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２ 学校沿革の大要 

（１） ＜松ヶ崎小学校＞ 

  明治 ６年度 多田，松ヶ崎に庠舎を創立。（明治６年６月10日創立） 

     ９〃  多田庠舎を多田校と改称し，松ヶ崎庠舎を多田校付属と改称。 

    １０〃  多田校を分離し，松ヶ崎校を設立。 

    ２０〃  多田校，松ヶ崎校を合併し，簡易多田小学校と改称。本校を松ヶ崎に置く。 

２５〃  村立松ヶ崎尋常小学校と改称。 

    ２９〃  浦ノ川内に校舎を新築し，本校と分校を合併。 

    ３７〃  増築校舎竣工。 

    ３９〃  高等科２年を併置し，松ヶ崎尋常高等小学校と改称。 

         丸山冬季派出分教場設置。 

    ４１〃  高等科を廃止し尋常５・６年を置く。村立松ヶ崎尋常小学校と改称。 

  大正 ４年度 校舎増築竣工。 

     ５〃  松ヶ崎補修学校許可。村立松ヶ崎尋常高等小学校と改称。 

    １５〃  校旗樹立・校章を昇降口に掲げる。 

  昭和 ４年度 校舎増築落成。 

     ５〃  第１回遠泳大会（昭和１６～４９年中断） 

１６〃  松ヶ崎国民学校と改称。 

    ２２〃  松ヶ崎小学校と改称。 

    ３０〃  町村合併により畑野村立松ヶ崎小学校と改称。 

    ３１〃  校歌制定，完全給食実施。 

    ３５〃  町制施行により畑野町立松ヶ崎小学校と改称。 

    ３７〃  創立記念日を６月１０日と設定。 

    ３８〃  創立９０周年記念式典挙行。 

    ４２〃  県主催ＰＴＡ研修会開催。 

    ４８〃  創立１００周年記念式典挙行（校旗樹立）。 

         松小こども協同組合，県知事賞を受賞。 

    ４９〃  新校舎建築用地，多田に決定，丸山冬季分校を廃止。 

    ５０〃  新校舎建築着工。遠泳大会再開 

    ５１〃  新校舎竣工，移転（８月）。鬼太鼓発表会始まる。 

    ５２〃  松ヶ崎地区学校給食共同調理場完成，グラウンド地ならし，体育館竣工， 

         校舎落成，複式学級始まる。 

    ５３〃  フェンス完成，記念植樹。 

    ５４〃  物置小屋新築，調理場車寄せ改造。グラウンド土盛り，地造り（ＰＴＡ）。 

    ５５〃  プール完成，西側通学路舗装，築山造り（ＰＴＡ）。 

    ５６〃  庭園の植樹，芝張り（ＰＴＡ），校地北側の土羽完成，グラウンド南東の砂場完成。 

    ５７〃  校地北側に植樹・花壇完成。 

    ５８〃  グラウンド（走路）の土の入れ替え。校舎西側に植樹（ＰＴＡ）。 

    ６１〃  排水処理施設の完成に伴う完全水洗化。 

    ６２〃  校舎前に花壇完成（ＰＴＡ）。 

    ６３〃  佐渡郡小学校へき地複式教育研究会開催。校舎前の通学路舗装。 

         コンピュータ設置。「豊かな心を育てる教育活動指定校」（～平成元年度）。   

平成 元年度 校庭緑化推進事業サツキ４０本植樹。 

     ２〃  共同調理場倉庫建造。 

     ３〃  プール全面塗装完成。 

     ４〃  佐渡郡・両津市小・中学校学習指導研究会開催「パソコンを活用した算数科指導」。 

     ５〃  「いきいきスクール・プロジェクト」指定（～平成７年度）。 

         創立１２０周年記念講演（講師：帯刀弥寿正様），桜植樹（ＰＴＡ）。 

     ６〃  校門の脇に松植樹（ＰＴＡ）。 

     ８〃  グラウンド改修工事完成式典挙行。 

         「いきいきスクール・ステップアップ」事業開始（～平成１０年度）。 

         全国手作りはがきコンクール郵政大臣賞受賞。 

     ９〃  全国手作りはがきコンクール郵政大臣賞受賞。 

    １１〃  「チャレンジ２１教育推進運動」開始（～平成１２年度）。 
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〝まつさきの里〟訪問，柿栽培に取り組む。コンピュータ設置（５台）。 

