
学校の沿革  

 

昭和 22 年５月    三川村立三川中学校設立（三川小学校に併置） 

昭和 22 年５月    下条村立下条中学校設立（上戸谷波小学校に併置） 

昭和 22 年５月    揚川村立揚川中学校設立（谷沢舌年会館に併置） 

昭和 22 年９月    綱木分校設立（綱木小学校に併設） 

昭和 24 年４月    揚川村立揚川中学校落成（谷花地区） 

昭和 25 年 11月    下条村立下条中学校落成（右間地区） 

昭和 26 年９月    三川村立三川中学校落成（内川地区） 

昭和 30 年１月    町村合併により三川村立谷花中学校（揚川中学校）並びに三川村立下条中学校と 

                 校名改称する。 

昭和 36 年２月     三川中学校焼失（統合前） 

昭和 36 年 12月    三川村立三川中学校新築落成（統合前） 

昭和 41 年４月     三川村立三川中学校同谷花中学校同下条中学校が名目統合し、新たに三川村立三 

           川中学校創設 

昭和 41 年 12月    三川村立三川中学校第一期工事完了（普通教室 10 特別教室３） 

昭和 42 年４月     三校舎（三川・谷花・下条）実質統合し第一期校舎で授業開始する。 

昭和 42 年５月      第二期工事完了（普通教室２ 特別教室５ 校長室 教務室） 

昭和 43 年３月      校旗樹立式 

昭和 44 年３月      体育館落成 

昭和 45 年４月      完全給食実施（三川村学校給食共同調理場） 

昭和 46 年９月      校門の建立 

昭和 46 年 11月     野球のバックネット、校庭のフェンス校舎南側入口竣工 

昭和 47 年１月   綱木分校焼失 

昭和 47 年 11月   綱木分校校舎落成 

昭和 48 年８月      三川中学校同窓会設立第１回総会 

昭和 50 年３月       綱木分校分離 

昭和 50 年 11月     創立 10周年記念、躍進の像設立、記念誌発行 

昭和 50 年 11月     グランド拡張 1,940㎡  総面積 12,520㎡  

昭和 53 年８月       グランド整備 

昭和 54 年９月      秋季大運動会用優勝旗１、カップ３、たで３、ＰＴＡ寄附 

昭和 54 年 12月     体育館の屋根の張り替え 

昭和 55 年８月   体育館の床張り、屋外グラウンド防球ネット設置 

昭和 57 年８月       校舎・体育館外側塗装 

昭和 57 年 12月      三川中学校教員住宅２棟落成 

昭和 60 年 10月      創立 20周年記念式典、校章設置 

平成元年８月    野球部県大会出場 

平成元年８月       校舎上水道全管取替え工事 

平成３年８月        合唱組曲「阿賀野川」発表演奏会 

平成４年８月       校舎内廊下全面床張り替え 

平成５年 11月       グランドピアノ購入 



平成６年７月        屋上改修工事 

平成６年８月        アメリカウォーレン郡中学生との国際交流開始（来村） 

平成７年７月        非常通報システム設置工事 

平成７年７月        国際交流事業アメリカ訪問団出発 

平成８年 10月       創立 30周年記念式典、合唱組曲「阿賀野川発祥の地」記念塔建立 

平成８年 11月       県学校給食優良学校表彰 

平成９年９月        体育館トイレ及びステージ幕取り替え、身体者トイレ新設 

平成９年 10月       県中教研指定研究発表会（養護） 

平成 10 年３月       体育館屋根改修 

平成 10 年 10月      県保健優良校表彰 

平成 10 年 11月      県よい歯の学校運動優良校表彰 

平成 11 年１月       コンピュータ導入 

平成 11 年８月       校舎１階廊下を木床に貼り替え、体育館内部塗装、グラウンドフェンス交換工事 

平成 13年 11月      県よい歯の学校運動優良校表彰 

平成 13 年８月       コンピュー夕・LAN配線（校内） 

平成 13 年 10月   合唱組曲「阿賀野川」10 周年記念発表会 

平成 15 年４月       三川村立綱木中学校を吸収統合する。 

                   特別支援学級を設置する。 

平成 15 年８月      三川村国際交流事業（米マクミンビル市生徒 10名、職員３名来校） 

平成 16 年４月   ２学期制導入 

平成 16 年８月       グラウンドのトラック位置の変更 

平成 16年 10月      給食用エレベーターエ事 

平成 17 年１月       増築校舎（中学校職員室、校長室、小学校図書室、小学校１年教室）の工事完了 

平成 17 年２月       総合活動室の工事完了 

平成 17 年３月   ステージ文字幕（小・中の校章入り）取付完了 

