
 

  ～全校朝会から～ 

○社長から言われた言葉 

  私のやることなすこと全てが上手くいかず路頭に迷っていた頃、当時勤めていた会社の社長に言

われた言葉です。「なあ長谷川くん、人生を大きく左右するような大きなチャンスは誰にでも３度

訪れるんだよ。これからもよろしくたのむよ。」当時の私は、すぐにはこの言葉の意味が分かりま

せんでした。けれど、私なりに出した結論があります。 

○夢（大きなチャンス）をつかむ 

  夢をつかむには、夢をもつことは勿論、①どんなに苦しくても夢を持ち続けること（捨てない） 

②自分に近づいているチャンスが見えること ③チャンスをつかむ力を付けておくこと  と私は

考えました。 

○「高校入試」は大切な節目 

 さて、高校入試は、人生における大切な節目です。いつやって来るか分からない「大きなチャン

ス」とは違い、実施期日は決まっています。新潟県ホームページには、新潟県立高等学校並びに新

潟市立高等学校の入学者選抜学力検査等が掲載されています。 

 

                                       
新潟県ホームページより一部抜粋

 

 つまり、この日に向けて努力すればよいのです。計画を立てて一生懸命やればいいのです。 

大きなチャンスはいつやってくるか分かりません。２年後かもしれないし、１０年後かもしれませ

ん。大きなチャンスをつかむ＝夢をつかむ  です。 

○やるしかない！ 

  いつやって来るか分からないチャンスを待つことだけでも大変なのに、力をつけておかなければ

ならない。おまけに、近づいてくるチャンスをしっかり見ていないと通り過ぎてしまう。これは想

像以上に大変なことです。でも、やるしかないのです。互いに努力したいものです。  
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大きなチャンスは誰にでも３度訪れる    校長 長谷川 秀夫 

 １ 特色化選抜 

   面接等     平成 30年２月 13日（火） ※実施する県立高等学校のみ 

 ２ 一般選抜 

   学力検査    平成 30年３月７日（水） 

    学校独自検査  平成 30年３月８日（木） ※実施する学校のみ            



 

五泉市・東蒲原郡中学校総合体育大会 終了 
５月３１日（水）６月１日（木）に、平成 29年度五泉市・東蒲原郡総合体育大会が行われました。 

２日目は天候が崩れましたが、ほぼ予定通りの試合を行うことができました。 

念願の勝利を勝ちとった部。接戦に悔しい思いをした部。下越地区大会へ駒を進めることができなかった

部。結果は様々でしたが、一人一人が今まで積み重ねた努力の成果を出し、精一杯戦ってきました。 

この経験が、これからの試合や生活に役立ち、成長へとつながることを期待しています。 

下越地区大会へ進む部は、出場できなかった他校の生徒や阿賀津川中の応援している生徒の思いをしっか

り受け止め、それを力にして、悔いの残らないよう戦ってきてください。阿賀津川中学校の底力を見せ、ひ

とつでも多く勝ち進むことを願っています。 

 

五泉市・東蒲原郡 総合体育大会 結果一覧 

野 球 下越出場権３位まで （６チーム参加） 

対五泉北中    ３－９ × 

対川東・五泉合同 ４－５ × 

３位決定トーナメント 

 対三川 ５－４ 〇  

 対五泉 ０－９ ×              第４位  

卓 球 下越出場権 団体４位まで 個人ベスト１６まで （男子６チーム 女子６チーム参加） 

男子団体  優勝  下越出場 

（対五泉北３－０〇 対川東３－１〇 対村松桜３－０〇 対五泉３－２〇 対三川３－２〇 ） 

女子団体  第４位 下越出場 
（対三川３－１〇 対川東１－３× 対村松桜３－０〇 対五泉３－１× 対五泉北０－３×  ） 

個人戦（学校代表）  ベスト１６ 下越出場 ５名 

優勝 加藤陽太  １０位 石川大悠  １３位 五十嵐燈生 

４位 秋本柚葉  １６位 林 実穂   

 

