
 

 弥彦中学校だより 
第５号 令和３年７月 26日発行  

                                 

＜１学期終業式 校長講話＞ 
                         校長 河井 昌之 

 
 先週、東京オリンピックが開幕しました。新型ウイルスの感染が広

がっている中でのオリンピックの開催については、様々な意見があり
ますが、予定通り 23 日に開会式が行われました。弥彦村でも、６月５

日に聖火リレーが行われ、学校を代表して、生徒会長と副会長がセレ
モニーに参加しました。 

オリンピックに出場するアスリートは、これまで多くの苦労や困難を乗り越えてきていま
す。本人の努力だけでなく、選手を支える周りの人たちの力も大きかったのではないでしょ

うか。様々な思いをもって頑張っている選手を、心から応援したいと思います。また一方で
は、選手が安心して競技に打ち込めるように頑張っている大会関係者がいます。多くの人の

努力があって運営されているオリンピックであることも忘れてはいけないとも思っています。
きっと、東京オリンピックでも多くの感動が生まれることでしょう。 

 
 さて、全校のみなさん、１学期の生活はどうだったでしょうか。私が１学期のみなさんの

活動を見て感じたことを話したいと思います。 
１年生は、５月に校外学習がありました。班員が協力して、全員が安全に活動することが

できました。６月には初めてのテストを経験し、勉強の大変さも分かったと思います。１年
生のみなさんは、いつも大きく明るい声で挨拶ができていて、とても感心しています。学年

のすばらしい長所として、これからも是非続けてください。 
２年生は、先輩としての自覚が表れてきたと思います。５月の上級学校訪問と新潟市探索

では、多少のハプニングがあったものの、全員が無事に活動を終えることができました。２
年生は、とてもまとまりのある学年だと思っています。部活動では、３年生が引退した部も

あります。これから２年生が中心となって、まとまりのある新チームを作り上げてください。 
３年生は、部活動の大会やコンクールに向けて、精一杯努力する姿が見えました。１，２

年生が応援に行くことができなかった部活動もありましたが、３年間の思いを発揮すること
ができた人が多かったと思います。部活動が一段落した人が多いですが、今度は自分の進路

についてしっかりと考えてください。また、２学期は、体育祭や合唱コンクールがあります。
今年も新型ウイルス対応で、思うように活動できないこともありますが、3 年生の力を結集

して、みなさんがまた新しい弥彦中の伝統を創り上げてください。 
 

今年は昨年より長い夏休みになります。皆さんは、今年の夏休みにどんなことをしたいと
思っていますか。学習を頑張りたい人、部活動を頑張りたい人、趣味の時間をたくさんつく

りたい人。どんなことでもよいので、この夏休みに頑張ろうと思うことを決めて取り組んで
みてください。普段できないことに挑戦してみることもよいでしょう。１つのことを毎日続

けるということもよいと思います。ただ何となく時間を過ごしている
のは勿体ないです。充実した時間を過ごせるといいですね。 

夏休み中、何か困ったことや相談したいことがあったら、休み中も
先生たちは学校に来ているので、遠慮なく学校に連絡をしてください。 

それでは、有意義な夏休みになることを願っています。 

 



地区大会の結果 
全校生徒による激励会で士気を高めた生徒たち。日頃の練習の成果を発揮し、自己ベスト

や勝利を目指し試合に挑みました。大会では、自分を奮い立たたせ、相手を圧倒する気迫と

チームワークで、最後まで諦めず戦う弥中生の姿を見せてくれました。 

部活名 結    果 

陸上競技 ＜男子＞ 

１００Ｍ  １２秒２３ 丸山（通信県大会１年標準記録突破） 

１３秒２５ 村井 

 ２００Ｍ  ２５秒０８ 丸山、２８秒４９ 市川 

 ４００Ｍ  １分１２秒０４ 寺岸 

 ８００Ｍ  ２分１８秒２１ 風間、２分２７秒４８ 宍倉 

１５００Ｍ  ４分３１秒１１ 立川、４分５３秒０３ 風間 

３０００Ｍ  ９分４３秒３７ 立川（県大会出場・通信県大会標準記録突破） 

  走幅跳  市川、村井    砲丸投  廣澤 

＜女子＞ 

 １００Ｍ  １４秒４９ 小出、１５秒４１ 田中 

 ２００Ｍ  ２９秒０２ 小出、３０秒７２ 大倉 

 ８００Ｍ  ２分３６秒５８ 渡邊、２分４０秒４８ 池田 

１５００Ｍ  ５分３３秒９７ 池田、５分３４秒８１ 渡邊 

  砲丸投  柄澤  

 

