
沿革の概要

〔旧安宅中学校〕

昭和２２年 ４月 学制改革により小松市立安宅中学校設立、現安宅小学校内において発足、間も

なく安宅町ヨ１３２の旧安宅小学校校舎に移る。

初代校長 渡部 虎一 就任

昭和２２年 ５月 開校式を行う。

昭和２３年 ３月 第１回卒業式を行う （卒業生１１名）。

昭和２４年 ４月 二代校長 公下 清孝 就任

昭和２４年 ４月 小松市立小松中学校と統合。校名を小松市立丸内中学校と改称し、丸之内中学校

安宅分校となる （校長 浅井 栄作）。

昭和２５年 ３月 丸之内中学校より分離

昭和２５年 ４月 再び小松市立安宅中学校として独立する。

三代校長 酒井 安平 就任

昭和２６年１１月 校章制定、校旗樹立、校歌披露を行う （校章・校旗・校歌は現在のもの）。

昭和３０年 ４月 四代校長 田中 文次郎 就任

昭和３０年 ９月 五代校長 埴田 喜久男 就任

昭和３４年 ４月 六代校長 小島 喜太郎 就任

昭和３６年 ４月 丸之内中学校と統合、校名を小松市立丸内中学校と改称し、丸内中学校安宅教

場となる （校長 大島 清三）。

、 、 、 、 、通学区域が一部変更され 浮柳町 草野町 安宅新町の生徒は １年次より順次

芦城中学校へ入学。

昭和３８年 ３月 丸内中学校安宅教場を閉じる。

昭和３８年 ４月 長崎町、坊丸町、小島町の生徒は丸内中学校新校舎（小寺町）へ通学。通学区域

の変更により、安宅町以南の生徒は芦城中学校に通学することとなる。

〔現安宅中学校〕

昭和５２年 ６月 小松市安宅町安宅林４番地１１２に校舎新築工事が始まる。

昭和５３年 ４月 小松市立安宅中学校設立

初代校長 大島 喜造 就任

第１回入学式・開校式（現校舎の北半分）一年生１２６名のみ入学

校章、校旗、校歌制定（旧安宅中学校のものを継承）

７月 プール竣工式

昭和５４年 ４月 文部省指定道徳教育研究推進校（５４・５５年度）

昭和５５年 ４月 校舎落成式（現校舎完成） １・２・３学年が揃って入学式、始業式を行う。

１１月 運動場フェンス工事完成

１１月 文部省指定道徳教育研究発表会

１１月 研究主題「豊かな心を育て、実践意欲を高める道徳指導」

昭和５６年 ３月 第１回卒業証書授与式

昭和５７年１２月 県教育委員会より、優良ＰＴＡ表彰

昭和５９年 ４月 二代校長 中川 嘉一 就任

昭和６０年 ３月 防音講堂完成

４月 小松市教育委員会指定研究推進校（６０・６１・６２年度）

１１月 第２２回東海北陸地区中学校技術・家庭研究会石川大会研究発表会

１１月 第２８回小松市ＰＴＡ研究大会の研究発表校

研究主題「心身ともに健全で活力ある子供たちの育成」

昭和６１年 ８月 給食室改修工事完了

１０月 小松市教育委員会指定研究発表会

研究主題「自ら学習する態度を身につけさせ、基礎的な知識・技能の充実をはか

る指導」

１１月 県ＰＴＡ会長賞受賞

昭和６２年 ４月 三代校長 田鍋 幸三 就任 （校長 中川 嘉一 逝去）

１０月 小松市教育委員会指定学習指導に関する研究発表会

１１月 創立１０周年記念式典 同窓会結成大会を行う。

平成 元年 ４月 四代校長 橋本 浩 就任

平成 ２年 １月 運動場南側に体育用具庫設置

４月 安宅中学校青松後援会設立

平成 ３年 ４月 小松市教育委員会指定 道徳教育研究推進校

平成 ４年 １月 自転車置き場一部改築

３月 野球バックネット改築

平成 ４年 ４月 文部省・石川県教育委員会指定道徳教育推進校（４・５年度）

１１月 同窓会総会を開催し会則改正、旧校舎の卒業生も同窓会員とする。

