヶ丘高等学校設置
昭和41年　可愛ヶ丘高等学校を延岡学園高等学校に校名変更
昭和62年　創立35周年記念事業本館新築落成
平成３年　尚学館中学校設置 （中高一貫） 及び生徒寮 「明徳館」 完成
平成４年　尚学館中学校校舎完成
平成９年　野球場完成
平成13年　学校法人延岡学園創立50周年記念事業
平成14年　第二グラウンド （サッカー場） 完成
平成14年　普通科総合コース新設
　　　　　調理科・自動車科・商業科募集停止
平成16年　普通科 （特別進学コース） 新設
平成17年　室内運動場 （ＳＡＫＵＲＡドーム） 完成
平成18年　尚学館小学校設置
平成21年　調理科募集再開
平成28年　一心感 （延岡学園寮） 完成
令和３年　秀雄館 （延岡学園寮） 完成
　　　　　人工芝サッカー場・人工芝テニスコート完成
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●日向学院中学校
昭和５年　大分県中津に、 サレジオ修道会により小神学校開校
昭和８年　小神学校は宮崎の現在地に移転
昭和21年　同地に、 旧制日向中学校として開校
昭和23年　日向高校開設に伴い、 付属中学校となる
昭和26年　学校法人日向学院と改め、 日向学院中学校高等学校となる
平成５年　男女共学とする
平成８年　創立50周年を迎える
平成８年　男女共学第１期生卒業
平成22年　中学校舎耐震補強工事完成
令和３年　創立75周年を迎える

●宮崎学園中学校
平成21年　宮崎学園中学校開校
平成22年　宮崎学園中学校・高等学校第２体育館落成

●宮崎日本大学中学校
昭和61年　宮崎日本大学中学校開設
昭和63年　中学校校舎竣工
　　　　　男女共学とする
平成８年　開校10周年記念式典
平成11年　中学校専用体育館 （第３体育館） 竣工
平成18年　開校20周年記念式典
平成25年　本部・中学棟落成
平成28年　開校30周年記念式典

●宮崎第一中学校
平成６年４月　宮崎第一中学校を開設、 初代校長河野幸榮氏
平成７年12月　ニューヨーク・ワシントンへの修学旅行始まる
平成８年４月　第二代校長に石澤彰一氏就任
平成12年２月　中高一貫第一期生が高校を卒業。 多数の国公立大に合格
平成13年３月　初の東大合格がでる
　　　　　　　 「一中・一高・東大」 の完成
平成15年11月　中学校創立10周年記念式典を実施
平成16年４月　第三代校長に志垣澄幸氏就任
平成22年３月　東京大学（医）・慶応（医）に合格
　　　　４月　第四代校長に關紀洋氏就任
平成28年４月　第五代校長に池間健治就任

●日章学園中学校
平成16年　文武両道を軸とした中高一貫教育を目的に開校
平成18年　第37回全国中学校サッカー大会　初出場　初優勝
平成19年　第38回全国中学校サッカー大会　２連覇
　　　　　第37回全国中学校剣道競技大会　ベスト８
　　　　　少年の非行防止（健全育成）標語の部最優秀賞受賞
　　　　　平成19年度「租税作品」【作文の部】金賞・国税長官賞　受賞　
平成21年　第17回全国中学校ゴルフ選手権大会男子団体の部　優勝
平成23年　Ｕ15ボクシング全国大会　４階級優勝
平成24年　全日本幼年ボクシング大会　３階級優勝
平成26年　野球部を創設　専用野球場新設
平成27年　第46回全国中学校サッカー大会　準優勝
　　　　　全国中学校バスケットボール大会 （女子）　５位
　　　　　全日本アンダージュニアボクシング大会　４階級優勝
平成28年　全日本少年軟式野球大会　初出場　ベスト８
平成29年　第48回全国中学校サッカー大会　３位
平成30年　第49回全国中学校サッカー大会　優勝 （３度目）
　　　　　平成30年度全国中学校ゴルフ選手権大会　女子団体の部　２位
令和元年　2019年全国中学校ゴルフ選手権大会　男子団体優勝 （２回目）
　　　　　女子団体の部　２位
　　　　　第50回全国中学校サッカー大会優勝 （２連覇、４度目）
令和３年　2021年全国中学校ゴルフ選手権大会　男子団体優勝 （２連覇、
 ３度目）　

各私立小学校・中学校の沿革

●鵬翔中学校
平成14年７月　鵬翔中学校設置認可
平成15年４月　鵬翔中学校　開校
平成21年３月　中高一貫第１期生が高校を卒業
平成25年３月　創立10周年記念行事

