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教育目標 知性を磨き、共に高め合う生徒

～夢を実現するために～

時 間 を 管 理 す る 全校朝会より

校長 長谷川 秀夫

【郡市大会お疲れ様！更に上を目指して】

郡市総体、お疲れ様でした。当校がバレーボール会場でした。選手は最後まで諦めずにボール

を追っていました。皆さんのことですから、競技種目は違えど、最後まで一生懸命に戦ったこと

だろうと思います。残念ながらこの大会で引退する３年生はお疲れ様でした。今後は、後輩のた

めに、阿賀津川中学校のために何が出来るのかを見付け、行動してほしいと思います。また、地

区大会への切符を勝ち取ったチームは、五泉市・東蒲原郡の代表チームとして更に上を目指して

頑張ってください。

【時間を管理する】
さて、夢を実現するための今日の話は、「時間を管理する」です。私たち一人一人には平等に、

１日24時間が与えられています。この24時間をどのように使うかは、基本的にその人の自由です。

地区大会までの日数や時間は限られています。限られた時間をどのように使うのか？「集中して

練習に取り組み、決して無駄な時間を過ごさない」「互いに言葉を掛けながら頑張る」等、様々

あります。郡市大会での課題を克服するために努力してください。

【修学旅行で時間を管理した３年生】

時間を管理するということで、１，２年生に是非知ってもらいたいことがあります。５月に行

われた修学旅行での出来事です。最終日にＵＳＪに行ったわけですが、帰路での、バス出発場所

への集合時刻を誰一人として遅れることが無かったのです。全員が腕時計を持っていたわけでは

ありませんが、集合時刻を常に意識しながら行動していた結果です。誰でもそうですが、楽しい

場所に行くと、「もうちょっと」「もう少しいいでしょう？」となりがちですが、そのような心

に打ち勝ったのです。３年生は時間の管理が出来たということです。

【人権講演会で】
18日（月）に行われた「人権講演会」での講師のお話の中で、コミュニケーションアプリの利

用の仕方とともに、次のようなお話がありました。

「小学生時代は学習の成績がとても良かったのに、中学生になってから急に成績が落ちはじめた

生徒がいました。その生徒は、中学生になってから、スマホやゲームに費やす時間がとても大き

くなったことに気付き、その後は時間の使い方に注意するようになりました」

このお話も「時間の管理」です。誰にでも平等に与えられている時間をどのように使うかは、

その人の考え次第です。
12

ＴＩＭＥ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

9 ・ 3

6

白 嶺 青 龍



五泉市・東蒲原郡中学校総合体育大会 終了
６月６日(水)、７日(木)、春の運動部の祭典「五泉市・東蒲原郡中学校総合体育大会」が行わ

れました。眩しいくらいの晴天の中、生徒は一生懸命試合に臨みました。たくさんの汗と涙を流

し、思い出いっぱいの大会でした！保護者の皆様、応援ありがとうございました。

《五泉市・東蒲原郡 総合体育大会 結果一覧》

軟式野球
予選３校リーグ３位 下越代表決定トーナメント

阿賀津川中 ０－４ 三川中 １回戦 阿賀津川中 ３－１２ 五泉北中

阿賀津川中 ０－２ 村松桜中

バレーボール
予選３校リーグ２位 決勝トーナメント２位 下越地区大会出場！
阿賀津川中 １－２ 五泉北中 準決勝 阿賀津川中 ２－０ 村松桜中

阿賀津川中 ２－０ 五泉中 決勝 阿賀津川中 ０－２ 五泉北中

卓球(男子)
団体戦 個人戦

６校総当りリーグ戦３位（３勝２敗）下越地区大会出場！ ベスト８ 下越地区大会出場！
阿賀津川中 ３－１ 川東中 江川 弦汰(3-1)

阿賀津川中 ３－１ 五泉北中

阿賀津川中 ２－３ 三川中

阿賀津川中 ０－３ 五泉中

阿賀津川中 ３－０ 村松桜中

卓球(女子)
団体戦 個人戦

６校総当りリーグ戦３位（３勝２敗）下越地区大会出場！ ベスト８ 下越地区大会出場！
阿賀津川中 ３－２ 村松桜中 長谷川千里(3-1)

阿賀津川中 ０－３ 五泉中 ベスト１６ 下越地区大会出場！
阿賀津川中 ３－２ 三川中 長谷川花茄(3-2)

阿賀津川中 ０－３ 五泉北中 齋藤 亜実(3-2)