１１月 現安宅中学校設立１５周年記念講演会を開催する （東野英心 氏）。

平成 ５年 ７月 相撲土俵完成・土俵開き実施

８月 全国中学校選抜体育大会ハンドボール出場（奈良県生駒市）

９月 コンピュータ教室完成

１１月 文部省・石川県・小松市教育委員会指定道徳研究発表会開催



研究主題「心豊かな生き方を求める道徳指導」

平成 ６年 ４月 五代校長 四日 進 就任

７月 プール改修工事完了

平成 ７年１０月 校舎機械警備導入

平成 ８年 ４月 六代校長 橋本 正準 就任

４月 楽しい学校づくりモニター校決定

平成 ９年 ４月 楽しい学校づくりモニター校決定

１１月 創立２０周年記念式典、勧進帳公演を行う （当番校）。

平成１１年 ２月 全国中学校スキー大会出場（石川県白峰村）

４月 七代校長 村田 時也 就任

１０月 中部日本吹奏楽コンクール本大会出場（愛知県豊田市）

１１月 夢と希望を育む教育推進校公開授業発表

平成１２年 ４月 石川県・小松市教育委員会指定研究推進校（１２・１３年度）

４月 運動場フェンス側整備

８月 全日本吹奏楽コンクール北陸大会出場（福井県福井市）

１１月 個別空調設備改修工事完了

平成１３年 ８月 全国中学校総合体育大会陸上部出場４００Ｍリレー（広島県広島市）

１０月 中部日本吹奏楽コンクール本大会優勝（静岡県浜松市）

１１月 石川県・小松市教育委員会指定研究推進校研究発表「総合的な学習の時間」

平成１４年１０月 第３３回ジュニアオリンピック陸上出場砲丸投げ（神奈川県横浜市）

平成１５年 ４月 八代校長 中小田 尚史 就任

８月 各教室にパソコン配置・無線ラン設定

１０月 第３４回ジュニアオリンピック陸上出場砲丸投げ（神奈川県横浜市）

平成１６年 ４月 小松市教育委員会指定道徳研究推進校（１６・１７年度）

８月 全国中学校総合体育大会水泳出場１００Ｍ平泳ぎ（東京都）

８月 ジュニアオリンピック水泳出場１００Ｍ平泳ぎ（東京都）

平成１７年 ６月 オーケストラアンサンブル金沢鑑賞

７月 市Ｐ連研究発表「智・仁・勇」の精神から学ぶ安中スピリット

１１月 小松市教育委員会指定「道徳教育」公開発表

（郷土を愛し、心豊かに生きる生徒の育成）

平成１８年 ６月 よい歯の少年少女表彰式

１０月 文化庁人形浄瑠璃鑑賞

平成１９年 ２月 プール機械室改装

４月 九代校長 近藤 孝純 就任

１１月 創立３０周年記念式典 「勧進帳」公演を行う （当番校）、 。

平成２０年 ４月 石川県・小松市教育委員会指定研究推進校「活用力向上モデル事業」

平成２１年 ４月 石川県・小松市教育委員会指定研究推進校「活用力向上モデル事業」

１１月 〃 研究発表会 公開授業

平成２２年 ４月 十代校長 坂谷 敦子 就任

平成２３年 ２月 環境美化教育優良校・散乱部門表彰

９月 校舎大規模改造（耐震補強）工事完了

平成２４年 ４月 十一代校長 代工 和雄 就任

６月 小松市緑化事業運動場芝生植付

１１月 小松市学力向上推進校 研究発表

「義務教育９か年の学びの中で培う確かな学力」

～小中連携で取り組む学力向上プロジェクト～

平成２５年 ２月 安宅小中連携協議会

各階に４６インチ液晶テレビセット設置

１０月 運動場側花壇にキリシマツツジ植樹

１２月 安宅保小中連携協議会

平成２６年 ３月 プール改修工事

４月 十二代校長 西出 清浩 就任

７月 講堂照明 化工事LED
１０月 西部地区体育館改修工事

２月 安川雅史氏 ネットモラル後援会 安宅公民館，安宅中学校 共催PTA


