
 加茂市立加茂中学校 学校だより 
 

 彩光  ～共創 進化 尊重～ 

令和３年７月２日 第４号 

今年度の加茂中学校学校だよりのタイトルを
「彩光(さいこう)」にしました。これは，今
年度の加茂中学校 生徒会スローガンでもあ
ります。創立 74 年，スローガンにあるよう
に，生徒一人一人の個性が集まった加茂中学
校が鮮やかに輝き，日々進化し続けていくと
いう意気込みをタイトルにしました。 

丁寧に 果敢に 一生懸命に ～中越地区大会～ 
６月１５日(火)・１６日(水)，２３日(水)・２４日(木)に，中越地区大会が行われました。どの部も

積み重ねた練習の成果を発揮し，丁寧に，果敢に，そして，決してあきらめず，最後の最後まで粘り強

くプレーしました。加茂中生の「一生懸命のかっこよさ」が輝きました。陸上部・ソフトテニス部・体

操部・水泳部が，新潟県総合体育大会(県大会)の出場権を獲得しました。 

熱走！チームの勢いそのままに ～陸上部～ 
  春から部員の自己ベスト更新が続く陸上部。チームの勢いそのままに， 

中越地区大会でも熱走，３年生の二冠をはじめ，３種目で県大会出場権 

を獲得しました。また，３選手が県通信陸上競技大会に出場します。 

  男子 100m 16位 ３年生  
800m １位 ３年生  県大会出場権獲得 

1500m １位 ３年生   県大会出場権獲得  
110mH 13位 ３年生  県大会出場権獲得 
4×100mリレー19位 ３年生・３年生・３年生・２年生 

  女子 四種競技 15位 ３年生 

＊県通信陸上競技大会には，３選手が出場します。  

全員野球 大きく成長もあと一歩 ～野球部～ 

  野球部は，守備では集中して守る，攻撃では絶えず次の塁を狙う，全員野球で一時は逆転し，リード

を奪いました。後半に再逆転されて，惜しくも敗れましたが，チームの大きな成長を感じました。 

    １回戦 加茂中３－６見附南中   

 
 

 
 

激戦を制し 県大会出場権を獲得 ～ソフトテニス部～ 

  ソフトテニス部は，団体戦で，県大会出場をかけて，十日町南中と対戦しました。チームで励まし合

い，果敢に攻めていきました。苦しい展開も切り抜け，個人戦とともに県大会出場権を獲得しました。 

   団体戦 ５位 １回戦 加茂中③－０今町中 

          ２回戦 加茂中②－０長岡大島中 

                   準々決勝 加茂中０－②長岡東中 

          県大会出場決定戦 加茂中②－０十日町南中  
県大会出場権獲得 

   個人戦 ５位 ３年生・２年生  県大会出場権獲得 

さいこう 

 

 

全力で走りきる 
最後まで全力疾走する３年生 

全員で守る 
声をかけ合い丁寧に守る 

 

５位 ２年生・２年生  県大会出場権獲得 

 

喜びを分かち合う 
チームプレーでポイント 



必死の追い上げも わずかに及ばず～バスケットボール部～ 

  バスケットボール部は，前半に大きくリードされてしまいましたが， 

後半，ベンチも一体となって，一進一退の攻防を続けました。常にゴ 

ールを狙う姿勢を崩さず，ゲーム終盤は激しく追い上げました。 

   １回戦 加茂中４２－５６三条大島中 

 

 

充実と悔しさ 基本とまとまりで勝負 ～バレーボール部～ 

  バレーボール部は，今大会でも，基本とまとまりを大切にしたプレ 

ーを続けました。試合終了後の涙が，１年間の部活動の充実と敗戦 

の悔しさ，３年生のがんばりと２年生の決意を物語っていました。 

  予選リーグ惜敗 加茂中０－②三条二中  

加茂中０－②分水中 

粘り強く 力強く 全力で泳ぎ切る  ～水泳部～ 

  水泳部は，全種目で，スタートからゴールまで，力強く，そして， 

粘り強く，泳ぎ切りました。接戦を制し，３種目で県大会出場権を 

獲得しました。 

  男子 ３年生 50m自由形10位 県大会出場権獲得 

              100mバタフライ11位 

     ２年生 100m平泳ぎ 11位 200m平泳ぎ 11位  

  女子 １年生 100m平泳ぎ 10位 県大会出場権獲得  

200m 平泳ぎ10位 県大会出場権獲得 

冷静さと果敢さ 大舞台で力を発揮  ～体操部～ 

  体操部は，大舞台で，日々の練習の成果を発揮しました。心を落ち着けて， 

かつ果敢に４種目の演技を続けました。２位，３位となり，県大会出場権を 

獲得しました。 

  ３年生 個人総合２位 県大会出場権獲得 

跳馬・平均台・ゆか２位  段違い平行棒３位 

  ２年生 個人総合３位 県大会出場権獲得 

段違い平行棒２位  跳馬・平均台・ゆか３位 

 

大きな勇気 思い切って挑む  ～柔道～ 

  柔道個人戦には，１年生が出場しました。１回戦に勝利し，２回戦へ。 

「勝っても負けても思い切ってやってきます!」，強敵を相手に，大きな勇気 

をもって，思い切って挑みました。 

 

 

最後まであきらめない 
粘り強く守って反撃へ 

 

 

 