サッカー 下越出場権４位まで （４チーム参加） 

対五泉   ２－０ 〇 

対五泉北  ２－０ 〇    

対村松桜  ０－１ ×    第２位  下越出場 

 

バレー 下越出場権４位まで （６チーム参加） 
対川東  ２－０ 〇 【２５－ ７ ２５－ ７】 

対五泉  ２－０ 〇 【２５－１５ ２５－２０】 

対村松桜 ２－０ 〇 【２５－１４ ２５－１７】 

対五泉北 ０－２ × 【２４－２６ ２０－２５】  第２位 下越出場 
 

バスケット 下越出場権３位まで 男子 ５チーム参加  女子 ４チーム参加 
男 子 対五泉北  ３５－１０５ ×    

   対川東   ５５－２９ 〇   

   対村松桜  ４０－４８ × 

   対五泉   ３１－６５ ×   第４位  

女 子 対五泉北  ４５－７７ × 

対五泉   ４５－８７ × 

対村松桜  ４０－８４ ×   第４位  



 

下越地区大会の予定 
種 目 会 場 組み合わせ 

陸上競技 五十公野公園陸上競技場 

1日目 １００ｍ １１：５０ リレー予選 １５：２０ 

２日目 １００ｍH ９：００    ２００ｍ  ９：５０  

                            リレー決勝  １４：４５ 

サッカー 五十公野公園サンスポーツランド 

１日目：11：50～ 対岩船中     

    14：10～ 対村上第一中－五泉中の勝者 

２日目：1日目の結果による    ※負けた時点で終了 

バレーボール 
４日  パルパーク神林 

５日  ぷれすぽ胎内 

１日目：第４試合 対平林中－水原中の勝者 

    第５試合 新発田川東－（築地－荒川）の勝者 

２日目：1日目の結果による    ※負けた時点で終了 

卓球 水原総合体育館 
１日目：個人戦（１・２回戦）、団体戦（予選リーグ・決勝進出決定戦） 

２日目：個人戦（３回戦～決勝）、団体戦（決勝リーグ） 

※詳しくは各部の参加計画をご覧ください。 

初の合同地域懇談会 ぜひご参加ください。 
阿賀津川中学校創立 10年目である今年、PTA校外委員会の提案により、地域懇談会の実施方法を大きく

変えました。 

開催は、全地域を対象とした 1回のみとし、講演会と懇談会の２部構成としました。 

第１部では、津川警察署の大久保生活安全課長様をお招きし、「スマートフォン・インターネットの危険

性（仮）」と題して、実際の被害の実例を挙げながらご講演いただきます。新潟市や他県など不特定多数の

人とつながってしまうインターネット犯罪の危険は、阿賀町も例外ではありません。お子さんを犯罪の加

害者にも被害者にもしないために、最新の情報を得るチャンスです。ぜひ、ご参加ください。 

また、後半の懇談会は、学年単位で行います。「部活と勉強の両立は？」「テスト勉強はどんなふうにやっ

ている？」「受験勉強はいつから？どうやって？」「思春期の時期、親は何をすればいいの？」「外出のルー

ル。インターネット使用のルールはどうやっているの？」など、同じ悩みをもつ同士で、情報交換やアイデ

アを出し合う機会としていただければと思っています。学校側も精一杯の情報提供をいたします。 

６月１９日を締切としていましたが、出席者がまだ少ないようです。年に１回の機会ですので、申し込み

していない方も、ぜひ、お誘いあわせてご参加ください。当日でも構いませんので、参加が可能になった方

は、学校へ電話（９２－２１１７）をいただきたいと思います。 

 
PTA地域懇談会 

日 時  平成２９年６月２７日（火） １９：００～２０：１５頃 

会 場  阿賀津川中学校  会議室または体育館  

 

