
通学方法

代表 ○○ ○○○

起床 起床

通学に関するFAQ これまでにいただいたご質問について

【明峰中学校校章】
・学校から望む山々が陽を受け輝く姿をイメージして、北アルプスの大自然
のもとで明るく楽しく学ぶことができる中学校を表現しています。

【校名の意味、込められた願い】
・学校から望む北アルプスの峰々から陽が昇る景色は“明るく気高く美しい
山々の姿”です。
・生徒には「人生を明るく、気高く歩んで欲しい」との願いが込められています。

明峰中学校の生徒会活動に関する協議会
（R1.8.5 あこや～の）

宇奈月中学校・桜井中学校バドミントン部に
よる合同部活動（R1.8.28宇奈月中学校）

宇奈月中学校・桜井中学校合同での
宿泊学習（R1.5.7-8 国立能登青少年の家）

■ 「明峰中学校」開校までのスケジュール・動き ■
令和１年１１月中旬 新中学校概要説明会（11/9 宇奈月小学校、11/12宇奈月中学校）
令和２年 ２月 頃 新中学校ガイダンス（新２・３年生）、入学説明会（新１年生）
令和２年３月１５日 閉校式（桜井中学校、宇奈月中学校）
令和２年４月 ６日 開校式（明峰中学校）
令和２年４月 ７日 入学式（明峰中学校）

１．通学区分 学校から概ね４Kｍ以上の地域を「電車・スクー
ルバス通学」地域として設定します（地理的境界
として「旧宇奈月町境界線」を設定）。

２．電車・スクールバス

通学の自宅から駅・バ

ス停までの移動

生徒は、自宅から最寄りの駅又は指定バス停まで
徒歩で移動します。

Q１ 自宅から駅まで1km以上あるの

で、自宅から駅まで自転車で移動

してもよいですか。

A. 2km以内の移動は、安全上徒歩通学としていることや、各駅やバス停に通学用

の自転車駐車場の設置・運営が現実的に難しいことから、駅やバス停までは徒歩

により移動をお願いします。

Q２ その日の都合で、電車・スクー

ルバスではなくて自転車通学して

もよいのですか？

A. 自転車通学をする生徒数に応じた駐輪場整備と同時に、バスの配備も行って

いますので、予め定められた通学手段での通学をお願いします。

１４

☛旧桜井中学校エリアの通学方法に変更がないため、ここでは、主に旧宇奈月中学校エリアの

通学方法について記載しています。
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明峰中

黒部市立明峰中学校
めいほう

３．スクールバス（愛本方面）の運行頻度 登校は１便、下校は２便（「授業終了後」と「部活動終了後」）運行します。ス
クールバスの運行時間に配慮しながら、授業や部活動を実施します。

４．スクールバスの土日の部活動

実施日の運行

午前・午後の部活動の開始時間・終了時間にあわせて、スクールバスを運行します。

５．電車・スクールバスに乗り遅れ

た場合の対応

電車・スクールバスは定時に出発します。生徒には、朝余裕をもって自宅を出るよ
う、各家庭でご指導ください。万が一、電車・スクールバスに乗り遅れた場合は、
各家庭でご対応をお願いします。

【スクールバス通学】

愛本地区はスクールバス
通学の区域となります。

黒部市立「明峰中学校」の概要
宇奈月中学校と桜井中学校との統合よる

■地鉄電車及びスクールバスダイヤ（登校時）

地鉄電車 バス

宇奈月温泉駅 発 7:14

音沢駅 〃 7:19

内山駅 〃 7:21

愛本駅 〃 7:23

下立駅 〃 7:25 愛本新下区公民館 発 7:25

下立口駅 〃 7:26 愛本新中区公民館 〃 7:28

浦山駅 〃 7:30 愛本停留所（旧農協） 〃 7:30

栃屋駅 〃 7:32 ↓

荻生駅 着 7:40 ↓

↓ ↓

明峰中 着 7:45 明峰中 着 7:55

※地鉄電車は現在の平
日ダイヤによるものです。

※スクールバスのダイヤ
については、下校便（２
便）を含め現在調整中で
あり、３学期に開催予定
の入学説明会・新中学校
ガイダンス等において、
改めて説明します。

「 生きる力 学びの、その先へ （新学習指導要領目標） 」
学校で学んだことが、子供たちの「生きる力」となって、明日に、そしてその先の人生につながってほしい。これから
の社会が、どんなに変化して予測困難になっても、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞ
れに思い描く幸せを実現してほしい。そして、明るい未来を、共に創っていきたい。2020年度から始まる新しい「学習
指導要領」には、そうした願いが込められています。



日課（予定）

開設予定の部活動

代表 ○○ ○○○

起床

学校生活

主な年間行事計画（予定）

4月 ６月 ７月

８月 ９月 10月 11月

12月 １月 ２月 ３月

野球部
（男女）

陸上競技部
（男女）

サッカー部
（男女）

男子
ソフトテニス部

女子
ソフトテニス部

男子
バドミントン部

女子
バドミントン部

男子
バレーボール部

女子
バレーボール部

男子
バスケットボール部

女子
バスケットボール部

男子
卓球部

女子
卓球部

柔道部
（男女）

剣道部
（男女）

アーチェリー部
（男女）

吹奏楽部
（男女）

美術部
（男女）

放送・演劇部
（男女）

茶道部
（男女）

校時 時間 授業等のイメージ

登校 8：10

めあての時間 8：10～8：20

朝学習 8：20～8：35

１時限 8：40～9：30

２時限 9：40～10：30

３時限 10：40～11：30

４時限 11：40～12：30

給食 12：30～13：05

休憩 13：05～13：25

清掃 13：25～13：35

５時限 13：40～14：30

６時限 14：40～15：30

まとめの時間 15：35～15：50

部活動
～18：00（夏季下校時間）

～17：30（冬季下校時間）

【男子制服】

・黒色の詰襟学生服（標準学生服）を着用します。

・学生服の下は白色のカッターシャツを着用します。

・夏季は学生服のズボンに白色のカッターシャツ

（長袖・半袖）を着用します。

【女子制服】

・紺色のセーラー服にリボンを着用します。

・夏季はスカートに夏用セーラー服（長袖・半袖）を

着用します。

【体操服（男女共通）】

・学校指定の体操服を使用します。

（長袖トレシャツ、トレパン、半袖シャツ、クォーターパンツ）

男子制服と女子制服のスカートは、現在の桜井中学校・

宇奈月中学校のものと同じです。

探 究 は 終 わ ら な い

下記の常設部のほか、「特設部」として、水泳部、スキー部、駅伝部を設置する予定です。

アルミ缶回収、
クリーン作戦

宿泊学習、遠足、
修学旅行、中間考査

５月

終業式、県大会

14歳の挑戦、
中間考査

生徒会役員選挙、終業式

３年生を送る会、
学年末考査 卒業式、修了式

学年集会

毎日バランスの
取れた給食が
給食センター
から届きます

授業風景 保健体育 技術・家庭

清掃

理科 音楽 図書室

合唱コンクール、
進路説明会、期末考査

始業式、書初め大会

始業式、入学式
期末考査
新川地区大会

３２

※イメージ

朝の登校 部活動壮行会 パソコン教室

始業式、体育大会