    １２〃  プールろ過機交換。コンピュータ設置（２台）。 

         校庭緑化推進事業ヤブツバキ３２本植樹。 

    １３〃  松ヶ崎小学校ホームページ開設。 

         県学習意欲向上事業（～平成１５年度）。 

文部科学省研究指定「次世代ＩＴを活用した未来型教育研究事業」（～平成１５年度）。 

    １４〃  県「やる気！元気事業」開始（～平成１５年度） 

１５〃  文部科学省研究指定「次世代ＩＴを活用した未来型教育研究事業」研究発表会。 

         創立１３０周年記念式典，校名旗・横断幕寄贈（ＰＴＡ）。 

職員室にエアコン設置。 

         市町村合併により佐渡市立松ヶ崎小学校と改称。 

共同調理場改修。佐渡市立松ヶ崎学校給食センターと改称。 

    １６〃  県指定「未来を拓くにいがたのひとづくり」支援事業 

         「健康・食，体力づくり」 

    １７〃  県指定「未来を拓くにいがたのひとづくり」支援事業 

         「健康・食，体力づくり」の２年目 

屋上防水工事 

    １８〃  ＪＡ全中「バケツ稲づくりコンテスト」団体の部で，５・６年生「ＪＡ全中会長賞」を受賞する。 

    １９〃  松ヶ崎中との運動会合同種目，合同英語活動等の連携を強める。 

         市音楽発表会での「合唱組曲 １１ぴきのネコ」に賞賛の声が届く。 

２０〃  松ヶ崎小中連携校実行委員会設置のための打合わせ会が行われる。 

２１〃  松ヶ崎小中連携校準備委員会が開かれる。 

第５１回新潟県よい歯の学校・園運動で優秀校に選ばれる。 

２２〃  小中連携校中学校棟の建設が始まる。 

２３〃  岩首地区からの児童が入学する。 

女神山トンネル貫通式に参加する。 

２４〃  松ヶ崎中学校との連携校となる。 

    「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」で，東京ニューシティ管弦楽団が来校し演奏する。 

２５〃 「第１０回佐渡市小学校複式学習指導研究会」を開催する。 

     文部科学省主催の,平成２５年度「児童生徒のコミュニケーション能力育成に資する芸術表現体験

（芸術家派遣）」事業対象校に選ばれる。 

２６〃  文化庁主催の，平成２６年度「文化芸術による子供の育成事業[派遣事業]」の事業対象校に選ばれ

る。 

     松ヶ崎大橋渡り初め式に参加する。 

２７〃  講演会「ふしぎな宇宙のすてきなお話」開催（ＰＴＡ）。 

講師：渡辺 勝巳様 元ＪＡＸＡ宇宙教育推進室室長（旧佐和田町出身）  

２８〃  文化庁主催「平成２８年度文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」の事業対象校に

選ばれる。 

    「全国棚田（千枚田）サミット」に参加。 

    「佐渡に学ぶ芸能・学習発表会」に参加し，佐渡おけさの演奏を披露。 

２９〃  プール循環配管改修工事 

３０〃  文化庁主催「平成３０年度文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」の事業対象校に

選ばれる。 

全国児童才能開発コンテスト 科学部門 学校奨励賞受賞 

５・６年生 朝日新聞東京本社にて「トキ」「鬼太鼓」についてプレゼン発表 

令和元年度 文化庁主催「令和元年度文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）」の事業対象校に

選ばれる。 

     文部科学省「遠隔教育システム導入実証研究事業」実証校に選ばれ,遠隔教育を推進する。 
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（２） ＜松ヶ崎中学校＞ 