１０周年記念式典への準備が進んでいます。 
先日のＰＴＡ総会でも話題となりましたが、本校創立１０年目の今年、「阿賀津川中学校創立１０周年記念式典」

を１１月２５日（土）に予定しています。 

ＰＴＡ役員、同窓会発起人会、学校職員からなる「１０周年事業実行委員会」を組織し、総務部、式典部、記

念誌部の３部会に分かれて準備を進めています。今まで、２回の実行委員会を開き、大まかな事業の方向を決定

し、今後、各部で準備を進めます。当日は、町の関係機関、旧職員、同窓生、及び現生徒、保護者の出席のもと、

阿賀津川中学校の１０年を振り返り、これからの決意を新たにする会にしたいと考えています。 

２学期になりましたら、保護者の皆さまへのご案内をお届けします。また、今後、皆さまにご協力をお願いす

ることが多々あると思いますが、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 １０周年事業の主な内容 

  〇記念式典     １１月２５日（土）午後  

式典の他 １０年間の画像の紹介、合唱等のアトラクションも予定しています。 

  〇記念誌の発行    

 この１０年の出来事を振り返り、生徒や学校職員から思い出を寄稿していただく予定です。  



 

平成 29年度 標準学力検査(NRT)結果 

毎年４月に前年度の学習内容を総合してどの程度の学力が定着しているかをみる標準学力検査（ＮＲＴ）

を実施しています。この検査では、全国平均を５０とした偏差値で表され数値が大きいほど高い位置にある

ことを示しています。今回の結果を全国平均と比較すると、国語は、全学年で全国を超えており、全教科総

合では１，２年生がほぼ全国並みとなりました。しかし、各教科の状況を見ると、偏差値で４５またはそれ

以下の教科がのべ５教科あります。しっかりと身についていなかった内容については、再度復習し、確実に

身につけるように指導していきます。 

中学校では課題の工夫による関心意欲の喚起、生徒同士がかかわり合う時間の設定、小テストなど、様々

な働きかけをして学力向上を図っています。加えて、職場体験や高校訪問など、進路への意識を高めながら、

学習への取組をさらに充実させたいと考えております。 

また、学習の定着のために家庭学習が習慣化することが重要です。メディアのコントロールと合わせて、

継続可能な生活リズムの指導を行っています。３０分×３回でも構いませんので、合計９０分以上の家庭学

習が毎日の習慣となるよう、ご家庭でも声かけや励ましをお願いいたします。 

なお、標準学力検査（ＮＲＴ）の個人の結果は１学期末の通知表と一緒にお届けします。お子さんの学力

の目安としてご覧ください。 

※参考  偏差値の意味 

偏差値 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

上位からその数値 
までの人数の割合 

99.9
 % 

99.4
 % 

97.7
 % 

93.3
 % 

84.1
 % 

69.1
 % 

50.0
 % 

30.9
 % 

15.9
 % 

6.7  
% 

2.3  
% 

0.6  
% 

0.1  
% 

＊偏差値は１００点満点ではなく、集団の中の位置を表します。 

５０はちょうど全国の平均であることを示し、５５はそれよりも１９％程度上、４５は平均よりも１９％程度下の位置にあることを

示しています。５０との差が大きいほど、集団の中で、より上位又は下位の位置にあることになります。 

 

 

 

 

 
＜７月の予定＞ 

  ３日（月） Webテスト（英） 救急法講習会（２年） 

４日（火） 下越地区総体1日目 

５日（水） 下越地区総体2日目 学校預り金（諸経費）口座振替日 

６日（木） Webテスト（国） 

７日（金） Webテスト（数） スクールカウンセラー来校日 

１０日（月） 下越地区大会報告会・阿賀青龍祭チーム編成抽選会 職員会議 

１１日（火） １学期末保護者会① 訪問給食２－２ 

１２日（水） １学期末保護者会② 

１３日（木） １学期末保護者会③  

１４日（金） １学期末保護者会④ フッ素洗口 

１７日（月） 海の日 

１９日（水） 専門委員会 

２０日（木） １学期終業式 阿賀青龍祭結団式  

 県総体・吹奏楽コンクール激励会 

２２日（土） 県総合体育大会① 下越地区吹奏楽コンクール 

２３日（日） 県総合体育大会② 

２９日（土） PTA２学年行事 
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