
１-３ 沿革の概要
昭和24. 3.24 小松市教育委員会告示第７号により，小松市立松陽中学校の設立発表，通学区域

を苗代，蓮代寺，今江小学校下とする。

4. 8 開校式を行う。初代校長 山上 善四郎 氏

4.14 松陽中学校育陽会発足，本部および三支部を置く。

9. 7 健康優良学校として，小松市学校衛生会より表彰を受ける。

昭和25. 5.21 校章・記章を制定する。

7.21 小松市大領町イ103番地を本校敷地とし，総坪 2,009坪を校地と決定する。

昭和26. 8.27 東より第一,第二,第三棟まで校舎竣工(普通教室13,職員室,衛生室,校長室,湯沸場

等) 計 502坪 建設

8.30 校旗樹立式挙行。(育陽会長 地井 甚一 氏 寄贈)

9. 1 落成式挙行，校歌制定 発表。

昭和27. 2. 1 運動場として 1,445坪を増加，校地総計 3,454坪となる。

1.27 東方より第四棟特別教室竣工(調理室,洗濯室,理科室,同準備室 計 110坪)外に自

転車置場 14坪建設。

11.13 小松市教育委員会指定研究発表会開催(自立力を養う特別教育活動の研究)

校内放送設備完成(育陽会寄付)

昭和29. 1.28 小松市教育委員会告示第２号により，通学区域の一部変更，向本折小学校区域を

加える。

屋内体育館 184坪建設。

昭和30.10. 9 体育館南側実習地 99坪買収(32年 6月登記，育陽会寄贈)

昭和32. 2.20 第三棟に普通教室２，生徒便所増築，第二，第三棟間に自転車置場 14坪増築。

12.10 学校図書館書庫 4.5坪増築(生徒会寄付)

昭和33.12.15 道徳教育研究発表会開催(小松市教育委員会指定)

昭和34.11. 3 創立１０周年記念式挙行。

11.10 ピアノ１台，ヤマハＧ５型グランドピアノ購入(校下寄贈)

昭和35. 2. 7 同窓会創立１０周年記念式同窓会名簿の発行。

12.10 中学校産業教育研究指定校 37年 3月まで(文部省指定)

昭和36. 5. 36･37年度，理科・英語科研究指定校(小松市教育委員会)

運動場埋立工事完成。

7. 校舎増築竣工(技術室，音楽室各１，同準備室各１，普通教室２)２階建 172坪

手押鉋(第13回卒業生寄贈)

8. 生徒自転車置場(第二，第三棟間)10.5坪建設。

9. 運動場バックネット建設 14m × 7.5m(特別寄付，鉄工関係者)

12. 6 文部省指定 産業教育研究発表会。

昭和37. 7. 9 水泳プール竣工祝賀会。

昭和39. 3. 4 校地拡張 大領神社敷地 400坪購入。

4.21 国旗掲揚塔設置(38年度育陽会長 奥 陟 氏 寄贈)

5.15 安全教育研究指定(市・県・教委・全国学校安全会指定)

8.13 バレーボールコート完成。

昭和40. 5.10 校舎東側校地拡張 300m2(陸上競技トラック)

2. 3 優良ＰＴＡとして，県表彰を受ける。

昭和41. 2.20 安全教育優良校として，県表彰を受ける。

7.25 防音校舎建設起工式。



昭和42. 2. 1 防音校舎一期工事完了

10.12 防音校舎二期工事起工式。

昭和43.12. 5 防音校舎新築落成式挙行。

昭和44. 3.11 防音校舎落成式記念像除幕式(道場 弘二 氏 寄贈)

11.10 市指定 個性を育む教育実践発表。

昭和45. 3.15 西入口門柱寄贈(44年度卒業生)

4.16 給食(補食)開始。

10. 1 東入口門柱寄贈(45年度卒業生)

昭和46. 4.28 「文部省中学校教育課程研究校」に指定される。

昭和47.11. 7 文部省指定研究発表会。

昭和48. 2.28 増築４教室完成。

昭和50.11. 運動場道路側とテニスコート西，南側へフェンス 140.6m 新設。

昭和51. 9.30 防音講堂建設地鎮祭挙行。

昭和52. 5.25 ヤマハグランドピアノ１台，建設委員会より寄贈

9.23 防音講堂落成記念式挙行。

昭和54.11.23 創立30周年記念式典挙行，同窓会名簿と記念誌発刊。

記念事業として，次の物品の寄贈を受ける。

記念石碑,後庭造園,ビクターテレビカメラ一式,教室用カーテン,特別教室と講堂

の暗幕,スポットライト,家庭実習用冷蔵庫,ビクタービデオ一式,資料庫,卒業記念

写真掲示。

昭和56. 3.17 校舎増改築工事落成竣工式

普通教室６，技術室１，同研究室１，生徒玄関，機械室，非常階段を増設。

視聴覚室，資料室，教育相談室を改築，体育教室３付設。

昭和58.11.11 統計教育研究指定発表(県指定)