Ｓ22. 5.17 佐渡郡松ヶ崎村立松ヶ崎中学校開校式挙行 

25.11.30 学校林設定，植林開始 

 26. 7.13 校舎落成式挙行 

 〃.11. 3 学校植林コンクール県２位に入賞 

 27. 5.17 ５周年記念式典挙行 

 〃.10.29 自作スライドコンクール県５位に入賞 

 〃.11. 3 学校植林コンクール県３位に入賞 

 28.10.27 学校植林コンクール全国７位，県１位に入賞 

29. 5. 4   子ども郵便局郵政局より表彰を受ける 

 〃.11. 3 学校植林コンクール全国５位，県１位に入賞 

 30. 3.31 町村合併により校名変更，畑野村立松ケ崎中学校 

 〃.11. 3 学校植林コンクール全国５位．県１位入賞 

 〃.12. 8  ピアノ購入，ピアノ開き 

 〃.12.25 校歌制定 

 31. 5. 1  屋外運動場拡張工事完了 

 〃.11. 3  学校植林コンクール全国８位，県１位入賞 

 〃.12.11 10周年記念式典挙行 

 32. 3.20 校旗樹立 

 〃. 9. 8  新潟地区中学校卓球大会女子団体戦優勝 

 〃. 9.29 県中学校卓球大会女子団体戦３位，個人戦３位  

 〃.11. 3 学校植林コンクール全国３位，県１位に入賞，文部大臣より奨励賞，林野庁長官賞受賞 

  33. 6.15 愛鳥教育について農林大臣より表彰を受ける 

 〃. 9.14 新潟地区中学校卓球大会女子団体戦３位 

 34. 8.19 魚類標本作製について，新潟大学本間義治先生の指導を受ける 

 〃. 9.14 新潟地区中学校卓球大会女子団体戦優勝 

 35. 9. 4 参議院文教委員長，文部省係官本校植林視察 

 〃. 9.11 新潟地区中学校卓球大会女子団体戦３位 

 〃.10.10 県教委，国土緑化推進委員会共催による学校植林教育研究会開催 

 〃.11. 3 町制施行により校名変更 畑野町立松ヶ崎中学校 

 37. 7. 9 青少年赤十字加盟 

 38.10. 1 完全給食開始 

 42. 6. 5 20周年記念式典挙行 

 〃. 7.21 下越地区中学校卓球大会女子団体戦３位 

 44.10. 7 屋外運動場拡張工事完了 

 〃.11. 3 学校植林コンクール特選，知事賞受賞 

 46.2.10   木原営林大和事業財団より，大学校林造成優秀につき表彰と副賞として20万円の贈呈を受ける 

 〃.11.11 特別教室落成式挙行 

 47. 5.21 全国植樹祭に生徒代表４名参加，全国植林コンクール準特選受賞 

   52.11. 1 学校林管理コンクール特選，知事賞受賞 

 〃.11.23 30周年記念式典挙行 

 55. 2.15  緑の少年団結成 

 56.10.11 全国緑の少年団交流集会及び，第５回全国育樹祭に生徒代表10名参加 

 57. 2.15 魚類標本室完成 

 58. 3.29 庭球コート造成工事完了 

 59.11. 7 体育館屋根瓦葺替 

 61. 3.31 校舎塗装完成 

 〃. 6.16 水洗便所工事完了 

 62.12. 1 40周年記念式典挙行 

 〃.12. 5 県リコーダーコンテスト最優秀賞 

 63. 7.15 緑化推進功労者内閣総理大臣表彰受賞披露式 

63. 9. 1  体育館床張り工事完了，焼却炉完成(10.7)，防火壁完成(12.16) 

Ｈ 2. 2.26 体育館非常口工事完了 



- 5 - 

 