●日南学園中学校
平成20年　　　日南学園中学校開校 （定員40名）
平成22年10月　ポーツマス市交流語学研修開始
平成23年３月　中学校第１期生卒業証書授与
平成26年４月　日南学園中学校定員増 (定員60名）

●聖心ウルスラ学園聡明中学校
平成19年２月　学校法人聖心ウルスラ学園聡明中学校設置認可
平成19年４月　併設型中高一貫校聖心ウルスラ学園聡明中学校開校
平成22年４月　聖心ウルスラ学園聡明中学校高等部開設
平成22年７月　女子寮を中学校・高等部校舎 「聡明館」 に改築
平成25年３月　聡明中学校開校６周年記念式典
平成27年10月　学園創立60周年記念式典
平成29年10月　聡明中学校開設10周年記念行事

●尚学館中学校
平成２年　学校法人延岡学園尚学館中学校設立認可
平成３年　尚学館中学校開校
平成４年　尚学館中学校校舎完成
平成６年　尚学館高等部設置
平成７年　サテライト授業導入
平成８年　中高全学年そろう
平成11年　尚学館館歌制定
平成10年　尚学館高等部３年コース新設
平成12年　創立10周年記念行事実施
平成14年　第二グラウンド （サッカー場） 完成
平成15年　尚学館高等部３年コース廃止
平成20年　第38回九州中学総合体育大会　バスケットボールの部優勝
令和３年　人工芝サッカー場・人工芝テニスコート完成

●尚学館小学校
平成18年　尚学館小学校設置
平成23年　全学年そろう
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私学が果たしている役割と私学助成

　私立学校は、現在、全国の高等学校生徒数の 33.6％、中学校生徒数の 7.6％、小

学校児童数の 1.3％、幼稚園園児数の 86.8％（令和３年度学校基本調査）を占め、

我が国の学校教育の中で大きな役割を担っている。

　しかしながら、私立学校の教育条件や生徒・児童・園児の学納金は、国公立学校

に比べてかなりの格差が生じている。

　もとより私立学校は、設置者である学校法人が自主的に運営すべきものであるが、

私立学校の果たしている役割の重要性にかんがみ、国は高等学校以下の私立学校の

経常費に対する助成について、私立大学等に対する措置に準じて地方交付税により

財源措置を講じてきた。

　しかし、地方交付税による財源措置は、特定の財源措置ではないため、私立学校

に対する助成額は各都道府県間で大きな格差を生じてきた。

　このため、これらの格差を是正するとともに私立学校の健全な発展と保護者負担

の軽減、教育条件の維持向上を図ることを目的として、私立学校振興助成法により

高等学校以下の私立学校に対する経常費助成費補助金が措置され、令和３年度は、

１，０１０億円が措置された。

　しかしながら、私立学校の経営環境は少子化による生徒数の大幅な減少に加えて

国や地方自治体の行政改革の中で極めて厳しい状況となっている。

　このような中、国庫補助金制度の堅持・拡充など一層の財政的支援が強く求めら

れる。

資　料
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高等学校以下の私立学校に対する国の財源措置の推移（全国）
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令和３年度私学振興費予算の概要 （みやざき文化振興課）
単位：千円、％

