沿

革

概

要

明治 22年
昭和 22年
昭和 31年 9月 30日
昭和 35年
昭和 35年 8月 1日
昭和 36年 2月 10日
昭和 36年 6月 26日
昭和 37年 4月 2日
昭和 37年 4月 28日
昭和 41年 7月
昭和 52年

小海村， 北牧村（稲子村・ 豊里村・千代里村 が合併して）発足
小海中学校第 一回卒業式 （卒業 生３５名）
小海村，北牧村 合併（平成８年 町制４０周年）
小海中学 校と北牧中学校を 統合
小海・北牧中学 校を廃止し，小 海中学校として発足
昭和電工跡に統 合中学建設決ま る
入札 工費4078万円 ７ 月１０日 地鎮祭 ，鍬入式
小海中学校開校 式 入学式
新校舎落成
プール 完成
小海町 ・北相木村両町村統 合中学校建設決議
北相木中 と合同職員会 北相木中を迎えク ラス マッチ
昭和 53年 12月12日 統合に伴い管理 棟改築落成（床 面積521,10㎡）
昭和 54年 3月 16日 北相木中より 備品等移転，引っ越 し（小海中学校と しては19年間）
昭和 54年 4月 1日
小海町・北相木 村中学校組合立 小海中学校発足
昭和 54年 12月12日 佐久視聴覚教育 研究大会開催
昭和 57年 6月
昭和５ ８年４月より南相 木中学校統合を決議 ，準備開始
昭和 57年 3月
小海 町・北相木村中 学校組合立 小海 中学校は本年度まで
昭和 58年 4月
南相木中学 校を統合し小海町， 北相木村，南相木 村三町村による
中 学校組合立 小 海中学校発足
平成 4年 4月
小海中 学校建設委員会設 立
平成 5年 8月5日
新校舎建設 起工式
平成 6年 2月22日
教 室棟完成
平成 6年 12月 10日
屋根付きプール 完成 ５０Ｍ７コース
平成 7年 1月30日
長 野県学校優良校 として表彰される
平成 7年 3月25日
管 理棟・特別教室 棟完成
平成 7年 4月29.30日 新 校舎へ引っ越し 作業（５月６日より 新校舎での授業開 始）
平成 7年 5月22日
新 体育館工事着工
平成 8年 2月28日
体 育館完成
平成 8年 6月30日
校 庭工事完成
平成 8年 7月13日
新 校舎竣工式 総工費32億2400万円 敷地面積33,738㎡
平成 8年 10月 24.25日 第28回 長野県視聴覚・放 送教育研究大会開催
平成 10年 1月 23.24日 長野 オリンピック聖 火リレー
平成 10年 9月
集中豪 雨により相木川決壊 通学路寸断
平成 24年 11月
太陽光 発電装置設置
平成 24年 11月
３町 村による中学校 組合立３０周年記 念式典
＜部活動等の歩 み＞県大会以上 ・・ スケートは全国 大会のみ
昭和 41年 7月
女子 バスケット部 県大 会出場
昭和 54年 7月
県 中陸上 宮澤賢 司君 １５００ｍ県 新記録で優勝
昭和 56年 2月
スケ ート部 第２回全中大会
男 子総合３位入賞
昭和 57年 7月
野球 部 北信越大会で準 優勝
昭和 60年 2月
スケート部 第 ５回全中大会 男子総合優勝
平成 8年2月
〃
第１ ６回全中大会で男子 総合準優勝
平成 11年 2月
〃
第１９回全 中大会 男子総合 優勝
平成 12年 6月
女子 バスケットボール県 大会出場
平成 13月
３年女子１ ００Ｍ北信越大会出 場
平成 14年
３年女子１ ００Ｍ北信越大 会５位 剣道個人県大 会出場
平成 15年 2月
スケート部 第 23回全中大会 女子3000M１位 女子総 合３ 位
平成 18年 1月
FBC「 中日賞」受賞
平成 18年 3月
全日 本学校関係緑化コン クール入選(国土緑化 推進機構理事長賞 ）
平成 19年 6月
卓 球部 東信大会 で準優勝 県大会出場
平成 19年 10月
野球部 新 人戦東信大会で優 勝
平成 19年 11月
FBC「 日本植物園協会 賞」受賞
平成 23年 2月
スケート部 第 31回全中大会 女子1000M１位 女子 総合５位
平成 23年 7月
野球部 県大会 準優勝 北信越 大会ベスト８
平成 24年 2月
スケート部 第32回全中大会 男子5000M８位
平成 24年 7月
野 球部 県大会準 優勝 北信越大会出 場
平成 25年 2月
スケート部 第 33回全中大会 女子3000M６位
平成 26年 2月
スケート部 第34回全 中大会 女子3000M４位
平成 27年 2月
スケート部 第35回全 中大会 女子1500M８位
女子3000M３位 女子 総合 ８位
平成 27年 11月
FBC「優良賞」受賞
平成 28年 2月
スケート部 第36回全中大会 男子 1000M５位 男子500M ６位
女 子3000M ３位
平成 29年 2月
スケート部 第 37回 全中大会 女子3000M２位 女子1500M ３位
女子学校対抗４ 位入賞

