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<部活動の下校時刻>
終了
5:45
6:00
5:30
5:15
5:00
4:45
4:30

昨年度より、佐久市の方針を受けて、朝部活は行っていません。

下校
6:00
6:15
5:45
5:30
5:15
5:00
4:45

作詞
作曲

○
○
○
○
○
○
○

期
間
4/8～4/26、 8/22～8/30
5/7～7/25
9/2～9/21
9/25～10/4、 2/3～3/16
10/7～10/18、 1/20～1/31
10/21～11/8、 1/8～1/17
11/12～12/26

望月中学校校歌
龍野咲人
小山清茂
一 湧くよ光あふれ満ち
浅間の春のあけぼのに
若い希望が雄々しく映えて
ああ学窓は輝くのだ
自主の瞳も咲きにおい
ともに我等
真理を尋ねきわめていく

校舎案内図

二 ひらけ力あたらしく
駒の歴史とひびきあい
みずからの持つ翼のままに
理想へ向かい羽ばたく日々
嵐をつけば清く澄む
月だ我等
世紀まどかな虹を呼ぼう

７

○会
長
○広 報 部 長
○学 年 部 長

○副 会 長
○研修・厚生部長
○父親母親部長

○施設・校外指導部長

佐久市立望月中学校
〒384-2204

長野県佐久市協和６９２５番地

TEL 0267-53-3101
FAX 0267-53-3102
E-mail mochizukichu@sakushi.ed.jp

＜教育目標実現のための取り組み＞

１学校の現況
■設置
位
置 北緯36°14′47″､東経138°21′45″､海抜705m
設置年月日 昭和３７年４月１日
所 在 地 長野県佐久市協和６９２５番地
設 置 者 長野県佐久市(開校当時は望月町)

■学校規模 （生徒数・家庭数）
学級

1組
2組
3組
計

男子
１６
１７
１６
４９

１年
女子 合計
１０ ２６
９ ２６
１０ ２６
２９ ７８

平成31年4月1日現在

２年
家庭数 男子 女子 合計 家庭数 男子
２６ ２２ １３ ３５ ３５ １５
２１ ２１ １３ ３４ ３３ １６
２１
６８ ４３ ２６ ６９ ６８ ３１

総合計 男子 １２３ 女子

３年
女子 合計 家庭数
１６ ３１ ３１
１４ ３０ ３０
３０ ６１ ６１

８５ 合計 ２０８ 家庭数 １９７

２ 沿革の概要
年 月

内

容

昭和37年 4月 本牧､協和､春日､布施の4部校制の望月中学校として発足。

１【豊かな心を持つ生徒】
・感謝の心、思いやりの心、がまんする心を育てます。
・意志決定できる強い心、自己を愛する心を育てます。
・良いもの、美しいものに感動できる心を育てます。
２【学び続け、考える生徒】
・基礎的な学力の向上を図ります。
・楽しい授業、分かる授業を目指します。
・友の考えを聞き合う、自分の考えが持てる授業を目指します。
３【考えを表現し実践できる生徒】
・相手を意識し、自分の考えを発表することを目指します。
・自主的な活動の場を仕組み、提供します。
・自ら物事に取り組むチャレンジ精神のある生徒を育成します。

・挑戦できるための体力を高めます。

【信頼され・開かれた学校を目指します】
○学校だよりを地域回覧し、保護者・地域に学校を開きます。
○ホームページ等で教育活動の成果を積極的に公開します。
○授業参観、地域公開授業、授業研究会、学校行事等で積極的に学
校を公開します。

