
第1回 1961年
昭和36年度

学校の沿革

0401竜ヶ崎中学校の一部と馴柴中学校の統
合 により,竜ヶ崎市立愛宕中学校誕生

0525馴 柴教場2年生江の島・鎌倉遠足
0526竜ヶ崎教場2年生江の島・鎌倉遠足
0713竜 ヶ崎・馴柴教場3年生日光修学旅行
1104新校舎建設のため勝田自衛隊による

愛宕山敷地の整地開始。昼夜兼行で
11/28整地完了

昭和23年 4月 ～昭和24年 3月

生まれの方々が入学
(1948年～1949年 )

●竜ヶ崎・大宮・馴柴・長戸・八原の5中 学
を愛宕・城南の2校に統合,両校舎の建

設を開始
●青年研修所建設
●竜ヶ崎市外6カ 町村で隔離病舎建設
―――――Eヨ 本国――――――

○総理大臣 59代 池田隼人
○横浜のマリンタワーが完成する
○大相撲初場所で,大関柏戸が13勝2敗で

初優勝する

初代 羽田徹校長
昭和36年 4月 ～昭和41年 3月

iO学校の歩み                                            :

||ダ習淵醒最軋賦言驚 鶏翫層墓贈ケ落:晶蹂轟魏墓飼斃跳戯 魂 |

ilつ 隔てて併立していました。そして,馴柴地区には愛宕中周1柴教場 (今の愛国学園高校の敷地内)があり,当 時の生徒 i

l数は,竜ヶ崎教場と馴柴教場合わせて1,115人でした。                           |

当時の馴柴教場

馴柴中の校章

当時の竜ヶ崎教場

生徒総会の様子 卓球部

馴柴教場職員・PttA役 員
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第2回 1962年
昭和37年度

昭和24年 4月 ～昭和25年 3月

生まれの方々が入学
(1949年～1950年 )

―――――青ロケ
"奇

〒F――――                             ｀
ヽ

●竜ヶ崎市消防署設置
●交通安全都市を宣言
●竜ヶ崎市外5カ 町村による県南水道組合を設立

●上水道の建設計画に着手
――――一日ズヽ国――――――

○総理大臣 59代 池田隼人

○テレビ受信契約者数が1000万を突破する
○常磐線三河島駅で貨物列車と旅客列車の二重衝突

事故が起る
○東京一大阪間のカラーテレビの中継が始まる

○全国高校野球選手権大会で作新学院が優勝し,

初の春夏連続優勝を成し遂げる        ′

1愛宕神社のある市民の憩いの場所で,椎の古木と樹齢数百年を数える松の巨木が亭々と立ち並び,この

i台地から竜ヶ崎の町並みが一望され,果てしなく続く田園風景など心休まる景勝の地に新校舎の建設が決

|ま り,昭和38年 ,愛宕中竜ヶ崎教場の生徒が新校舎に移転しました。また,校舎の敷地と運動場の高低差

iがあるため中段運動場が整備され,創立記念日を11月 4日 に決定されたのもこの年でした。

学校の沿革

0606竜ヶ崎教場1年生水戸・大洗・

原研遠足,馴柴教場香取・銚子遠足
0614両教場3年生日光修学旅行
0703両教場2年生潮来・鹿島遠足
0723愛 宕山新校舎第1期工事完了
0328新校舎移転完了

当時の授業風景
造成前の愛宕山の風景

生徒達が造成作業を見学している様子 造成作業の風景

地鎮祭の様子

自衛隊への謝辞

10学秩0歩み
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第 3回  1963年

昭和38年度

昭和25年 4月 ～昭和26年 3月

生まれの方々が入学
(1950年 ～1951年 )

学校の沿革

0510両教場 1年生狭山湖遠足
0702両 教場3年生日光修学旅行
0709両教場2年生長瀞遠足
0909ミ ルク給食開始
1017運動場整地開始。校舎の敷地 と高低差

があり過ぎるので中段運動場を作る
1104創立記念日と定める
0326馴 柴教場の荷物移動 ′lヽ型トラックなど

保護者による奉仕で行われる

社会の動き
―――――青目4π山奇〒F――――

●城南・愛宕中第 1・ 第2期 工事完了
●統合中学校第3期 工事に着手
●塵芥処理場の建設開始
―――――Fヨ フト[国――――――

○総理大臣 60代 池田隼人
○国産テレビアニメ第1号 ,手塚治虫作
「鉄腕アトム」がフジテレビから放映される

○大鵬が初の6場所連続優勝を成し遂げる
○黒部渓谷に7年の難工事だつた黒四ダム

が完成する
○茨城県の筑波山麓を「新官庁都市」にする
ことが閣議了承される

iO学校の歩み                           ~~~~~一 一 一

1 昭和39年 ,愛宕中馴柴教場の生徒が新校舎に移転し,昭和40年には八原中学校が愛岩中に統合 |

!され,生徒数1,099人の県下有数の大規模校になりました。                  !

新校舎 管理棟

体育館

昭和38年体育館の予定地での体育祭

県萌大会優勝 〈昭1038年 7月 31日 )



第 4回  1964年

昭和39年度

昭和26年 4月 ～昭和27年 3月

生まれの方々が入学
(1951年～1952年 )

社会の動き
′

´ ~~~~1    .~~~~

―――――青ロケ崎市――――

●塵芥処理場完成
●東京オリンピック柔道で郷土出身

岡野功選手が中量級で優勝

― 一 日本国――――
○総理大臣 61代 佐藤榮作
○東海道新幹線が開業する
○東京オリンピック(第 18回オリンピック)

開会式が行われる
○女子バレーボールで東洋の魔女と言われ

た日本チームが金メダルを獲得

学校の沿革

0406竜ヶ崎・馴柴教場の合併した記念すべき始
業式が挙行される

05242年生江の島・鎌倉修学旅行
06191年生水郷修学旅行
06303年生日光方面修学旅行(本年より初めて

二泊三日となる)

0707 NHKテレビ愛宕山で本校生徒の「農村とサ
ラリーマン」青空討論会録画取材

0927新運動場完成 東京オリンピック大会記念
の大運動会開催

東京オリンピンク記念蓬動会 (昭和39年 )

体育祭

鼓笛隊

第5回 1965年
昭和40年度

昭和27年 4月 ～昭和28年 3月

生まれの方々が入学
(1952年～1953年 )

社会の動き
´

~~~~~―

―――――青冒4万山奇〒F――――

●し尿処理場完成
●流通経済大学開校
●愛国学園女子短期大学付属龍ケ崎高など
学校開校

●国勢調査人口34,917人
一――――

[ヨ 本国――――――

○総理大臣 61代 佐藤榮作
○国鉄みどりの窓口が開業する
○朝永振―郎のノーベル物理学賞が決まる
○日本テレビが「1lPM」 の放送を開始する

、○南極の昭和基地が4年ぶりに再開される

学校の沿革

0401八原中学校が本校に統合される
05231年生鹿島・香取・銚子方面修学旅行
0527暴風雨のため,裏庭上段崖が大崩落
05292年生江の島・鎌倉方面修学旅行
06063年 生日光方面修学旅行
0725全 日本放送陸上協議会で

県新記録(3年女子 )

0824県 総合体育大会で水泳部多数入賞
総合成績で優勝

0902男 子生徒の頭髪丸刈り実施

頭髪丸刈り
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