
 

 

 

夢をつかむ     「 切  磋  琢  磨 」        校長 長谷川 秀夫 

～全校朝会より～

 

【学年だよりから】 ある学年のたよりが私の心を揺さぶりました。それは、「親しき仲にも礼儀あり」と

「切磋琢磨」でした。特に、「切磋琢磨」は、次のように書いてありました。  

 ｢ステキな姿で影響し合う｣ 

  学校生活の中で、授業ではすごく集中をして取り組んでいる人や、問題集も自分で計画を立てて順調に進めてい

る人、部活動では、短い活動時間を有効に使おうと急いで部活に行く姿や声を出して真剣に練習に取り組む姿が見

られます。非常にステキな姿です。このような姿で互いに影響を与えあってほしいと思います。 

 ｢良い方向にまとまって力を発揮する｣ 

  そのように互いに高め合える関係でやっていくことを「切磋琢磨」と言います。良い姿を伸ばしていきましょ

う。そのためには、ダメなものはダメと言える関係も必要です。まとまって力を発揮できるのが友だちです。まと

まって授業に遅れてしまう、まとまって授業中に私語をしてしまう、まとまって部活をサボってしまう等、互いに

足の引っ張り合ってしまうようなマイナスの姿はなくしていきましょう。                           

【挨拶が良くて感動しました！】 

 去る１月27日（土）に新入生を対象とした入学説明会を行いました。その時に保護者からいただいた言葉です。 

「以前、用事があって学校に来たとき、職員玄関前の廊下で生徒の皆さんから元気な挨拶をもらいました。私もこ

の中学校の卒業生ですが、私たちの時代にはなかったことです。あの時の生徒の挨拶にすごく感動し、とても幸せ

な気分になりました」 

この話を聞いた私の方がとても幸せな気持ちになりました。生徒の皆さんのお陰です。 

 

【最後は自分で決める】 

  夢をつかむために大切なことのひとつに、「最後は自分で決める」があります。言葉を換えて表現するならば、

「全ての責任は自分にある」ということです。 

 ｢私という人間は弱い生き物｣ 

 私はこのように思うことが多々あります。「私は何て弱い人間なんだ！」と。自分一人で解決できる問題ならば

良いのですが、問題が複雑になると、友だちの考えも参考にしようと思い、聞きます。自分の考えを後押ししてく

れるような意見ならば勇気も湧くのですが、その反対となると、心の中で不安になり、葛藤し始めます。 

 ｢他の人の考えを参考にすることは大切なこと｣ 

  不安になるのであれば聞かなければいいじゃん！となりますが、実はそうではないのです。様々な角度から考え

ることが大切だからです。友だちの考えを参考にして何度救われたことか・・・ 

 ｢けれど、最後は自分で決める！｣ 

  最終決断が自分の考え方であれ、友だちの考え方であれ、それを決めたのは自分です。結果として失敗しても、

それは自分の責任なのです。全ての事柄に対して「自己責任」という覚悟をもって決断したいものです。  
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阿賀津川中 １１年目へ 平成３０年度生徒会役員決定 
１月2２日、阿賀津川中学校１０年目の生徒会を総括する生徒

総会が行われました。厳しい寒さの中でした

が、体育館に全校生徒が集合し、今年度の報告

やそれに対する質疑が整然と行われました。 

１０年目という記念すべき節目の年をリード

した３年生たちが胸を張って報告を行い、１，

２年生はその伝統を受け継ぐべく、質問や意見

を堂々と述べていました。 

阿賀津川中学校の新たな１ページをこの生徒

たちが作り上げてくれることを期待しています。 

事務局員及び各専門委員長の選出が終わり、平成３０年度の生徒会のリーダーが決定しま

した。 
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生徒会長 杉崎こころ  

 

  

副会長 
小宮 僚紗    

瀬藤 結衣    

事務局長 阿部孝太郎    

２年生事務局員 

髙橋 康輝  

専
門
委
員
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生活委員長 佐藤 千加 

井上 凌空  広報・図書委員長 長谷川真夢 

倉地 圭一  ＪＲＣ委員長 五十嵐太河 

阿部 花梨  放送委員長 遠藤 陽人 

１年生事務局員 

猪 こころ  保健・給食委員長 佐藤 伯 

加藤 里菜  応援委員長 清野 真 

清野 碧生  選挙管理委員長 塩野 陽介 

波田野風薫  さくら・自然科学委員長 井上 凌空 

 

 

 

