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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～

挑 戦 す る
校長 長谷川 秀夫

誰でもそうだと思うのですが、（少なくとも私はそうです）ある事に挑戦するには、エネルギ

ーと勇気が要ります。挑戦すると決めるまでには様々な葛藤があります。「めんどうだからやめ

る」と結論づけてしまい、後々悔やんだこともあります。挑戦する内容にもよりますが、挑戦は

自分自身との戦いです。夢を実現するためには、「挑戦する」ことを必要とする場面がやって来

ることも事実です。

【学習オリンピック】

去る８月９日、阿賀町学習指導センター主催の「中学生学習オリンピック」が阿賀町公民館を

会場に開催されました。男女や学年を問わず３名で１チームを構成します。当校からは、１年生

から３年生までの計10チーム（30名）が参加しました。

中学校で学習する基本的内容から、奇問・難問を含めた合計15問を、３名で力を合わせ、制限

時間75分で解きます。当日出題された問題から２問を下に載せます。

○オオカミとヤギを連れ、キャベツを１個持った農夫 ○矢印に合わせて読むと４つの熟語が完成するよう□

がいる。川にはボートがあるが、農夫の他には動物１ に漢字を入れます。□に入る漢字を書きましょう。

頭かキャベツ１個しか乗せられない。農夫がいなけれ ① 早 ② 学 ③ 空 ④ 秘

ばオオカミはヤギを襲うし、ヤギはキャベツを食べて ↓ ↓ ↓ ↓

しまう。 就→□→台 親→□→情 面→□→昼 子→□→石

すべてを無事に対岸に渡すにはどうしたらよいでし ↓ ↓ ↓ ↓

ょうか。 坊 達 髪 刀

結果は、前号でお伝えした通りです。今回の大会で特筆すべきは、10チーム（30名）の生徒が

参加したことです。素晴らしい挑戦でした。暑い夏のひとときを、チームメイトと協力しながら、

楽しそうに様々な問題に挑戦する姿がとても素敵でした。

【新潟県数学選手権中学生大会】

去る８月18日、ＢＳＮ新潟放送主催の「新潟県数学選手権中学生大会」が新潟放送本社でおこ

なわれました。２名でチームを組み問題に取り組みます。当校生徒が見事、団体の部優勝を勝ち

取ったことは前号でお伝えしました。

学習オリンピック同様、このような大会に積極的に参加し、己がもつ可能性に果敢に挑戦し、

自己を高めようとする姿には頭が下がります。

【全校生徒に感謝！素晴らしい阿賀青龍祭】

夏季休業中の猛暑とは一転、２学期に入り、連日の雨でグラウンドでの練習が出来ずに過ごし

た１週間でした。阿賀青龍祭は翌日に順延となりましたが、生徒一人一人のモチベーションは高

く、３年生をはじめ、各部門のリーダーとその人たちを支えたフォロワーの活躍は見事でした。

様々な場面で活躍する生徒一人一人の表情が、阿賀青龍祭の価値を一層高めていました。阿賀

津川中の伝統に、更に輝きを加えた生徒の皆さんに感謝します。御多用の中応援に駆け付けてく

ださった、波田野副町長様はじめ来賓の皆様、並びに保護者・地域の皆様、有難うございました。

白 嶺 青 龍



第11回 阿賀青龍祭を実施しました！

天候不順により、１日順延して迎えた９月２日(日)、第11回目となる「阿賀青龍祭」を実施し

ました。なかなかグラウンドで練習できず、しかも１日間が空くという厳しい状況の中、その不

安を吹き飛ばすような熱気と迫力で、素晴らしい盛り上がりを見せてくれました。おいでいただ

いた大変多くの保護者・地域の方々、ご来賓の皆様、本当にありがとうございました。

第11回阿賀青龍祭結果

競技の部優勝 応援の部優勝 パネルの部優勝

白連合 赤連合 白連合・赤連合（同点）

［白連合の応援パフォーマンス］ ［赤連合の応援パフォーマンス］

［白連合のパネル『白鵺』］ ［赤連合のパネル『麟燃』］

［解団式直後の全生徒集合写真］



阿賀津川中１・２年生の力を見せよう！新人戦！

９月２９日（土）下越・中越地区新人大会の予定
種 目 会 場 組み合わせ（試合開始予定時刻）

※３チームによる総当りリーグ戦

ソフトボール 阿賀津川中学校グラウンド 9:30 対 三条第一中学校

13:30 対 長岡南中学校

１０月３日（水）五泉市・東蒲原郡新人体育大会の予定
種 目 会 場 組み合わせ（開始予定時刻）

※４チームによるトーナメント戦

軟式野球 五泉市営野球場