昭和38年11月 校章・バッジ決定
昭和40年 4月

校舎竣工。統合望月中学校開校式。生徒数1，048名

昭和40年10月 体育館竣工、校舎落成式・記念式典

校歌発表演奏会
昭和47年 8月 女子卓球部県大会初優勝
昭和49年～53年 女子卓球部全国大会連続出場
昭和53年 8月 女子卓球部北信越大会３位、全国大会出場
昭和58年 8月 女子卓球部全国大会出場
昭和60年 8月 学校大規模改修工事開始
平成 4年 3月 特別教室技術棟・理科棟完成
平成 7年 8月 女子剣道部県大会優勝、全国大会ベスト16
平成19年 8月 男子剣道部(個人)全国大会出場
平成23年12月 校舎改築開始
平成24年 8月 男子走幅跳（個人）全国大会出場
平成26年 8月 男子剣道部(個人)全国大会出場、11月特別教室棟完成
平成27年 8月 男子走幅跳（個人）全国大会出場 2月 体育館完成
平成28年11月 創立５０周年記念式典〔4月武道場･6月プール完成〕
平成29年 2月 校舎改築全体完了 竣工式
昭和43年 7月

３ 学校教育計画基本構想
（２）教育目標
「相手を意識しながら、自分の考えを持って、自ら動く生徒」

【豊かな心を
持つ生徒】

知力
【学び続け、
考える生徒】

○ＣＳ推進委員会と連係しながらすすめます。
○望月教育プラットホーム等地域団体と連係しながら授業改善、
キャリ
ア教育をすすめます。
○公民館活動や地域の諸行事の企画、運営面で地域と連携し、生徒の参
加を促します。

４ 職員組織
○校長 ○教頭
○教務主任 ○特支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ○進路指導主事 ○生徒指導主事
○保健主事 ○事務主任 ○研究主任 ○人権教育主任
○養護教諭 ○事務職員 ○栄養職員 ○図書館司書
○保健室支援員 ○用務員 ○ＡＬＴ ○県スクールカウンセラー
○市スクールメンタルアドバイザー
男女６名の方がおります。
随時受け付けておりますので、ご相談ください。62-2918（直通)
○学校医 ○内科 高橋淳 ○耳鼻科 小松正彦 ○歯科 田中義隆
○眼科 鈴木みゆき ○薬剤師 大田正美
※セクハラ・パワハラ相談窓口：保健室

（１）学校目標 「自主・自律・愛他」

心力

【地域との連係を図ります】

行動力
【考えを表現し
実践できる生徒】

５

主な学校行事

【４月】

４ 入学式
１０ ３年修学旅行（奈良・京都 2泊3日 ～12日）
１０ 家庭訪問（～16日）
２３ いのちの大切さを考える集会
２５ 避難訓練
２６ 参観日① PTA総会 PTA歓迎会 地域公開授業①
【５月】１３ 春の読書週間（～17日）
１４ 生徒総会
１０ 地域公開授業②・研究会①
１９ １年 赤城宿泊体験学習（1泊2日 ～20日）
２０ ２年 職業体験学習、３年 福祉体験学習（～22日）
【６月】 ８ 中体連佐久大会（～9日）
２０ 参観日② 地域公開授業③
２２ 中体連東信大会（～23日）
【７月】１８ ３年生保護者懇談会（～25日）
２３ ２年 八ヶ岳登山（1泊2日 ～24日)
２６ 一学期終業式
２８ ＰＴＡ親子環境作業
【８月】２２ 二学期始業式
２９ 音楽鑑賞会
【９月】 ２ 防災訓練
２０ 若駒祭 （～21日）
【10月】 ５ 新人戦佐久大会（～11/3日）
２１ 秋の読書旬間（～11/1日）
２３ 地域公開授業④・研究会②
【11月】 ５ 人権同和教育旬間（～15日）
１５ 参観日③ 地域公開授業⑤ ＰＴＡ講演会
２９ 生徒会立会演説会・投票
【12月】１１ 保護者懇談会（～17日）
２０ 望月小6年生体験入学
２４ 生徒総会
２７ 二学期終業式
【１月】 ８ 三学期始業式
２８ 参観日④ 地域公開授業⑥
【２月】１０ 公立高校前期選抜試験（～11日）
【３月】１０ 公立高校後期選抜試験（～11日）
１３ 生徒総会
１６ ３年生を送る会
１７ 三学期終業式
１８ 卒業証書授与式・離任式