生徒会長 伊藤 知尋 

みなさん１年間、僕についてきてくださって、ありがとうございました。また、ご協力ありがとうござい

ました。みなさんのおかげで公約を達成することができました。ぼくの公約だった靴磨きは、これからも行

ってほしいです。新事務局員のみなさん。これから大変なことがあると思いますが、全校生徒のために、よ

り良い学校を作り上げてください。 

 

副会長 石川 太悠 

 僕はこの１年間、副会長を務めて、自分の成長を感じることができました。最初のころは仕事を上手くこ

なせず、人の前に立てば緊張して言葉がつまってしまいました。しかし、今ではそのようなこともなくな

り、副会長として働くことができるようになりました。そして、ここで学んだことを高校生活でも生かして

いきたいと思います。 

  

副会長 長谷川 淳 

私は生徒会に入り、たくさんの経験をしました。全校をまとめたり、会長のサポートをしたり、苦労した

こともあったけれど、今では良い思い出です。一緒に頑張ってくれた生徒会のみんな、たくさん手助けをし

てくれた先生方、協力してくれた全校のみなさんに感謝しています。 

          

事務局長 加藤 陽太 

１年間生徒会役員として頑張ってきました。でも、この１年間は、今までより、とても楽しかった１年で

した。生徒会の活動は、活発でとても面白く、楽しかったです。青龍祭や白嶺祭など様々な行事を成功させ

ることができてよかったです。１年は長いと思いましたが、今振り返って見ると、とても短かったです。こ

れからも阿賀津川中学校の生徒会として頑張ってください。ありがとうございました。   

3年生旧役員 １年を振り返って 

平成３０年度 新生徒会役員・委員長 

生徒総会の様子 

引継ぎの様子 



 

 

 

阿賀町の魅力 実感！～阿賀町写真コンテストに参加～ 
第１２回を迎えた阿賀町写真コンテストに、今年度から学生の部が設けられました。本校の３年生全員が

総合的な学習の時間を使って阿賀町の風景を撮影し、このコンテストに応募しました。２年生の一部も応募

し、審査の結果、合計９点の入賞は全て本校生徒でした。 

出品作品の一部は、阿賀津川中学校 教室棟の階段に展示され、阿賀町の魅力を伝えています。 

審査員長賞 鈴木 健瑠 

特 選 長谷川大翔   林 実穂・林 実希 

入 選 
小宮 僚紗   渡部 叶介   髙野 創   五十嵐燈生    

庄司亜希子・鈴木はな   秋本 柚葉 

 

在校生から卒業生へ  ３年生感謝週間  三送会 
今年は３月５日が卒業式です。３年生と過ごす期間

は２月いっぱいということで、３年生に感謝を表す

「３年生感謝月間」の取り組みが行われています。新

生徒会を中心に各専門委員会の１、２年生が企画した

活動が行われ、様々な形で３年生への感謝を表してい

ます。 

2月１９日（月）の午後には、新生徒会役員が中心

になって企画・運営した「三送会」が行われました。

生徒会として3年生を送り出す「生徒の手による卒業

式」ともいえる行事でした。 

まず最初に、新生徒会本部のアイデア、「３年生から

色紙にサインをもらおう！」という企画が行われました。中央に座った３年生を１，２年生が取り囲み、ジャンケ

ンをしながらサインをもらっていました。和やかの笑顔の中、１、２年生は色紙にたくさんのサインをもらい３年

生との一緒の時間を過ごしました。その後、部活動毎に撮影したビデオレターの上映も行われ、１、２年生から３

年生への思いがユーモアも交えながら語られていました。 

最後に、１、２年生からの応援と3年生からのお返しのエールが交換され、阿賀津川中学校の伝統を引き継

ぐ、先輩と後輩のつながりを確認しました。寒い中でしたが、約１時間にわたって心のこもった素晴らしい時を過

ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

  
3年生からサインをもらう１、２年生 エール交換 



 

 

 