 〃. 6.30 体育館窓工事完了 

 〃.11.29 パーソナルコンピュータ（６台）購入 

3. 6.27 駐車場舗装・側溝工事完了 

 〃. 9.10 庭球コート改修工事 

 〃.10.21 佐渡地区小中学校学習指導研究会開催 

 5. 4.21  新潟県国土緑化推進委員会より感謝状を授与 

 〃. 7.13 新潟地区大会ソフトテニス団体２位 

 〃.11.21 卓球台格納庫新設 

 6. 2.23  畑野町教育委員会スポーツ賞受賞（ソフトテニス団体，陸上個人１名） 

 〃. 5.20 いきいきスクールプロジェクト開始 

 〃. 9. 8  コンピュータ室工事完了 

 〃.11.28  科学研究で県教育長優秀賞受賞 

 7.10.31  JRC緑の少年団焙の放鳥 

 8.10. 2  佐渡地区駅伝大会，２部校の部 女子優勝 

  9. 1.16  資料室窓枠取付工事 

〃. 4.15  いきいきスクール・ステップアップ運動推進事業開始 

〃. 6.19  佐渡地区卓球大会女子団体優勝 

 〃.10. 1  佐渡地区駅伝大会，２部校の部 女子優勝 

〃.10. 6   インターネット開設式 

〃.11.15  創立50周年式典挙行 

10. 6.18 佐渡地区卓球大会女子団体優勝 

 11.10.17 緑の少年団，森・緑・花づくりボランティア県民の集いに県代表発表 

 12. 4.25 チャレンジ21教育推進運動開始 

 13. 4.27 技術室床張り工事完了 

 〃. 6.13 佐渡地区卓球大会男子個人優勝 

 〃. 7.25 非常階段，男子便所改修工事 

 〃.10.20  新潟県緑の百年物語フェスティバルで「にいがた緑の百年物語緑化推進委員会」より感謝状授与 

 14. 3.31  「第１学校林」全て松枯にて伐採し，閉鎖。  

      「教育のもり」整備事業(H15年度～）へ引き継がれる。 

 〃. 5.31 開校55周年記念行事「世阿弥の道を歩く」実施 

 〃. 6. 2  第53回全国植樹祭にて｢平成13年度全日本学校関係緑化コンクール学校林活動の部｣入選 

 〃. 8.26  普通教室棟瓦葺き替え工事完了           

 〃. 8.29  グラウンド改修工事完了 

 15. 2.27  特色ある教育実践校・園の研究 優良賞受賞 

 〃. 3. 2   校歌扁額完成（第１学校林松材仕様） 

〃. 6.11  佐渡地区卓球大会男子団体優勝 

 〃. 7.23  「森林病害虫等防除活動優良コンクール事例全国一席・林野庁長官賞」受賞 

 〃. 9.19  資料室瓦葺き替え工事完了 

 〃.10.18   普通教室棟，体育館，外壁塗装工事完了 

 〃.11.15  第８回新潟県環境賞受賞 

 〃.11.20  新潟県金融広報委員会指定「金銭教育研究会」開催 

 16. 3.  1  市制施行による校名変更 佐渡市立松ヶ崎中学校＜新校名看板除幕式（3／3） 

 〃. 3.29  グラウンド防球フェンス工事完了 

 〃. 6.16   佐渡地区卓球大会男子個人優勝 

 〃. 7. 8  テニスコートを佐渡市消防署前浜分遣所建設用地に提供決定 

 〃.10.13  コカコーラ環境教育賞奨励賞受賞 

 17. 3.30  グラウンドフィールド改修工事及び資料室外壁塗装工事完了 

 〃. 7.17  新潟県カデット卓球大会佐渡地区大会 ダブルス準優勝 

 〃.10.23  第30回｢ごはん・お米とわたし｣作文・図画コンクール作文部門 NST新潟総合テレビ賞 

 〃.10.24  「第47回新潟県よい歯の学校運動」優秀校受賞 

 18. 6.30  佐渡市中学校球技大会 卓球女子団体戦 準優勝 

 〃. 8.23  南佐渡消防署前浜分遣所建設に伴う旧松ヶ崎小学校校門の移設完了 

 〃. 9.29  佐渡市中学校駅伝大会 女子二部校 準優勝 
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 19. 1.16  松ヶ崎中学校テニスコート跡に南佐渡消防署前浜分遣所完成 