 

 

 

 

 

 

野球 【１試合目】        ｖｓ 青葉台中 ４－０  勝ち 

【準決勝】        ｖｓ 吉田中  ０－11  負け 

 

 

 

 

 

 

バスケットボール ＜トーナメント＞ 

1回戦 ｖｓ 三条第二中  38－72 負け 

 

 

 

 

 

 

 



ソフトテニス 

（男子） 

＜団 体＞ 結果  3位 

【予選リーグ】   ｖｓ 見附  3－0 勝ち      ｖｓ 分水  2－1 勝ち 

【１位リーグ】   ｖｓ 見附西 1－2 負け      ｖｓ 燕   0－3 負け 

＜個 人＞ 

２位 近山・大久保ペア     3位 笠原・鈴木ペア   5位 渡邊・桑原ペア 

 

 

 

 

 

 

ソフトテニス 

（女子） 

＜団体＞  

【１次リーグ】 ｖｓ 若宮中 ２－１ 勝ち     ｖｓ 吉田中 １－２ 負け（リーグ２位） 

【順位決定戦】 ｖｓ 分水中 ０－２ 負け（２日目に進出ならず） 

＜個 人＞ 

全てのペアが２回戦までに敗退（２日目に進出ならず） 

 

 

 

 

 

 

 

バレーボール ＜トーナメント＞ 

１回戦  ｖｓ 大和中 ２－０ 勝ち    ２回戦  ｖｓ 大崎学園 ２－０ 勝ち 

準決勝   ｖｓ 寺泊中 ２－１ 勝ち    決  勝  ｖｓ 江陽中  ０－２ 負け 

 

 

 

 

 

 

 

卓球（男子） 【団体】北ブロック予選リーグ  

ｖｓ  葵中      ３－１ 勝ち 

   ｖｓ  三条第一中 ０－３ 負け   予選リーグ２位（予選敗退） 

【個人】北ブロックトーナメント 

    ベスト１６ 西明 長谷川（地区代表決定戦進出も１回戦敗退） 

    ベスト３２ 齋藤 

    ２回戦敗退 増田 治田 

    １回戦敗退 芦田 幸田 

 

 

 

 

 

 



 

下越地区吹奏楽コンクール・県大会の結果 
吹奏楽 銀賞（第六の幸福をもたらす宿） 

 

 

 

 

バレーボール ＜トーナメント＞ 

１回戦  ｖｓ 乙中  ０－２ 負け 

柔道 ＜個人＞ 男子 66kg級 

 橋本  準優勝（北信越大会出場） 

８月の主な行事予定 

夏季休業中の学校閉庁日 ８月１０日（火）～８月１６日（月）の５日間緊急時の連絡先 

弥彦村教育委員会：９４ｰ１０２１     役場宿直室９４ｰ３１３１（夜間・休日） 

卓球（女子） 【団体】北ブロック予選リーグ  

ｖｓ 栄中    ２－３ 負け     ｖｓ 若宮中   ０－３ 負 

   ｖｓ 分水中   ２－３ 負け     予選リーグ４位（予選敗退） 

【個人】北ブロックトーナメント 

      ３回戦敗退 鈴木（ブロック代表決定戦も２回戦敗退） 

      ２回戦敗退 小林 永田 稲葉 馬場 

      １回戦敗退 品田 小林 丸山 

北ブロックＢトーナメント 

      １回戦敗退 丸山  

 

 

 

 

 

 

柔道 ＜個人＞ 男子 66kg級 

 深澤  準決勝敗退 

 橋本  優勝 

 

 

 

 

 

 

日（曜日） 行   事 日（曜日） 行 事 

２日（月） 期末保護者会④ 25 日（水） ２学期始業式 

４日（水） 夏季学習会（～６日） 26 日（木） 専門委員会（臨時） 

18 日（水） ２学年ふるさとワーク（～20 日） 27 日（金） 定期テスト前放課後活動停止（～９/２） 

24 日（火） ３学年単元別テスト 30 日（月） 質問教室（～31 日） 


