
 

夏ャ 夢をつかむ   ありがとう（有難う）         校長 長谷川 秀夫 

○ありがとう                                                  

 ～ 終業式講話から ～

 

 「ありがとう」の語源は「有り難し」です。「有り難し」は、「有ることが難しい」ということです。滅

多にないこと、珍しくて貴重であることを、我々人間は、感謝の気持ちとして「ありがとう」という言葉で

伝えています。「ありがとう」を心から言える人間であってもらいたいと思いますし、歳を重ねても大切に

してほしい言葉です。    

『４つのありがとう』 
 今日は私から生徒の皆さんに、４つの「ありがとう」を伝えます。 

① 全校生徒の皆さん一人一人が、自分の命を大切に生活してくれてありがとう。 

②  全校生徒の皆さん一人一人が、周囲にいる人たちの気持ちや個性を大切にしてくれてありがとう。 

③ 部活動に一生懸命に取り組んでくれてありがとう。特に３年生は、最上級学年として、阿賀津川中学校

の顔として、１，２年生をしっかりと引っ張ってくれました。そして、１，２年生は３年生にしっかり

と協力してくれました。 

④ 当校を卒業した２人の先輩が、３週間並びに４週間の教育実習を行いました。先輩を温かく迎え入れ、

先輩と学習や部活動を共に過ごし、温かく送り出してくれたことにありがとう。 

○下越地区大会で全力を尽くしました！ 

「陸上競技」 
 当校に陸上競技部はありません。今回は、有志の１年生女子５名がエントリーし、各競技に参戦しました。

そして、何と！低学年４×100Ｍリレーで、６位入賞を果たしました。女子５名のチャレンジ精神と頑張り

に大きな拍手を贈ります。 

『サッカー』 
  対岩船中学校戦。豪雨のため、厳しいグラウンド状態の中でしたが集中力を切らさず、前半に１点、後半

に２点をもぎとり勝利しました。応援チームも、頭のてっぺんから足先までビショビショになりながら大き

な声で応援していました。 

『バレーボール』 
  生徒は、２階の応援通路でいた私を見付けて挨拶に来てくれました。悔しい結果だったとは思いますが、

しっかりと挨拶に来てくれた事がとても嬉しかったです。結果に左右されず、挨拶をはじめ、補助役員等、

やるべき事をしっかりやった生徒に感心しました。 

『卓 球』 
  男子団体の県大会出場権をかけた決勝リーグでした。実力では村上勢が一歩リードしていましたが、最後

まで決して諦めず、ボールを追いかけていました。ギャラリーで応援していた生徒も一生懸命に声を出して

いました。 

 

○保護者や地域の皆様に感謝いたします 
４月から４か月の間、生徒の日常生活をはじめ、様々な活動で御理解、御協力をいただきましたことに、

心から御礼申し上げます。明日から３５日間の夏休みに入ります。今まで以上にお子さんと会話する時間を

確保していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

阿賀津川中学校だより 

白嶺青龍 
阿賀町立阿賀津川中学校 
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阿賀津川中学校・阿賀黎明中学校 合同レガッタ体験 
６月２２日（木）青空のもと、第１回となる阿賀津川中学校・阿賀黎