事　　業　　名

令和３年度 
当初予算

令和２年度 
当初予算

対前年度比

増減額 増減率
A B

1 私立学校振興費補助金 4,058,657 4,004,745 53,912 1.3

01 一般補助 4,034,657 3,992,745 41,912 1.0

01 高等学校 3,297,445 3,319,398 ▲ 21,953 ▲ 0.7

02 中学校 690,013 628,564 61,449 9.8

03 小学校 47,199 44,783 2,416 5.4

02 教育改革推進特別経費補助 12,000 12,000 0 0.0

03 私立学校感染症対策学習指導員等配置支援事業 12,000 － 12,000 －

2 私立学校教育研修補助金 2,300 2,300 0 0.0

3 私立学校振興・共済事業団補助金 40,163 40,163 0 0.0

4 私立学校退職金基金事業補助金 79,847 77,847 2,000 2.6

01 私立中学・高校 44,928 44,928 0 0.0

02 幼稚園 34,919 32,919 2,000 6.1

5 私立高等学校授業料減免補助金 26,506 26,506 0 0.0

6 宮崎県学生栄誉賞 760 760 0 0.0

7 私学教育アドバイザー設置事業 2,788 2,627 161 6.1

8 私立学校審議会運営費 933 933 0 0.0

9 私立学校振興事務費 1,910 1,910 0 0.0

10 私立専修学校教育充実支援事業 55,046 49,930 5,116 10.2

01 高等専修学校教育振興事業 42,775 37,659 5,116 13.6

02 産業人材育成等事業 9,114 9,114 0 0.0

03 私立専門学校授業料減免等実証研究事業 3,157 3,157 0 0.0

11 私立高等学校等就学支援金 2,977,054 2,939,397 37,657 1.3

01 就学支援金 2,747,214 2,747,084 130 0.0

01 高等学校等 2,721,714 2,721,584 130 0.0

02 私立中学校等修学支援実証事業費補助金 25,500 25,500 0 0.0

02 奨学のための給付金 229,840 192,313 37,527 19.5

12 被災児童生徒授業料等減免事業 4,034 4,034 0 0.0

01 東日本大震災被災生徒授業料等減免事業 2,017 2,017 0 0.0

02 大規模災害被災生徒授業料等減免事業 2,017 2,017 0 0.0

13 私立専門学校授業料等減免事業 525,398 568,492 ▲ 43,094 ▲ 7.6

14 私立学校ＩＣＴ教育設備整備支援事業 49,423 － 49,423 －

15 宮崎県私立学校感染症対策緊急支援事業 － － － －

私学振興費計 7,824,819 7,719,644 105,175 1.4
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令和元年度版

年 卒業者数 対元年比率

元 20,093  100.0％

2  19,950  99.2％

3  19,387  96.4％

4  18,754  93.3％

5  18,151  90.3％

6  18,172  90.4％

7  17,915  89.1％

8  16,799  83.6％

9  16,786  83.5％

10  16,618  82.7％

11  16,242  80.8％

12  15,686  78.0％

13  15,345  76.3％

14  14,917  74.2％

15  14,147  70.4％

16  13,680  68.0％

17  13,020  64.7％

18  12,470  62.0％

19  12,276  61.0％

20  12,326  61.3％

21  11,870  59.0％

22  12,444  61.9％

23  11,735  58.4％

24  11,729  58.3％

25  11,572  57.5％

26  11,261  56.0％

27  10,899  54.2％

28  10,945  54.4％

29 10,863  54.0％

30 10,481  52.1％

31 10,228  50.9％

《実績と予測》

Ｒ 2 10,106  50.2％

3 9,731  48.4％

4 9,990  49.7％

5 10,434  51.9％

6 10,105  50.2％

7 10,098  50.2％

8 10,104  50.2％

9 10,019  49.8％

10 9,635  47.9％

11 9,690  48.2％

12 9,400  46.7％

13 8,851  44.0％

14 9,054  45.0％

15 8,881  44.1％

16 8,577  42.6％

宮崎県における中学校卒業者数の推移

Ｈ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ
元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16(年)

20,500

20,000

19,500

19,000

18,500

18,000

17,500

17,000

16,500

16,000

15,500

15,000

14,500

14,000

13,500

13,000

12,500

12,000

11,500

11,000

10,500

10,000

 9,500

 9,000

 8,500

人
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私学関係法律

　私学は、教育基本法、学校教育法及び私立学校法により、公教育機関として位置づけられてい
ます。

〔教育基本法 第６条〕（学校教育）
　法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める
法人のみが、これを設置することができる。

〔学校教育法 第２条〕（学校の設置者）
　学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第３条に規定する学校法人のみが、これを設置す
ることができる。

〔私立学校法 第３条〕
　この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるとこ
ろにより設立される法人をいう。

　国や地方公共団体は、地方自治法や私立学校法をはじめ各種の法令に基づき、私学助成を行っ
ています。私学助成の基幹をなすものとして、私立学校（高校、中学校、小学校及び幼稚園）
に対する経常費補助があり、教育条件の維持向上、私立学校に在学する生徒・児童・幼児の修
学上の経済的負担の軽減及び私立学校の経営の健全性を高めています。さらに、私立学校の特
色ある取組を推進するため、学校のさまざまな取組に対して経常費補助に加算して助成してい
ます。

〔日本国憲法 第26条〕（教育を受ける権利）
　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利
を有する。

〔教育基本法 第４条〕（教育の機会均等）
⑴　すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければなら

ず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
⑵　国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状況に応じ、十分な教育を受けら

れるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
⑶　国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な

者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

〔私立学校法 第59条〕（助成）
　国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるとこ
ろにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

〔私立学校振興助成法〕
第９条（学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助）
　都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校
における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で
定めるところにより、その一部を補助することができる。

第10条（その他の助成）
　国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第４条、第８条及び前条に規定するもののほか、
補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、
若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法並びに地方自治法第 96 条及び第 237
条から第 238 条の５までの規定の適用を妨げない。

Ⅰ　私学の公教育の法的根拠

Ⅱ　私学における助成の法的根拠
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