
 

【当り前のことを当り前にやる】                                       
～全校朝会より～

 

○ 夢の実現には「当たり前のことを当たり前にやる」ことが大切です。当たり前のこととは、例えば・・・ 

① 挨拶 

②  返事 

③  ロッカーの使い方、トイレの使い方 etc  です。挨拶や返事は以前お話をしました。 

 

【なくてはならないものだからこそ・・・】  

 ロッカーやトイレは、皆さんが生活するためになくてはならない、大切な物であると考えています。皆さんに不

便を掛けていて申し訳なかったトイレは、約１箇月前に直していただきました。担任の先生からもお話があったと

思いますが、大切に使ってほしいと思います。便器だけではなく、トイレ全体をきれいに使いましょう。 

 

【職員の凄さ】 
 ちなみに、トイレの使い方について嬉しく思った、男性職員トイレの個室の話をします。 

私は毎日１回、必ずと言っていいほど個室を利用します。とっても健康でしょ！先生方が凄い点は、次の人が使い

やすいように、トイレットペーパーを三角形に折って引き出しやすくしていたり、恐らく使い終わったからなので

しょうが、新しいトイレットペーパーが備え付けてあったりすることです。つまり、次に使う人が気持ちよく使え

るように気配りをしているということです。 

 皆さんもしていると思いますし、「そんなの当り前じゃん」と聞こえてきそうですが、そうなんです。やって当

り前のこと、当然のことなんです。だからこそ、当り前にやることが大切なのです。 

 

【形ある物いずれは壊れる】 
  トイレでもロッカーでも、その物品には「使う目的」があります。ちなみにロッカーは校内で使う私物を入れて

おく箱。もちろん、鍵はありませんので、全校生徒の皆さんの信頼関係で成り立っています。トイレもロッカーも、

阿賀津川中学校の、もっと平たく言えば阿賀町の財産なのです。ですから、腹が立ったから、気に入らないからと

いって蹴ったり殴ったりはしてはいけないのです。   

 物品には、私たちの「命」と同じように寿命があります。形のある物はいずれは壊れます。「ガラス」はそのい

い例です。だからこそ、その品物の寿命を最大限生かすように扱うことが我々人間の努めだと考えますが、皆さん

はどう考えますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             男性職員トイレ個室 

※御理解と御協力をお願いいたします！ 

  11月から、毎週日曜日（部活動の送迎バスが無い日）を、原則として「部活動無しの日」といたします。生徒並

びに職員の休養日確保と、生徒が自主的・主体的に活動する時間を確保することを目的として行います。御理解と

御協力をよろしくお願いいたします。 
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実りの秋 大活躍の阿賀津川中 

２年生 職場体験 

９月２６日～２８日、はたらくことをより深く体験し、進

路への意識を高めるため、3 日間の職場体験を行いました。 

３日間の職場体験は、本年度からの試みです。1日では感

じられないはたらくことの厳しさ、仕事を覚えて役に立つこ

との大切さや充実感、社会に出るにあたって身に付けなけれ

ばいけない力や心構えなど、たくさんのことを学んだ 3 日

間でした。 

地域の事業者の皆様には、3日間という長い期間、生徒を受け入れていただき、ご指導、激励をいただきました。

心から感謝いたします。皆様のお力をお借りしながら、これからも阿賀津川中学校の子ども達をたくましく成長さ

せていくよう努力してまいります。 

 

新人大会 

１０月４日、五泉市東蒲原郡の新人体育大会が行われました。 

３年生引退から２年生がリードし積み重ねてきた練習の成果を、一人一人が精一杯出し切ってきました。下のよ

うに、厳しい戦いに涙を飲んだ部、接戦を制して勝利を勝ちとった部と様々でしたが、今までの練習の手応えを感

じた大会でした。今後、上位大会へ向けて、来春の試合へ向けて、十分に力を蓄えてほしいと思います。 

各大会の結果 

 

阿賀町駅伝・マラソン大会 

阿賀町の伝統である駅伝マラソン大会が、１

０月９日体育の日、少し暑いぐらいの晴天の中、

行われました。本校からは、３年生チームと野球

部チームが出場しました。 

３年生チームは堂々とトップ争いをし、アン

カーの清野唯人さんは、先頭の津川警察署チー

ムを追い抜き、先頭でゴールしました。その素晴

らしい走りに、たくさんの拍手が送られました。 

 

