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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～

最 後 ま で 諦 め な い 全校朝会より

校長 長谷川 秀夫

４日、５日に行われた、下越地区総合体育大会では、互いにやるべきことを確認し合いながら次の１点を取り

にいこうとしている姿がありました。また、次の大会に向けた課題を冷静に分析する姿がありました。団体種目

は残念ながら県大会に出場できませんが、最後の最後まで諦めずに、追いつこう追い越そうと、チーム一丸とな

って試合に挑んでいた姿に感動しました。

３年生は力がありますので、これからの学校行事や学校生活の中で、阿賀津川中学校のために、その力を発揮

してほしいと思います。県大会に出場する生徒は、課題を克服するための努力を重ねてください。

◎いじめ見逃しゼロスクール月間の取組から

ＮＴＴドコモあんしんインストラクター三田恵子様や人権擁護委員宮川毅様からおいでいただき、「スマホや

携帯電話の正しい使い方」や「相手ファーストで相手を思いやることの大切さ」等のお話をしていただいたり、

全国に先駆けて設置された、新潟県警察本部生活安全部少年課いじめ対策係２名の方からは、「いじめやネット

トラブルの現状」等について、具体的で大変詳しいお話をしていただいたりしました。

また、生徒会が中心となり、「お互いの気持ちを理解するために、どんなことが大切なのか」を考え、いじめ

根絶に向けて、生徒一人一人の決意を書きました。この「決意」は、後日、校内に掲示する予定です。

【他者を理解する】

全員、「いじめは悪いこと」と言います。でも、ついやってしまう人がいます。「気に入らないから」と言う

人がいますが、それは、自分を中心にしか考えない身勝手なものです。「他者を理解する」というのは、その人

の「良さ」を見付けることです。人には必ず「良さ」があるのですから。全校生徒の皆さんの更なる成長に期待

します。

【胸を張って応える】

人間はいずれ社会に出て働きます。社会に出ると、必ずと言っていいほど聞かれることがあります。それは、

「あなたは何処の出身ですか？」という言葉です。そのように聞かれたとき、全校生徒の皆さんが、自信をもち、

胸を張り、「新潟県阿賀町です！」「阿賀津川中学校の卒業生です！」と応えることを心より期待しています。

そのためにも、有意義な中学校生活を送りましょう。

阿賀津川中学校・阿賀黎明中学校 合同レガッタ体験

６月２１日（木）好天のもと、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。

当校３年生と阿賀黎明中学校の生徒が混合でレガッタ

に乗船しました。しだい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。

阿賀黎明中学校・高等学校と当校は、今年度から正

式に連携事業を開始しました。初年度の今年は、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。

白 嶺 青 龍



いよいよ下越吹奏楽コンクールです！

下越吹奏楽コンクールが7月2１日(土)、２２日(日)に新潟テルサで行われま

す。この大会は吹奏楽部にとって県大会、西関東大会へとつながる、１年の中

で最も大きな大会です。当校の発表順は２日目の２２日の午後３時３０分から

の演奏予定です。

今年は、三川中学校と合同での出場となります。吹奏楽部は、より良い演奏

を目指して、上越教育大学の准教授・長谷川正規様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。当日はこの成果を発揮し、堂々と演奏してほしいと思います。

交通安全教室を行いました

７月17日(火)の午後、全校で阿賀黎明中学校のグラウンドに移動し、合同

事業として「交通安全教室」を行いました。６名のスタントマン（シャドウ

スタントプロダクションの皆さん）による迫真の実演もあり、安全な自転車

運転や自動車の死角・内輪差などについて、しっかりと学ぶことができました。

自転車は、生徒の移動手段として欠かすことのできないものです。傘さしやスマホを使いながらの運転

・２人乗り運転の危険性や、一時不停止・無灯火が大事故に直結するといったことを、スタントマンの演

技で教えられました。生徒たちは、事故の実演にみなびっくりしていましたが、交通ルールをきちんと守

ることの大切さを実感できた様子でした。これから迎える夏休み、ぜひ安全面には十分注意をし、「命を

大切にする」気持ちを養ってほしいと願います。

防除散布作業にご理解を

阿賀町農作物病害虫防除協議会から、夏休み中に産業用無人ヘリコプターによる防除薬剤散布のお知ら

せが来ました。病害虫による水稲被害を未然に防止するための措置です。原文のまま、掲載させていただ

☎きます。お問い合わせは、東蒲NOSAI連絡所（ 92-5656）まで。

●散布中は、絶対に無人ヘリコプターに近づかないでください。

●散布圃場近くでは、

①散布時間中は、洗濯物などを屋外に出さないでください。

②薬剤により自動車等の塗料が汚染されることがありますので、散布中は車庫に格納するか、散布圃

場から離れた場所に移動させてください。

③自動車等に薬剤がかかったときは、すぐに洗浄してください。

④散布圃場に近い建物は、散布中は窓などを閉めておいてください。

⑤散布中は、散布区域内には近寄らないでください。

※ 作業時間は午前５時～午後６時頃の予定、雨天や強風の場合は翌日以降に順延となります。

実施予定日 津川地区 鹿瀬地区 上川地区

７月２４日(火) 福取、広沢、野村、天満、大 長木、九島、野中、高清水、東岐、岩井田、八

※早生品種のみ対象 舟、入大舟、平堀 田蟹、太田、三階原、芹田、原、栃堀、高出

８月１０日(金) 倉ノ平、花立、野村、広沢、 鹿瀬、深戸、徳瀬、中村、水 芹田向、栃掘、原、八田蟹、長木、九島、広瀬

※全品種を対象 平堀、下島、入大船 沢、麦生野、馬取,、荒沢、新渡 （向かい）

８月１１日(土) 八ツ田、福取、田沢、天満、 当麻、平瀬 三階原、太田、高出、栗瀬、岩井田、八田蟹、

※全品種を対象 八木山、角島、赤岩、上ノ 栃掘、芹田向い、牧野、東岐、高清水、小山

山、京ノ瀬

８月１２日(日) 津川（大船） 野中、樽山、広瀬（善入）、室谷、鍵取

※全品種を対象



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２８日(木)、２９日(金)に陸上競技が、７月４日(水)、５日(木)にその他