昭和59.12.13 体育館前の田，学校用地として取得。(832m2)

昭和60. 9. 9 水泳プール新設，竣工式。

昭和61. 9. 防湿および温度保持設備工事，合併処理設備工事。

昭和62. 8. 金属製機密建具取り替え復旧工事(アルミサッシ取り替え工事)

体育館前テニスコート整備工事，国旗掲揚塔改修工事。

10. 8 校舎正面セラミックス製校章設置(62年度卒業生寄贈)

平成 2. 4. 1 運動部活動研究推進校(文部省指定)

4.27 トナミ運輸跡地を学校用地として購入(3,576m2)

平成 3. 8. 校舎内大改修工事(トイレ改築)

平成 4. 1. 自転車小屋(運動場)，屋上フェンス改築(台風19号被害)

8. 全国中学校柔道大会団体出場(富山県)

平成 5. 9. パソコン室新設。

平成 7. 3.20 校内放送機器交換，ビデオ編集装置。

4. 1 県生徒指導研究推進校

10.29 吹奏楽部全国大会出場(銀賞受賞)

11.20 育陽会文部大臣表彰受賞。

平成 9. 9. 1 体育館改修工事完了

平成10. 9.20 図書室，第２音楽室改修工事完了

3.13 「勧進帳」上演(文化祭)



平成10.11.14 創立50周年記念式典

記念講演：「生きる力 － 声と21世紀」

講師 高橋 世織先生(早稲田大学政経学部教授 第17回卒業生)

記念事業として，次の物品等の寄贈を受ける。

図書室新設工事,図書の充実,インターネット通信システム構築工事,50周年記念

モニュメント,張り出し舞台,音楽関係楽器等,パイプ椅子,体育館電動暗幕

11 20 「勧進帳」公演(公会堂公演：小松市中学校古典教室)

平成11. 8.21 男子バレーボール部 全国大会出場(新潟県)

12. 7 屋上防水改修工事完了

平成12. 8. 第２理科室実験台一部改修。

平成14. 3.31 校舎トイレ増築工事完成・４階建て(トイレ３，多目的室１)

平成15. 3.31 自転車小屋増設工事完成

11.20 除湿・温度保持設備取替復旧工事完了

校長室，職員室，保健室，図書室，コンピュータ教室個別空調工事完了

平成16. 6. 体育館前駐車場整備

10. 9 吹奏楽部東日本大会出場(銀賞受賞)

平成17. 3.30 多目的教室改修(間仕切り工事)

4.23 読書活動実践学校優秀校(文部科学省大臣表彰)受賞

8. 職員室床張り替え工事

8.19 全国中学校体操競技大会一名出場

9. 8 学校給食(文部科学大臣表彰)受賞 (「食の教育」推進の成果)

平成18. 11.29 研究発表会（平成17･18年度 小松市教育課程研究推進校）

研究主題「心豊かで文武両道を目指す生徒の育成」～学ぶ力の向上を重点に～

平成19. 7.24 西側屋外非常階段改修工事。

平成21. 2.26 武道館落成

平成21.10.31 「勧進帳」上演 小松芸術劇場うらら (文化祭)

平成21.11.10 「勧進帳」上演 小松芸術劇場うらら (小松市中学校古典教室)

平成22. 6.23 耐震大規模改造工事(第一期工事着工)

平成23. 2.28 耐震大規模改造工事(第一期工事終了)

平成23．5.15 耐震大規模改修工事（第二期工事着工）

11.11 武道公開授業・発表

研究主題「互いの心を高め合う武道指導の在り方」

～地域指導者を活用しての剣道授業～

平成24．3.22 耐震大規模改修工事（第二期工事終了）

平成25. 5.20 体育館大規模改修工事（第三期工事着工）

平成25.10.15 体育館大規模改修工事（第三期工事終了）

平成26.11.14 研究発表会（平成25･26年度 文部科学省指定 人権教育研究校

石川県教育委員会指定 人権教育推進校）

研究主題「心豊かで文武両道を目指す生徒の育成」

～確かな学力と豊かな人間関係の構築を目指した人権教育の推進～

平成27. 1. 8 プール整備工事開始

平成27. 3.31 プール整備工事終了