３年１組エリカ先生チーム 

１区 渡部 叶介  ２区 阿部 寛大  ３区 渡部 日向  ４区 清野 悠心  ５区 清野 唯人 

阿賀津川中学校野球部チーム 

１区 高松 流楓  ２区 井上 凌空  ３区 猪俣 悠真  ４区 清田 日向  ５区 長谷川 礼 

 

  

種 目 結  果 

野 球 対 五 泉 ０－１０×   対 三 川 ０－ ７× 

サッカー 対 五泉北 ３－３ PK４－２ ○   対 村松桜 ０－１ ×  準優勝 

バスケットボール男子 対 村松桜 ４６－３６ 〇   対 五 泉 ５６－４２ 〇 優勝 

バスケットボール女子 対 五泉北 ４２－７８ ×   対 五 泉 ３３－８９ × 

バレーボール 対 川 東 ２－０ ○   対 村松桜 ２－０ ○   対 五泉北 ０－２ ×  準優勝 

卓 球 

男子団体 ３位 （対 村松桜 ３－１ 〇  対 川東 ３－０ ○  対 三川 １－３ ×  

対 五泉北 ３－０ ○  対 五泉 ０－３ ×） 

女子団体 ３位 （対 五泉 １－３ ×  対 五泉北 １－３ ×  対 三川 ３－２ 〇  

対 川東 ３－２ 〇  対 村松桜 ３－２ 〇） 

個人戦 １年男子 長谷川雅哉 ベスト８  ２年男子 江川 弦汰 ３位  小宮 僚紗 ベスト８ 

江花 星児・佐藤 伯・森 崚人 ベスト１６ 

２年女子 齋藤 亜実 ベスト８ 

ソフトボール 

○中・下越地区中学校秋季選抜ソフトボール大会兼新潟県中学校秋季選抜ソフトボール大会予選会 

９月２７日 会場 阿賀津川中 

対 三条第一  ３－１１ 〇   対 長岡南中  ７－８ ×    第２位 県選抜大会へ 

○新潟県中学校秋季選抜ソフトボール大会 

対 藤見中 １１－１ ○（４回コールド）   対 城東中 １－１１ ×（４回コールド） 



 

町科学研究発表会 

 理科センター主催の阿賀町科学研究発表会が、１０月１２日

三川中学校で行われました。夏休みに取り組んだ研究の中から、

１，２年生から各1名の生徒が本校の代表として、落ち着いて

堂々と発表しました。 

 ２人の研究は、審査員から推薦され、新潟県の科学研究審査

会「いきいきワクワク科学賞」へ応募することになりました。 

長谷川 礼   「いろいろな飲料水の蒸留」 

五十嵐光織   「音階の研究」 

 

 

人権の作文コンテスト・人権標語 

6 月に人権講話をお聞きして、それをもとに取り組んだ人権作文と、夏休みに全校生徒が考え応募した人権標語

について、審査結果が届きました。 

本校からたくさんの入賞者が出たこと、作文や標語の中にみなさんの優しさや人権に対する真剣な姿があらわれ

ていたことを、とてもうれしく思います。 

新津人権擁護協議会人権作文コンテスト 

最優秀賞 林  実穂  「相手のことを大切にした接し方」 

優良賞  阿部 花梨  「水俣病が教えてくれたこと」 

平成２９年度人権啓発活動「人権標語」 

 最優秀賞  斎藤 亜実 「思いやり つながれ ひろがれ こころの輪」 

 優秀賞   長谷川真夢 「人権を 守って作ろう 明るい未来」 

       佐藤  凛 「一人じゃない あなたの味方は ここにいる」 

       波田野瑞紀 「助け合う 笑顔の花を 咲かせよう」 

       波田野結愛 「さし出そう 誰かが待ってる あなたの手」 

 入 選   林  実希 「わたしから あなたにつなぐ 人権意識」 

       渡部 叶介 「無関心 それがいじめの 第一歩」 

       大堀 桜子 「大丈夫？ 声をかける 勇気を持とう」 

       髙橋 明音 「笑顔こそ 周りを守る 力です」 

 

 

３年生上級学校訪問 

１０月２０日、３年生が上級学校訪問に行ってきました。 

高等学校を卒業したあとの上級学校である専門学校や大学を

見学することで、高等学校で学ぶ意義や自分の将来について考

える機会とするため、今年度初めて実施しました。 

午前中は、新潟駅周辺の各自が選択した専門学校で、何を学

ぶことができるか、どんな資格がとれるか、などを見学・体験

してきました。 

午後からは新潟大学に移動し、学生食堂で昼食をとったあ

と、大学院生による講義を受けてきました。階段式の講堂で、

学生気分を味わいました。 

高校受験が迫ってきている時期ですが、高校卒業後の進路を

実際に体験することで、広い視野で、自分の将来を考えるため

の貴重な体験ができたと思います。この体験を生かし、様々な

ことに全力で挑戦していってほしいと思います。 

 