挑 む 
投げを打つ1年生 

打ち切る 
つないでつないでスパイク！ 

タイムを削る 
ラストスパートをする３年生 

落ち着いて果敢に 
思い切って演技する(跳馬より) 

 １年生 60kg級 ２回戦 惜敗 

 



高い集中力  丁寧に演技  ～新体操～ 

新体操個人戦には，１年生が出場しました。演技前の練習から 

集中して取り組みました。本番では，丁寧な演技を繰り返し，７位 

入賞を果たしました。 

  １年生 個人総合７位  リボン６位 クラブ７位 

  

 

 

 

 

 

 

新潟県総合体育大会・全日本中学校通信陸上新潟大会での加茂中生の活躍を期待しています 
 

○新潟県総合体育大会(県大会) 水泳以外 7/17(土)・18(日)  水泳 7/24(土)・25(日) 

種 目 会 場 出場権獲得選手・種目 

陸上部 五十公野公園陸上競技場 800m 1500m  ３年生 
110mH     ３年生 

ソフトテニス部 長岡市営希望ヶ丘テニス場 ○団体戦  
○個人戦 ３年生・２年生 
      ２年生・２年生  

水泳部 ダイエープロビスフェニッ
クスプール 

男子 50m自由形     ３年生 
女子 100m・200m平泳ぎ １年生 

体操部 上越市大潟体操アリーナ ３年生 ２年生 
 
○全日本中学校通信陸上新潟大会(通信陸上大会) 7/2(金) 、7/3（土） 

陸上部 デンカビックスワンスタジ

アム 

２年100m ２年生 
３年100m ３年生 
共通800m・共通 1500m  ３年生 

 

加茂中生の活躍紹介 
 
〇春季南区スポーツ大会ソフトテニス大会(6/13) 
 ２位 ２年生・２年生  ベスト16 ３年生・２年生  

 
７月・８月の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中して 丁寧に 
６位入賞のリボンの演技 

７月１日(木) 地域貢献活動(加茂川清掃，１年生) 
職場体験学習(２年生，～7/2金) 
高校説明会(３年生) 

   ２日(金) 通信陸上競技大会 
５日(月) 確認テスト(３年生) 
６日(火) スクールカウンセラー来校日 
７日(水)～９日(金) 期末保護者会 
７日(水) 思春期教室(２年生) 

租税教室(３年生)  部活動休止日 
８日(木) 思春期教室(３年生) 
         合同トレーニング(１，２年運動部) 
９日(金) 歯肉炎予防教室(１年生)  

食育講話(３年生) 

 １２日(月) 県大会・吹奏楽コンクール激励会 
１３日(火) 評議会 

 １４日(水) 専門委員会 部活動休止日 
       シトラスリボンづくり 
 １６日(金) 生徒会朝会 
 １７日(土) ～１８日(日) 県総合体育大会 

中越地区吹奏楽コンクール 
  １９日(月) 職員会議 部活動休止日  
２１日(水) １学期終業式 部活動休止日 
２２日(木) 夏季休業（～8/26木） 

８月２７日(金) ２学期始業式 
＊夏季休業中の主な予定につきましては，次号でお
知らせいたします。 

 

 

各部のがんばりを堂々と発表 
中越地区大会報告会(6/28月)では，各部の部長が各部の
がんばりを堂々と発表しました。各部とも，部長の好リ
ードもすばらしかったです。 



生徒会活動にＫＣＡの方々が参加しました  
生徒会で行っている「あいさつ運動」と「シトラスリボンづくり」にＫＣＡ(加茂中学校・コミュニ

ティ・アソシエーション)の方々が参加しました。これらは，５月２７日(木)に実施された第１回ＫＣ

Ａで，生徒とＫＣＡの方々がともに活動しようという発案が実現した活動です。和やかでさわやかな

雰囲気の中で活動が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「“届けよう 服の力”プロジェクト」～‘夢’講演会～ 
６月１８日(金)，講師にユニクロ燕三条店 店長 様をお迎えし，‛夢’講演会を行いました。「命を守

る」「自分の個性を表現する」という服の力や着なくなった子ども服を難民に届ける「”届けよう、服

の力”プロジェクト」等について，お話をいただきました。講師の方は，「加茂中学校の生徒は目を見

て話を聞いていました。真剣に考えて意見を述べるとともに，積極的に質問してくれました。」と感想

を述べてくださいました。生徒会では，今後，着なくなった子ども服を回収する活動に取り組んでい

きます。皆様もご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〇保護者・地域の皆様へ  中越地区大会でも，新型ウイルスの影響で会場に入れなかった競技も含めて，たくさんの
保護者の方々，地域の方々から，励ましをいただきました。皆さんの温かい励ましが，生徒に大きな勇気をもたらし
ています。また，選手激励会にも，たくさんの方々が足を運んでくださっていました。ありがとうございます。本格
的な夏を迎えました。お子様が良い体調で過ごせますよう，今後ともよろしくお願いいたします。 

  

「おはようございます！」 
「あいさつ運動」（6/11金）では，さわや
かなあいさつが生徒玄関に響きました。 

「ここに通すの？なるほど！」 
「シトラスリボンづくり」(6/21月)は，
ＫＣＡの方々が生徒に作り方を教わりな
がらにリボンを作るなど，和やかな雰囲
気の中で活動が行われました。今回は，
シトラスリボン100個が西宮保育園に寄
贈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