〃. 5.16  インド･マニプリ舞踊団交流会（舞踊団15名来校） 

 〃. 9.28  佐渡市中学校駅伝大会 学校対抗 女子二部校 第１位 

 〃.10.20  第35回佐渡地方植樹祭 緑化功労者新潟県知事賞（団体賞） 

 〃.11.17  創立60周年記念事業（記念植樹･祝賀会） 

 〃.11.26  「第49回新潟県よい歯の学校運動」優良賞受賞 

       「税の作文」関東信越国税局長賞 

 20. 5.24  佐渡市中学校陸上大会 ２部校リレー 男女優勝 

 〃. 6. 5  小中連携校保護者説明会開始 

〃. 6.15   全日本学校関係緑化コンクール「学校林活動の部」準特選 

 〃. 9.25  トキ放鳥見学会参加 

 〃.10.22  小中合同コカリナコンサート 

 〃.12.13  新潟県児童生徒科学研究発表会 東北電力賞受賞 

 21. 4.27   第１回小中併設統合準備委員会開始 

 〃. 5.20  佐渡市中学校陸上大会 ２部校リレー 男子優勝 

 〃. 5.28  ゴミ０運動（小倉トンネル～松林童夢，松林童夢のニス塗り作業） 

 〃. 6. 9～10 佐渡市中学校球技大会。卓球女子団体戦 優勝，女子個人戦 優勝 

 〃. 6.26  佐渡西地区学警連より善行表彰（海岸清掃ボランティア） 

 〃. 6.14  トキめき新潟国体炬火リレー参加 

 〃. 9.27  トキめき新潟国体軟式野球観戦（つつじヶ丘公園野球場） 

 〃.11.17  中学生税についての作文コンクール 全国納税貯蓄組合連合会優秀賞 

       作文募集協力校全国納税貯蓄組合連合会長感謝状受領 

  22. 6.17  「第２回佐渡環境大賞」受賞 

   〃.10.17   緑の百年物語１０年記念フェスティバル参加 

 〃.10.21  新潟緑の百年物語推進委員会より緑の募金活動感謝状受領 

  〃.11.16   佐渡税務署より租税教育推進感謝状受領 

 23.11.24  小倉峠トンネル貫通式参加 

 24. 2. 5  松ヶ崎中学校校舎お別れ会，松ヶ崎中の明日を語る会（校舎惜別懇親会） 

  〃. 3.16  魚類標本を新潟大学理学部附属臨海実験所へ譲渡 

 〃. 3.31 松ヶ崎中学校木造校舎最終日・松ヶ崎小学校校地内へ移転 

 〃. 4. 1 松ヶ崎小学校と連携校スタート 

 〃．7.20 松ヶ崎中学校校舎竣工記念式典 

 25．6.13 松林童夢整備作業（ニス塗り） 

〃.11.26 「新潟県よい歯の学校運動」優秀校受賞 

26. 3．1 「佐渡市ほう賞」受賞（学校林の緑化保全活動） 

〃．8.21 全国離島交流中学生野球大会さよならパーティで鬼太鼓披露（中学生全員, 小学生・高校生・保護者協力） 

〃．9.23 新潟県カデット卓球大会１，２年生５名全員出場 

〃.12. 4 法務省人権擁護局長、全国人権擁護委員連合会長より第34回全国人権作文コンテスト感謝状受領 

27. 6.9～10 佐渡市中学校体育大会卓球大会 男子団体戦 優勝,男子個人戦 優勝 

〃．7.25 新潟県中学校体育大会卓球大会 男子個人戦出場（１名） 

〃．9.23 新潟県カデット卓球大会１年1名，２年生全員出場 

〃．12.9 佐渡地区小中高生スピーチコンテスト 最優賞（１名） 

28. 6.7～8 佐渡市中学校体育大会卓球大会 男子個人戦 優勝，準優勝 女子個人戦 準優勝 

〃．7.26 新潟県中学校体育大会卓球大会 男子個人戦出場（２名） 

〃．9.23 新潟県カデット卓球大会１年１名，２年生１名出場 

〃.12. 7 「新潟県よい歯の学校運動」優秀校受賞 

29. 5.28  全日本学校緑化コンクール 学校林活動の部 準特選受賞 

〃．6.6～7 佐渡市中学校体育大会卓球大会 女子個人戦 優勝 

〃．9.16 新潟県カデット卓球大会１年１名，２年生１名出場 

〃.10.14 第２学校林看板設置 

30. 6. 5 佐渡市中学校卓球大会 男子団体戦３位 

〃 9. 1 佐渡国際トライアスロンにおける全校ボランティア活動への感謝状受領 

〃 11. 8 「新潟県よい歯の学校運動」優秀校受賞 
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Ｒ 1. 6.3～4 佐渡市中学校卓球大会 男子団体戦３位,男子個人戦準優勝 女子団体戦３位,女子個人戦準優勝 

〃  9.16  新潟県カデット卓球大会１年２名，２年生２名出場 

2. 2.21   佐渡を美しくする標語 最優秀賞,優秀賞,優良賞受賞 

 


