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学 校 の 沿 革
昭和５５年
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１２月２６日
平成１６年 ２月 ５日

初代校長 中谷 昭弘 着任（１０学級・教員数２１名）
開校式挙行
ＰＴＡ設立総会
体育館こけら落とし（全日本体操選手演技披露）
校舎落成竣工式
加治川中学校教育振興会設立
校旗樹立・校歌制定記念式典
グランド安全祈願祭
プール開き
２代校長 関 良平 着任
体育館観客席新設
３代校長 長谷川 勝 着任
グランド公認検定のため補修工事
バレーボール部 県総合体育大会 ３位
４代校長 瀬野 和男 着任
県バレーボール選抜優勝大会 １位
バレーボール部 県総合体育大会 １位
５代校長 富樫 猛 着任
開校十周年記念式典・祝賀会
中野 宏美 「明るい家庭づくり」作文 県最優秀賞受賞
県社会福祉協議会指定社会福祉研究普及校(～平成5年3月)
バレーボール部 県総合体育大会 ２位
鹿島 孝雄 県ジュニア美術展 版画部門 特賞受賞
科学部 県生物研究発表会 昆虫標本の部 金賞受賞
生徒会 福祉活動として車椅子１台を村社会福祉協議会に贈呈
（以後、体重計・介護用ベッド等贈呈）
６代校長 中山 恭夫 着任
伊藤 孝希 県ジュニア美術展 版画部門 特賞受賞
生徒会福祉委員会へ感謝状（県盲人福祉協会）
生徒会 小さな親切運動実行賞を受賞
藤間 香 全国中学校スキー大会（札幌）出場
７代校長 小松 茂 着任
石井 勝之・菊池 慎司 県科学研究発表会 県知事賞受賞
吉田 瑞穂 陸上 女子走高跳 北信越総合体育大会 １位
吉田 瑞穂 陸上 女子走高跳 ジュニアオリンピック２位
生徒会 建設省新潟国道工事事務所より道路愛護功労の感謝状
水澤 晶子 新潟ｲﾘﾉｲ友好記念ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ優秀賞受賞
菊池 綾子 県ジュニア美術展 デザイン部門 優秀賞受賞
山口 真実 県ジュニア美術展 絵画部門 優秀賞受賞
白勢 俊弥 陸上 男子砲丸投 北信越総合体育大会 １位
渡辺
潤 陸上 男子110mH 北信越総合体育大会 ２位
開校二十周年記念式典・祝賀会
櫛形山脈縦走登山実施
８代校長 相澤 健蔵 着任
星 幸紀 陸上 １年走高跳 ジュニアオリンピック出場
飯沼なつみ 県ジュニア美術展 絵画部門 優秀賞受賞
生徒会

福祉品として介護用ベンチベット１台を村社会福祉協議会に贈呈

９代校長
星 幸紀
星 幸紀
星 幸紀
星 幸紀
内山

五十嵐憲夫 着任
陸上 男子走高跳
陸上 男子走高跳
陸上 男子走高跳
陸上 ３年走高跳

亮・佐藤直也

生徒会

通信陸上競技大会 １位
北信越総合体育大会 １位
全国中学校陸上大会 ５位
ジュニアオリンピック出場

ジュニアオリンピック全国バレーボール選抜大会出場

福祉品として風呂用カーテン・暖簾を村社会福祉協議会に贈呈

８月 ５日
２月１６日
４月
７月１５日
８月 ４日
１０月２８日
平成１８年 ２月１５日
２月１５日
４月 １日
４月
７月２１日
１０月２８日
平成１７年

長谷川雪絵 陸上 四種競技 北信越総合体育大会 ３位
生徒会 福祉品として浴室用シャワーカーテン一式をさくら苑に贈呈
県中１ギャップ解消実践研究校（～平成１８年３月）
菊池 秀樹 陸上 １年100ｍ 通信陸上競技大会 １位
菊池 秀樹 陸上 １年100ｍ 北信越総合体育大会 ２位
菊池 秀樹 陸上 １年100ｍ ジュニアオリンピック出場
美術部 交通安全ポスターコンクール 最優秀学校賞受賞
生徒会 福祉品として車椅子１台をさくら苑に贈呈
１０代校長 丸山 雅人 着任
文部科学省委嘱「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」モデル地域事業

菊池 秀樹 陸上 ２年100ｍ 通信陸上競技大会 １位
菊池 秀樹 陸上 男子リレー（県選抜）ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場
佐久間大和 陸上 ２年走幅跳 ジュニアオリンピック出場
１２月 ９日 澁谷
舞 県ジュニア美術展 特賞受賞
小坂 晴菜 県ジュニア美術展 優秀賞受賞
１２月１０日 新潟県アンサンブルコンテスト 木管打楽器八重奏金賞受賞
平成１９年 １月 ５日 海田 佑馬 新潟教育アート展 グランプリ受賞
２月１４日 生徒会 福祉品としてテーブル１台をさくら苑に贈呈
７月１３日 菊池 秀樹 陸上 ３年100ｍ 通信陸上競技大会 １位
７月26,27日 菊池 秀樹 陸上 男子100ｍ,200ｍ 県総合体育大会 １位
８月 ７日 菊池 秀樹 陸上 ３年100ｍ 北信越総合体育大会 １位
８月２２日 菊池 秀樹 陸上 男子200ｍ 全国中学校陸上大会 ７位
１０月２８日 菊池 秀樹 陸上 男子200ｍ ジュニアオリンピック出場
１１月１５日 髙澤 美穂 税に関する標語 関東信越国税局長賞受賞
１１月２３日 井上 洸一 高円宮杯全日本中学校英語弁論大会出場
平成２０年 ２月１３日 生徒会 福祉品として車椅子１台をさくら苑に贈呈
１２月
斎藤 結子 県ジュニア美術展 特賞受賞
平成２１年１２月
髙橋 尚美 県ジュニア美術展 特賞受賞
平成２２年 ４月 １日 １１代校長 高橋 勝吾 着任
９月２４日 全校登山遠足（大峰山）
平成２３年 １月１９日 全校スキー教室（ニノックススキー場）
７月26,27日 佐藤 千夏 陸上 走り高跳び 県総合体育大会 ５位
１０月２０日 桜加祭（作品展示会、合唱コンクール）
平成２４年 ４月 １日 １２代校長 長谷川 覚 着任
６月２１日 体育館耐震補強工事
平成２５年 ４月３０日 プール解体工事
６月 ７日 武道場新設工事
６月１１日 校舎耐震補強大規模改修工事
８月３１日 校舎耐震補強大規模改修工事完了
１２月１９日 武道場完成
平成２６年 ６月１６日 全校ボランティア(加治川地区公民館、加治川地区体育館)
平成２７年 ２月１０日 未来の加治川中を考える会～For the future of Kajikawa～
４月 １日 １３代校長 土屋 和也 着任