明中学校合同レガッタ体験授業が行われました。本校３年生と阿賀黎明

中学校の全校生徒が混合でレガッタに乗船しました。何度が乗船するう

ちに生徒同士打ち解けて、息を合わせて川面を進むことができました。 

阿賀黎明高校と本校は、平成3０年度より正式に連携を開始します。

そのために、今年度は、可能な範囲で進路学習や部活動など、お互いの

生徒のプラスになるために、様々な活動を行っていきます。 

いじめ見逃しゼロスクール ～青龍が絆を誓う～ 
６月２７日、阿賀津川中学校いじめ見逃しゼロスクール集会を行いまし

た。今回は、SNSについてのビデオを見て、絆の大切さについて考える活

動をしました。そして、グループで考えた「絆づくりのために大切なこと」

と、そのために「一人一人ができること」を青龍の絵に貼り付けました。

集会の後、生徒玄関前には、一人一人の決意を貼り付けた合計２９の青龍

が手をつなぐように掲示されました。 

この青龍たちの思いが、阿賀津川中学校を誰にとっても安心できる学校

にするための、大きな力になると信じています。 

全校道徳 ＳＮＳについて 
本校では所持しないことになっている携帯電話 

ですが、家庭のパソコンやゲーム機など色々な手 

段でSNSを利用している生徒が多いことがわか 

りました。７月１８日、SNSの負の部分について 

考える全校道徳を行いました。「なぜ、写真を載せてはいけないのか。」「どのような危険が潜んでいるの

か。」具体的な場面を使いながら考えました。そして、インターネットを使うために必要な力とインターネ

ットのもつ特徴（怖さ）についても確認しました。親にスマホや携帯を見せられる状態で利用することも確

認しました。ご家庭で利用させる場合は、ルールを決めて保護者の監督下で使用させるようにしてください。 

大切な命 輝かせて 
６月末、下越地方で中・高校生が自ら命を絶つという痛ましい出来事が続きました。人生が始まったばか

り、これからたくさんの思い出を作っていくはずの若い命を、自ら絶ってしまったこと、昨年も同様のこと

が続き、社会でこのようなことをなくすための努力をしてきたにも関わらず、再び起きてしまったことに、

胸が締めつけられる思いです。 

本校では1５１名の生徒を担任、学年部、教科担任、部活動顧問・・・と色々な立場の職員が関わり、見

守り、声をかけています。しかし、大人の見えない中で、つらい思いをしたり、悩みを抱え、自分ひとりで

は乗り越えられずにいたりする生徒もいるかもしれません。 

学校はこれからも、生徒の様子をしっかり見て、話をよく聞き、一人一人の思いに親身に寄り添いながら

対応していきます。しかし、学校だけでは分からないこと、家族だからこそ気づくこと、家族にしかできな

い話もあります。この夏休みにお子さんの話をじっくりと聞く時間をつくっていただきたいと思います。そ

して、どんなことがあっても必ず味方でいること、必ず力になることを伝えてください。それがお子さんを

支える大きな力になります。 

また、様子が変わったり、元気がなくなったり、少しでも気になることがありましたら、担任、部活顧問

に限らずどの職員でも構いませんのでご連絡ください。 

身近な人に話しにくい悩みを持つ生徒のために、別紙で相談窓口を紹介しています。この夏は、新潟県教

育委員会が２４時間いつでも相談を受けることができる相談窓口を設置しています。  
【新潟県教育委員会相談窓口 080-2586-2095 080-2586-209６ 080-2586-209７】 



 

大健闘 下越地区中学校体育大会 
今年度の下越地区大会は、６月２９日（木）、３０日

（金）に陸上競技、７月４日（火）５日（水）に、各種

大会が行われました。右の結果のように、各部とも下越

地区の強豪を相手に健闘しました。 

陸上競技は、１年生５名が出場し、個人種目は厳しい

結果でしたが、低学年リレー（１，２年生のみのチーム）

では、予選を突破し、決勝では１年生だけのチームなが

ら６位入賞を果たしました。 

サッカーは、１戦目は苦しい場面を乗り越え、追加点

をもぎ取って勝利、２戦目は先行されましたがあきらめ

ずに攻め、１点差に迫りましたが惜敗しました。 

バレーボールは、練習試合で対戦してきた相手でした

が、なかなか自分たちのペースを掴むことができず初戦

敗退となりました。 

念願の男女出場を果たした卓球部は、男子は予選リー

グトップで強豪にも競り勝ち、決勝リーグへ進みました

が、惜しくも県出場を逃しました。女子は惜しくも予選

リーグ敗退でした。個人は男子２名がベスト８に残り、

県大会出場を果たしました。 

部活動を通じた「根気強く繰り返すことで身につく。」

「確かな準備と集中が成功に通じる。」「努力は嘘をつ

かない。」「仲間がいるから頑張れる。」というような

経験は、これから出会う様々な困難を乗り越えていくと

きの力になります。たくましくあれ！阿賀津川中健児！ 

 

新潟県総合体育大会の予定 
今年度は、ソフトボール部と卓球部個人2名が県総体に出場します。 

この県総体を目指して戦ってきた下越地区の生徒の代表として、阿賀津川中学校すべての生徒の思いをうけて、落ち

着いて、今まで身につけた力を精一杯出してきてほしいと思います。 

期日は７月２２日（土）、２３日（日）、ソフトボールの会場は新潟市みどりと森の運動公園多目的グラウンド、卓球

は、小千谷市総合体育館です。 

３０℃を超える暑い中の試合が予想されます。相手も同じ中学生、本番では何が起きるかわかりません。コンディシ

ョンを整え、悔いのない試合をしてきてください。 

 