10:30 １回戦 対 五泉中学校

12:30 １回戦敗退チーム同士による３位決定戦

14:30 １回戦勝利チーム同士による決勝戦

※５チームによるトーナメント戦

バレーボール 阿賀津川中学校体育館
11:10 ２回戦（川東中対三川中・五泉北中の勝者と）

13:10 ３位決定戦

14:10 決勝戦

※男子団体戦６チームによる総当りリーグ戦

9:00 対 五泉北中学校 10:45 対 五泉中学校

卓 球 五泉市総合会館大ホール
9:35 対 三川中学校 11:20 対 村松桜中学校

10:10 対 川東中学校 12:00 個人戦開始

※女子は個人戦（トーナメント戦）のみ参加

12:00 試合開始

※男子５チーム、女子４チームによるトーナメント戦

バスケットボール 五泉市村松体育館 8:40 男子１回戦 対 川東中学校

10:00 女子１回戦 対 五泉中学校

※４チームによる総当りリーグ戦

サッカー 五泉市粟島公園運動広場
9:20 対 村松桜中学校

11:30 対 五泉中学校

12:50 対 五泉北中学校

白嶺祭の準備が進んでいます。
第11回 白嶺祭

阿賀青龍祭が終わり、定期テスト、総合学習と、忙しくも充実した

日々が続いています。そして、来月２７日(土)には、白嶺祭です！ 期 日 10月2７日(土)

現在、白嶺祭に向けて技能教科等の作品展示、生徒会企画や、有志 開 会 式 9:00

による演劇の準備が進められています。また、午後からの伝統イベン ｽﾃｰｼﾞ発表 9:15

ト「合唱コンクール」に向けて、各クラスとも練習に力が入っている 作品鑑賞 11:05

ところです。 合唱ｺﾝｸｰﾙ 12:50

今年も、ご来場の皆様を「感動」させる白嶺祭になるでしょう。当日 閉 会 式 14:55

はぜひご来校ください。（正式な案内は後日お届けいたします。）

白嶺祭 各クラス合唱コンクール 曲名

１年１組 １年２組 ２年１組 ２年２組 ３年１組 ３年２組

課題曲 マイバラード 時の旅人 信じる

自由曲 大切なもの この星に生まれて 心の瞳 COSMOS あなたへ 未来



第65回 東蒲原郡中学校音楽発表会

白嶺祭の２日前である10月2５日(木)、第６５回を迎える「東蒲原郡中学校音楽発表会」が、当校を会

場に開催されます。今年も昨年同様に、三川中学校と阿賀黎明中学校の全校生徒も参加し、阿賀町の中学

生が一堂に会して音楽発表を行います。

当日は、各校の全校合唱と三川中、阿賀津川中の３年生の合唱を披露し、吹奏楽部（阿賀津川中・三川

中合同）の発表を鑑賞し、全員での合唱も行います。お互いの合唱を鑑賞しあい、同じ阿賀町の生徒とし

て「交流の輪」を広げて欲しいと願います。保護者の皆様も、ご都合のつく方はぜひ会場においでくださ

い。

当日のプログラム

（１）全員合唱 「夢の世界を」

（２）阿賀黎明中学校 発表

全校合唱 「広い世界へ」「ひまわりの約束」

（３）三川中学校 発表

２・３年生 「虹」

全校合唱 合唱組曲『阿賀野川』より「５ 光に向かって」

（４）阿賀津川中学校 発表

３年生 「信じる」

全校合唱 「花は咲く」

（５）全員合唱 「Ｂｅｌｉｅｖｅ」

（６）休憩

（７）阿賀津川中学校・三川中学校吹奏楽部合同演奏

「神々の運命」 他

＜１０月の予定＞

１日（月） 衣替え完全実施

３日（水） 郡市新人大会（給食なし） スクールカウンセラー来校日

４日（木） 郡市新人大会予備日

５日（金） Web数学テスト 英語検定 学校預かり金口座引落

８日（月） 体育の日 町駅伝・マラソン大会

９日（火） ３年上級学校訪問（新潟市内） 訪問給食1-2 教育相談開始（～10/31）

１０日（水） Web英語テスト 新人大会報告会 部活動休止日

１１日（木） 生徒会代議員会 町科学研究発表会 合唱練習強調週間（～10/26）

１２日（金） Web国語テスト

１３日（土） 深めよう絆県民の集い（胎内市産業文化会館） PTA１学年行事

１５日（月） セルフモニタリングウィーク（～10/19）

１７日（水） 全校合唱練習① 部活動休止日

１９日（金） 専門委員会

２２日（月） 生徒朝会 ３年実力テスト 技能教科前期通知票配布

２３日（火） ３年五泉高校体験入学

２４日（水） 全校合唱練習② 特別活動優先日

２５日（木） 第65回東蒲原郡中学校音楽発表会

２６日（金） 白嶺祭前日準備 部活動休止日

２７日（土） 第11回白嶺祭 部活動休止日

２９日（月） 振替休日