阿賀津川中 ３－０ 川東中

サッカー
４校総当りリーグ戦２位（１勝２敗、得失点差で２位）下越地区大会出場！

阿賀津川中 ５－０ 五泉北中 阿賀津川中 ０－２ 村松桜中

阿賀津川中 ２－３ 五泉中

バスケットボール(男子)
５校総当りリーグ戦２位（３勝１敗）下越地区大会出場！

阿賀津川中 ５１－３１ 村松桜中 勝ち 阿賀津川中 ７１－４２ 五泉北中 勝ち

阿賀津川中 ６９－２６ 川東中 勝ち 阿賀津川中 ３８－４２ 五泉中 惜敗

バスケットボール(女子)
４チーム総当りリーグ戦４位（０勝３敗）

阿賀津川中 ３２－８０ 五泉北中 惜敗

阿賀津川中 ３７－８４ 村松桜中 惜敗

阿賀津川中 ３６－８０ 五泉中 惜敗



下越地区大会で応援を！

熱戦の郡市総体に続き、今度は下越地区大会が行われます。ご都合のつかれる

保護者の皆様は、ぜひ会場まで足を運ばれてください。「応援」が選手の力にな

ります。よろしくお願いします。

種 目 会 場 備 考

陸上競技 １日目:100M、 800M
6/28(木 )～6/29(金 )

胎内市総合グラウンド
２日目:200M、 1500M、走幅跳

バスケットボール
プレスポ胎内

１日目:初戦10:25 京ヶ瀬中戦

7/4(水 )～ 7/5(木 ) ２日目:1日目の結果による

サッカー １日目:初戦11:50 村上中等戦
7/4(水 )～ 7/5(木 ) 五十公野公園サンスポーツランド ２日目:1日目の結果による

バレーボール
１日目:初戦第4試合10:30頃

7/4(水 )～ 7/5(木 )
五泉市総合会館 （荒川中－安田中の勝者）

２日目:1日目の結果による

卓 球
１日目:個人戦（１・２回戦）

7/4(水 )～ 7/5(木 )
新発田市カルチャーセンター 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。

いじめ見逃しゼロをめざして！

6/20(水)の５限に、県警の生活本部少年課から西山警部と

田中警部補のお二人をお招きして、主にインターネットに関

する「いじめ」について学習をしました。LINEに関してはほ

とんどの生徒が経験しており、実際にLINEを介して起こった

いじめ事案について、真剣に聞いていました。お話ししてい

ただいた県警のお二人は、県内に創設されたばかりの「いじ

め対策係」に所属されていることもあり、いじめが名誉毀損

罪や脅迫罪、暴行罪などにつながる「犯罪行為」であること

を分かりやすく説明してくれました。

最後に、お二人が生徒にぜひ伝えたいこととして、次の４点をお話しされました。

① ネットへの書き込みは、永久に消えない（安易に書き込みをしないこと）

② ネットは匿名ではない（必ず書き込んだ人は特定される）

③（ネットトラブルなどで）困ったことがあったら必ず相談する

④ いじめの場面に出会ったら、出来る範囲でアクションを起こそう

お二人の話を受け、「いじめ見逃しゼロ」の実現をめざし、生徒自身が何をしていけばよい

のかをみんなで考える全校活動＝「いじめ見逃しゼロスクール集会」を来週実施します。いじ

めのない学校を全員で作っていこうと思います！



＜７月の予定＞

2日（月） Webテスト（英）

3日（火） Webテスト（国）、木曜授業、3-2訪問給食

４日（水） 下越地区総体1日目

５日（木） 下越地区総体2日目 学校預り金（諸経費）口座振替日

６日（金） Webテスト（数）

９日（月） 下越地区大会報告会、部活動休止日

１０日（火） １学期末保護者会①、3-1保育実習

１１日（水） １学期末保護者会②、3-2保育実習

１２日（木） １学期末保護者会③、生徒会代議員会

１３日（金） １学期末保護者会④、漢字検定、３年思春期教室（３，４限）

１６日（月） 海の日

１７日（火） 交通安全教室（午後）

１８日（水） 専門委員会、部活動休止・特別活動優先日

１９日（木） １学期終業式、県総体・下越吹奏楽コンクール激励会

２０日（金） 夏季休業開始（～8/23）

２１日（土） 県総合体育大会①、下越吹奏楽コンクール①

２２日（日） 県総合体育大会②、下越吹奏楽コンクール②（15:30阿賀津川中演奏）

２８日（土） PTA２学年行事

保護者の皆様へのお願い

いつも教育活動にご協力いただき、ありがとうございます。当校では、生徒の様子を視覚的

に皆様にお伝えできるよう、様々なおたよりでお子様の写真を使わせていただいております。

もし、写真の使用を許可いただけないようでしたら、学級担任もしくは阿賀津川中学校までご

一報ください。また、ホームページで学校だよりをアップする際には、個人が特定されないよ

うに写真を加工しております。ご了承ください。