平成 17 年４月       小・中連携校の開設、四町村が合併して阿賀町となる。 

平成 17 年６月   グラウンド南側斜面土砂くずれ（10月、災害復旧工事完了） 

平成 17 年８月       校舎耐震工事 

平成 17 年９月       小・中合同の運動会 

平成 17 年 10月      小・中合同の文化祭（バザーを実施） 

平成 17 年 12月      バスターミナルの工事完了、使用開始 

平成 18 年６月       駐車場防球ネットの設置 

平成 18 年７月       卓球部県大会出場 

平成 18 年８月       吹奏楽部県大会出場 

平成 18 年９月   屋上防水工事（一部）完了 

平成 18 年 10月     創立 40周年記念碑「小中連携創設の地」設立 

平成 18 年 11月     創立 40周年記念式典・祝賀会 

平成 19 年１月       県スキー大会女子大回転・回転優勝、男子大回転９位、全国大会２名出場 

平成 19 年８月       防火シャッター安全装置取付 

平成 19 年 12月      下越地区新人バレーボールフェスティバル３位、県大会出場 



平成 20 年７月       柔道男子個人 73kg級、陸上女子 800m、1,500m県大会出場 

平成 20 年８月       校舎棟大規模改修工事完成 

平成 20 年 10月      合唱組曲「阿賀野川」を歌いつぐ会（教育文化会館） 

                      完歩大会実施 

平成 20 年 11月      体育館耐震補強工事完成 

平成 21 年７月       バックネット改修工事 

                      柔道女子 57kg級県大会５位入賞 

平成 22 年１月       県スキー大会男子回転第２位、大回転第５位入賞 

平成 22 年２月   全国中学校スキー大会男子回転、大回転出場 

平成 22 年７月       柔道女子 63kg級県大会出場 

平成 22 年８月       グラウンドフラッグポール設置工事完成 

平成 23 年１月       県スキー大会男子回転第７位、女子回転第６位、大回転第７位入賞 

平成 23 年２月       全国中学校スキー大会男子回転、女子回転、大回転出場 

平成 23 年７月      柔道女子 57kg級県大会出場 

平成 23 年 10月   合唱組曲『阿賀野川』を歌いつぐ会第 20回記念演奏発表会（阿賀町文化福祉会館） 

平成 24 年７月      剣道女子個人県大会出場 

平成 24 年８月      校内インターホン設置 

平成 24 年 11月     第 38回新潟県へき地・複式教育研究大会下越大会 

          （音楽公開授業、全体会・分科会会場） 

平成 25年８月    佐渡汽船航路活性化イベント 合唱組曲「阿賀野川」演奏発表会 

                  （おけさ丸イベントプラザ） 

平成 25 年 11月     県新人卓球大会男子団体戦、個人戦出場 

平成 26 年７月   陸上競技(砲丸投げ、三段跳び)、剣道個人県大会出場 

平成 26 年８月    佐渡汽船航路活性化イベント合唱組曲「阿賀野川」演奏発表会及び佐渡市立前浜 

          中学校との交流会 

平成 26 年８月   体育館可動式バスケットリング撤去及び固定式バスケットリング改修工事 

平成 26 年 11月   新潟県中学校教育研究会指定音楽教育研究発表会 

               （全校合唱、音楽公開授業、研究協議会） 

平成 27 年７月    陸上競技(三段跳び)県大会出場 

平成 28 年７月    卓球(男子団体・個人）陸上競技(男子三段跳、女子走高跳)県大会出場 

平成 28 年 11月   創立 50周年記念式典・祝賀会 

平成 29 年７月    新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部新校舎竣工記念リレーコンサートに全校 

          生徒で「阿賀野川」合唱演奏参加」 

平成 29 年８月    羽越災害 50年記念シンポジウムに全校生徒「阿賀野川」合唱演奏参加 

平成 30 年５月    東京三川会より寄贈の桜２本植樹 

平成 30 年７月    卓球（男子個人）県大会出場 

平成 31 年３月    三川学校給食センター取り壊し（以後、鹿瀬学校給食センターより配給） 

令和元年 11月    新潟県中学校教育研究会指定数学教育研究発表会 

              （数学公開授業、研究協議会） 

令和元年 11月      県中学校新人バレーボール大会５位（県大会出場） 



令和元年 12月   小中合同防災訓練実施 

令和元年 12月   吹奏楽部 県アンサンブルコンテスト金賞 

令和２年３月５日～２４日 新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校 