年度末学校評価 及び 学校評議員の皆様の言葉から 
本校では、文武両道で、知・徳・体のバランスのとれた人間の育成を目指し、下記のような目標を立てて教育活

動を進めてきました。1月末の状況を基に評価した結果、下のような状況となりました。また、学校評議員の方々

からも、高い評価とともに激励の言葉を頂戴しました。これも、地域や保護者の皆様のご協力と生徒一人一人の自

覚と努力の成果であると感じております。今後とも阿賀津川中学校へのご理解とご協力をお願いいたします。 
 平成29年度学校評価 成果項目 達成状況 

評価項目 評価（ＡＢＣ） 

知

育 

１ 生徒による授業評価（学習に関するアンケート）で「授業がよくわかる、 

 だいたい分かる」と回答する生徒の割合が８５％以上になる。 

  Ａ:８５％以上 Ｂ:８０％以上 Ｃ:８０％未満 

２ Webテストの正答率が県平均以上になる。 

  Ａ：県平均以上    Ｂ：県平均－０．５未満  Ｃ：県平均－０．５以上 

３ 家庭学習に 60分以上取り組む生徒が８０％以上になる。 

  Ａ:80%以上 Ｂ:70%以上 Ｃ:70%未満 

１ A 

（肯定評価9１% １月) 

２ B 

＜年間平均 ＋０．１６  

(国語＋0.56、数学-0.14、 英語＋

0.0７）＞ 

３ B 

（７５% １月) 

徳

育 

１ 生徒の生活アンケートで「他を思いやる言動ができた」と回答する生徒の割合

が９０％以上になる。 

  Ａ:90%以上 Ｂ:70%以上 Ｃ:70%未満 

２ 生徒の生活習慣チェックで「他の人の良さや自分の良さを知ることができた」と

回答する生徒の割合が８０％以上になる。 

  Ａ:80%以上 Ｂ:50%以上 Ｃ:50%未満 

１ A 

（９８% １月） 

 

２ A 

（９７% １月） 

体

育 

１ 体力テストの結果が、全国平均値を上回る種目の割合が８０％以上になる。 

  Ａ:80%以上 Ｂ:５０%以上 Ｃ:50%未満 

２ 生徒の生活習慣チェックで「自己の健康に関心をもち、日頃から心身の健康を

心がけようとする」と回答する生徒の割合が８５％以上になる。 

  Ａ:85%以上 Ｂ:65%以上  Ｃ:65%未満 

１ B 

（６３%。各学年男女 54項目中、34

項目で上回った。） 

２ B 

（８１% １月） 

学校評議員会でのご意見より 
〇 多感な時期である上に、広範囲から生徒が集まり、いじめが起こりうる状況も心配される中、深刻ないじめが起きて

いないことは職員の努力の成果である。 

〇 職員や保護者の思いを受けて子供たちも頑張っている。思いやりを持った生徒がほとんどであることは素晴らしい。 

〇 高齢化率県内第１位だが、元気な高齢者から伝わるものもあるはず。家庭での触れ合いも大切にしてほしい。 

〇 行事の伝統も思いやりなどの生活面も、３年生が残した成果が、下級生に伝わり、歴史を作っている。この伝統を大

切にしてほしい。 

〇 全国や県と比較することもひとつの方法だが、昨年の自分、昨年の学年の様子と比較し、よくなっていることに目を

向け、さらに伸ばしてほしい。 

〇 高校卒業後に進学・就職した先輩達を招いて話を聞く機会を設定したり、地元の地域おこしに携わる人や阿賀町の魅

力に精通した方の話をもっと聞き、阿賀町の魅力を感じ、生徒が自分の将来をイメージできるようにしてほしい。 

 

 

 

３月の主な予定 

１日（木） 同窓会入会式（３年） 

２日（金） 卒業式予行 スクールバス１２:３０ 

５日（月） 第１０回卒業式 スクールバス１２:１０ 

６日（火） スクールバス運行時間変更（下校１８：００） 

７日（水） 新潟県公立高校入試学力検査 

８日（木） 新潟県公立高校入試独自検査 福島県公立高校入試学力検査 

９日（金） 福島県公立高校入試面接 

１１日（日） 新潟県公立高校入試学力検査（追検査） 

１２日（月） 新潟県公立高校入試独自検査（追検査）部活なしスクールバス14:50 

１３日（火） 訪問給食１－１ 

１４日（水） 新潟県公立高校入試合格発表 福島県公立高校入試合格発表 

１５日（木） 学期末保護者会（１，２年） 

１６日（金） フッ素洗口 スクールカウンセラー来校日（今年度最終） 

１８日（日） 吹奏楽部定期演奏会（町文化福祉会館14:00開演） 

１９日（月） 全校朝会 

２２日（木） 新潟県公立高校入試学力検査（２次入試） 

２３日（金） 3学期終業式 新潟県公立高校合格発表（２次入試） 

２６日（月） 離任式 

学習の県大会 Webテスト ３月 

国語  ７日（水） 

数学  ８日（木） 

英語  ９日（金） 
★今年度最後のWebテスト 

阿賀津川中の底力をみせよう！ 