 

 



 

いよいよ 第１０回白嶺祭 

先日ご案内いたしましたが、10月２８日(土)には、いよいよ本校伝統の白嶺祭が行われます。 

放課後の合唱練習にも熱が入り、すばらしい合唱の響きがあちらこちらから聞えてきます。各クラスとも、本番

へ向け、表現に磨きをかけています。 

第１０回の歴史を作る、「白嶺祭」、生徒全員が全力で準備をしています。是非、ご来場ください。 

平成２９年度 白嶺祭 スローガン「祭色兼備」 
白嶺祭実行委員会 
 実行委員長  ３年１組  庄司亜希子 

 副実行委員長 ３年１組  加藤 陽太 

 合唱運営委員長 ３年１組  犬飼 拓真 

 合唱審査委員長 ３年１組  石川 太悠 

 

 

合唱コンクール発表順 

 
課題曲 自由曲 

曲 名 指揮者 伴奏者 曲 名 指揮者 伴奏者 

1－２ マイバラード 廣瀬 顕太郎 猪 こころ この星に生まれて 波多野結愛 江川 愛依 

１－１ マイバラード 猪 向日葵 加藤 里菜 大切なもの 遠藤 飛翔 熊倉 絵莉 

2－２ 時の旅人 小宮 僚紗 杉崎こころ ＣＯＳＭＯＳ 齋藤 梨颯 杉崎こころ 

2－１ 時の旅人 阿部孝太郎 五十嵐光織 心の瞳 清野  真 五十嵐光織 

3－1 信じる 鈴木 健瑠 加藤 千尋 あなたへ 伊藤 知尋 林 実希 

全校合唱 『花は咲く』  指揮 伊藤 知尋   伴奏 杉崎 こころ 

劇「真夏のサンタクロース」を演じる「劇団ＡＧＡ」 
監 督  長谷川 淳 

助監督  髙野  創 

出 演  阿部 寛大  渡部 日向  秋本 柚葉  伊藤 知尋  渡部 聖斗  清野 悠心 

庄司亜希子  鈴木 健瑠  渡辺 希和  清野 唯人  石井 陽和  加藤 千尋  伊藤 華生 

梅野 信浩（声） 

道 具  斎藤 駿太  長谷川 大翔  鈴木 伊織  久下 友佑  犬飼 拓真  石川 太悠  加藤 陽太 

照 明  石川 黎  渡部 叶介  江川 大夢  三留 茉央 

音 響  齋藤 欧太郎  五十嵐 燈生 

 
＜１１月の予定＞ ※下校バスが、11月から１７：１５になります。（～３月２日） 

１日（水） 小学校６年生体験入学会 

２日（木） ３年生実力テスト 

６日（月） 学校預かり金（諸経費）口座振替日 

６日（月） 全校朝会 

７日（火） 訪問給食１－２ 

１０日（金） 国語研究授業 給食なし ２年１組以外１２：４０下校 ２年１組１４：４０下校 

１５日（水） ３年生進学説明会（５，６限） 

１６日（木） 職員研修日 給食後放課 １３：００下校 

１７日（金） 第３回テスト１日目 

２０日（月） 第３回テスト２日目 防災訓練 

２４日（金） フッ素洗口 

２５日（土） 創立１０周年記念式典 

２７日（月） 振替休日（２５日分） 

２８日（火） 生徒朝会 阿賀町特別支援学級交流会 

（県立自然科学館） 

２９日（水） ３年実力テスト 生徒会専門委員会 

合唱の 飯豊賞（グランプリ）、御神楽賞（第2位）、麒麟賞（第

3位）どのクラスが勝ちとるでしょうか？ 

学習の県大会 Webテスト 

英語  ８日（水） 

国語  ９日（木） 

数学 １０日（金） 

第3回定期テストの日程 

 11月1７日（金） 20日（月） 

 1限 2限 3限 1限 2限 

1年 数学 理科 国語 社会 英語 

2年 国語 社会 英語 数学 理科 

3年 理科 数学 社会 英語 国語 

 