いよいよ下越吹奏楽コンクール 

下越吹奏楽コンクールが7月2２日(土)に新潟テルサで行われます。この大会は県大会、西関東大会とつな

がる、１年の中で最も大きな大会です。本校の発表順は１０番目、午前1１時５0分からの演奏予定です。 

今年は、三川中学校と合同ではなく単独での出場になります。吹奏楽部は、

念願の金賞を目指して、五泉中学校との合同練習、上越教育大学の准教授を

招いての講習会など、厳しい練習を積み重ねてきました。当日は落ち着いて

この成果を発揮し、堂々と演奏してほしいと思います。  

 結  果 

陸 上 

１００ｍ 江川愛依 波田野結愛 予選敗退 

２００ｍ 加藤里菜 波田野風薫 予選敗退 

１００ｍH 清野 碧生 予選敗退 

低学年４００ｍR 第６位（県大会なし） 

加藤里菜 江川愛依 波田野風薫 波田野結愛 

サッカ

ー 

対 岩 船  ３－０ 勝 

対 村上第一 １－２ 負  ベスト８ 

バレー 

ボール 

対 水 原 ０－２ 負 

   １４－２５  １９－２５ 

卓 球 男子団体戦  

対 中 条 ３－１勝 

対 新発田川東 ２－３敗 

対 村上東 ３－０勝  予選リーグ １位 

決勝進出ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 対本丸 ３－１勝 

決勝リーグ 

対 荒 川 ０－３負 

対 平 林 １－３負 

対 七 葉 １－３負   第３位（県出場権なし） 

女子団体戦  

対 築 地 ０－３敗 

対 七 葉 ２－３敗 

対 神 納 ３－１勝  予選リーグ ３位 

個人戦 

加藤 陽太  第５位（ベスト８）県大会出場 

五十嵐燈生  第５位（ベスト８）県大会出場 

石川 太悠  １回戦敗退 

秋本 柚葉  ２回戦敗退 

林  実穂  １回戦敗退 



 

 

期日  平成２９年 ９月 ２日（土） 雨天順延 

場所  阿賀津川中学校グラウンド 

＜プログラム＞（予定） 

◇ 開会式 ８：４５～ 

＜午前の部＞ ９：２０～        

１ エール交換  

２ 短距離走（選択種目） 

３ 1学年種目                             

４ ２学年種目        

５ ５色綱引き（選択種目） 

６ 大縄跳び（選択種目） 

７ タイヤ取り（全校女子） 

８ ＰＴＡ種目（玉入れ）        

９ 全校ダンスパフォーマンス                       ※進行状況及び天候により予定時刻を変更し
て 

         進行する場合があります。 
昨年度まで行っていた組体操は、危険防止のため行いません。生徒の実行委員会で検討した結果、男女合同で

のダンスパフォーマンスを行うことになりました。１０年目の節目の新しいスタートです。ぜひご覧ください。 

今年度より、熱中症予防と応援の小道具として連合色の帽子を使用します。代金（３００円弱）は学校預り金

より支出させていただき、１月の集金で調整させていただきます。 

 

阿賀青龍祭実行委員長  長谷川 淳（３－１） 

阿賀青龍祭副実行委員長  渡部 叶介（３－１）  鈴木 はな（３－１） 
＜連合組織＞ 

 赤 白 

クラス １年２組、２年２組、３年１組A １年１組、２年１組、３年１組B 

連合長 阿部 寛大 清野 唯人 

副連合長 清野 悠心 鈴木 健瑠 

パネル長 斎藤 駿太 渡辺 希和 

会 計 石川  黎 伊藤 知尋 

※詳しい案内は２学期のはじめにお届けします。 

＜午後の部＞ １２：５０～ 

１０ 応援合戦 

１１ ３学年種目 

１２ 騎馬戦（全校男子） 

１３ 生徒会種目（全校男女） 

１４ チーム対抗選抜リレー 

１５ エール交換 

 

◇ 閉会式 １４：４０～ 

＜夏休み～９月の予定＞ 
７月２２日（土） 下越地区吹奏楽コンクール（新潟テルサ） １１:５０発表開始 

２２日（土）～２３日（日）県総合体育大会 

  ２６日（水）～８月１０日（水）青龍祭リーダー活動 

  ２９日（土） PTA２学年行事 

８月 1日（火） 町わくわく科学体験 

１日（火）～ ４日（金）北信越大会 

７日（月） 学校預り金口座振替日  

１３日（日）～１５日（火）学校無人化 

１６日（水）～１８日（金）青龍祭リーダー活動 

１９日（土） PTA１学年行事 

２１日（月） わたしの主張 五泉市・阿賀町地区大会 

２２日（火） 創立10周年記念事業実行委員会 

２３日（水） 町学習オリンピック（阿賀町公民館）12名出場 

２４日（木） ３年生単元別復習テスト 

２５日（金） ２学期始業式 

９月 ２日（土） 第１０回阿賀青龍祭 

４日（月） 振替休日 

７日（木）８日（金）１１日（月） Ｗｅｂテスト 

１４日（木）～１５日（金） 第２回定期テスト 

２６日（火） 五泉市東蒲原郡特別支援運動会 

今年度阿賀青龍祭スローガン 

「笑 者 必 勝」 
～笑ったもん 勝ち～ 

第１０回 阿賀青龍祭 