の競技が行われました。以下の結果のように、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
800ｍ走 2'38" 猪 こころ(2-2) 13位予選敗退 1500ｍ走 5'38" 猪 こころ(2-2) 予選12位通過

100ｍ走 14.89 波田野風薫(2-2) 予選敗退 決勝 5'20" 猪 こころ(2-2) ４位県大会出場！
15.49 齋藤 美咲(1-2) 予選敗退 200ｍ走 31.17 波田野風薫(2-2) 予選敗退

走幅跳 4ｍ以下 齋藤 美咲(1-2) 予選敗退

バレーボール

２回戦 阿賀津川中 ２
25－14

０ 安田中 準々決勝 阿賀津川中 ０
15－25

２ 笹神中
25－17 13－25

※ ベスト８、県大会出場ならず

卓球(男子)
団体戦 個人戦

予戦リーグ２位（１勝２敗） 江川 弦汰(3-2) ２回戦惜敗・県大会出場ならず

阿賀津川中 １－３ 新発田東中

阿賀津川中 １－３ 荒川中

阿賀津川中 ３－０ 黒川中

決勝リーグ進出決定戦

阿賀津川中 ０－３ 七葉中 ※ ベスト８、県大会出場ならず

卓球(女子)
団体戦 個人戦

予戦リーグ敗退（３敗） 長谷川千里(3-1) ベスト１６・県大会出場！
阿賀津川中 １－３ 黒川中 長谷川花茄(3-2) ２回戦惜敗・県大会出場ならず

阿賀津川中 ２－３ 荒川中 齋藤 亜実(3-2) ２回戦惜敗・県大会出場ならず

阿賀津川中 １－３ 七葉中
※ 県大会出場ならず

サッカー
１回戦 阿賀津川中 ２－０ 村上中等 ２回戦 阿賀津川中 ０－７ 新発田東中

※ ベスト８、県大会出場ならず

バスケットボール(男子)
１回戦 阿賀津川中 61－32 京ヶ瀬中 準決勝 阿賀津川中 29 － 45 本丸中
準々決勝 阿賀津川中 76－51 神納中 県代表決定戦 阿賀津川中 45 － 49 五泉中

※ ３位、県大会出場ならず

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１名、陸上競技1500M走１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選手の代表として、また、阿賀津川中学校すべての生徒の願いを

背負い、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２１日（土）、２２日（日）、ソフトボールの会場は清里スポーツ公園、卓球は新発田市カルチャ

ーセンター、陸上競技は柏崎陸上競技場です。応援、よろしくお願いします。



第１１回 阿賀青龍祭においでください！

日時 平成３０年９月１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～ ＜午後の部＞ １２：５０～１４：３０

＜午前の部＞ ９：２０～１１：５０ ９ 応援合戦

１ エール交換 10 タイヤ取り（全校女子）

２ 短距離走（選択種目） 11 騎馬戦（全校男子）

３ １学年種目 走れ！ムカデリレー！ 12 生徒会種目（全校男女）

４ ２学年種目 息を合わせて５人６脚 13 ＰＴＡ種目（玉入れ）

５ ３学年種目 学年リレー 14 チーム対抗選抜リレー

６ ５色綱引き（選択種目） 15 エール交換

７ 大縄跳び（選択種目） ◇ 開会式 １４：４０～

８ 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。

阿賀青龍祭実行委員長 杉崎こころ（３－１）

阿賀青龍祭副実行委員長 小宮 僚紗（３－１） 井上 凌空（３－２）
＜連合組織＞

赤 白

クラス １年２組、２年１組、３年２組 １年１組、２年２組、３年１組

連合長 阿部孝太郎 上田 聖也

副連合長 佐藤 千加 齋藤 梨颯

パネル長 杉崎 佳乃 瀬藤 結衣

会 計 塩野 陽介 上田 聖也

＜夏休み～８月の予定＞

７月20日（金） 夏季休業開始（～8/23）

21日（土）～22日（日）県総合体育大会

22日（日） 下越地区吹奏楽コンクール（新潟テルサ）

15:30阿賀津川中演奏開始

23日（月）～８月１日（水）青龍祭リーダー活動Ⅰ

28日（土） PTA２学年行事

８月 6日（月） 学校預かり金口座振替日

7日（火） 町わくわく科学体験

7日（火）～10日（金）北信越大会（石川県）

9日（木） 町学習オリンピック（阿賀町公民館）30名出場

13日（月）～15日（水）学校無人化

16日（木）～21日（火）青龍祭リーダー活動Ⅱ

21日（火） わたしの主張 五泉市・阿賀町地区大会

23日（木） ３年生単元別整理テスト（下校バス12:30発）

24日（金） ２学期始業式

27日（月） 全校朝会 連合活動開始

30日（木） 阿賀青龍祭予行練習

31日（金） 阿賀青龍祭前日準備


