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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～

氏 名（名前） と 返 事
校長 長谷川 秀夫

「十人十色」

皆さん一人一人には「氏名（名前）」があります。世の中に同姓同名の人は沢山いるかもしれ

ません。けれど、十人十色と言うように、十人集まれば十通りの考え方があります。そういった

意味で、あなたたちは、この世の中でたった一人の存在であると言っても過言ではありません。
「楽しみながら、苦労しながら、あれやこれやと考えて」

あなたたちの一生を支える「名前」ですから、程度の差こそあれ、父母・祖父母は、真剣に、

かつ楽しみ、苦労しながら、文字の画数や星座との相性等々から「ひとつの名前」を付けるので

す。ですから、あなたたちの名前には、様々な願いや思いが込められているのです。

「名前呼ばれたら自信をもって返事する」

お家の方や先生方、地域の方々から名前を呼ばれたら、元気に、「はい」と自信をもって返事

をしてほしいのです。この世でたったひとつの名前なのですから。

☆ 元気にハイ！

【積極的参加に感謝！】

○ 阿賀町伝統の駅伝・マラソン大会が10月８日（祝）に行われました。当日は少し暑いくらい

の気温でしたが、天候に恵まれ、当校生徒も積極的に参加しました。

参加生徒は素晴らしい成績を収めました。成績もさることながら、町の人口が減っている中

ですが、阿賀町を盛り上げようと頑張っている生徒の姿を観られたことが何よりでした。若者

代表として阿賀町内を走ってくれた生徒に感謝します。来年も大勢の生徒の参加を期待してい

ます。

【今年はどんな白嶺祭になるのか、今からワクワクしています】

○ 朝、お昼休み、放課後と校舎全体に合唱の声が響き渡っています。特に放課後は、その歌声

に引き寄せられた私の足が廊下を歩き始めます。階段の踊り場で、教室で、あるいは他のパー

トとはちょっと離れた廊下で、そして音楽室で、更には被服室で、男女が分かれてパート練習を

しっかりと行っていました。

本日２３日にこの原稿を書いています。合唱はもうすぐ完成期に入ります。各パートが揃って

の「合わせ」です。心地よいメロディー、リズム、ハーモニーを奏でてくれると大いに期待し

ているところです。保護者の皆様や地域の皆様の御来校を心よりお待ちしております。

白 嶺 青 龍



１・２年生、新人大会で大活躍！
［ソフトボール］

【中越・下越地区新人大会・阿賀津川中グラウンド(9/29)】 ※３校によるリーグ戦 ２位

第１試合 阿賀津川中 18－０ 三条第一中（３回コールド）

第２試合 阿賀津川中 10－13 長岡南中

【新潟県新人大会・新潟市みどりと森の運動公園(10/6)】 ※トーナメント戦 ベスト８

１回戦 阿賀津川中 15－５ 下山中・東石山中

２回戦 阿賀津川中 ７－18 山潟中

［軟式野球］【五泉市営野球場(10/3)】
５チームトーナメント ３位

第１試合 阿賀津川中 ０－７ 五泉中

３位決定戦 阿賀津川中 ７－０ 村松桜中

［バレーボール］【阿賀津川中体育館(10/3)】
５チームトーナメント 優勝！

準決勝 阿賀津川中 ２－１ 三川中・五泉北中

決勝戦 阿賀津川中 ２－１ 五泉中

［卓球(男子)］【五泉市総合会館大ホール(10/3)】
【団体戦】

６校総当りリーグ戦 ５位（１勝４敗） 【個人戦】

第１試合 阿賀津川中 １－３ 五泉北中 ベスト16

第２試合 阿賀津川中 ３－１ 三川中 長谷川 雅哉(2-2)

第３試合 阿賀津川中 １－３ 川東中

第４試合 阿賀津川中 ０－３ 五泉中

第５試合 阿賀津川中 ２－３ 村松桜中

［卓球(女子)］【五泉市総合会館大ホール(10/3)】
【個人戦】 全員初戦惜敗

［サッカー］【五泉市粟島公園運動広場(10/3)】
４校総当りリーグ戦 ３位（２勝１敗、得失点差で３位）

第１試合 阿賀津川中 ２－１ 村松桜中

第２試合 阿賀津川中 ０－５ 五泉中

第３試合 阿賀津川中 １－０ 五泉北中

［バスケットボール(男子)］【五泉市村松体育館(10/3)】
５チームトーナメント ３位

１回戦 阿賀津川中 66－18 川東中

準決勝 阿賀津川中 22－68 村松桜中

順位決定戦 阿賀津川中 47－49 五泉中

［バスケットボール(女子)］【五泉市村松体育館(10/3)】
４チームトーナメント ３位

１回戦 阿賀津川中・川東中 29－95 五泉中

３位決定戦 阿賀津川中・川東中 50－35 五泉北中



実りの秋、たくさんの経験を通して

２年生 職場体験

９月２６日～２８日、「働くこと」をより深く体験

し、進路への意識を高めるため、「職場体験」を行いま

した。３日間連続して体験を続けることで、働くことの

厳しさや人のために役に立つことの大切さ、社会に出る

に当たって身に付けなければならない力や心構えなど、

実にたくさんのことを学べたことと思います。

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。心より感謝いたします。皆様のお力をお借りしながら、今後も当校の子ども達をたくましく成

長させていきたいと思います。よろしくお願いします。

阿賀町駅伝大会

１０月８日(月)体育の日、伝統の「第14回阿賀町駅伝大会」が行われました。１チーム５人編成で、当

校からは男女合計４チームが参加し、素晴らしいレースを展開しました。中学男子の部・女子の部でそれ

ぞれ１位になったチームメンバーを紹介します。なお、４名が区間新記録を受賞しました！

１ 区 ２ 区 ３ 区 ４ 区 ５ 区

中学男子の部 齋藤優希也 加藤 旭 遠藤 陽人 上田 聖也 阿部孝太郎

第１位 （３－１） （３－１） （３－１） （３－１） （３－２）

中学女子の部 杉崎 凛乃 猪 こころ 佐藤 凛 波田野風薫 伊藤 知夏

第１位 （１－１） （２－２） （２－２） （２－２） （２－１）

※ 下線の生徒は、区間新記録達成者です。

３年生 上級学校訪問

１０月９日(火)、３年生が上級学校訪問に行ってきました。高等学校卒業後の進路選択の一つである専

門学校や大学を見学・体験することで、将来を考える一助とすることが目的でした。午前中は、新潟駅周

辺の各自が選択した専門学校で、「何を学習するのか」「どんな資格が取れるのか」を学びました。また、

午後からは新潟大学へ移動し、学生食堂で昼食を取ったあと、大学院生

による模擬授業を受けてきました。

年明けには高校入試が始まる３年生。今回の「上級学校訪問」での経

験を生かし、広い視野で自分の将来を考え、悔いのない進路選択をして

ほしいと願います。

阿賀町科学研究発表会

１０月１１日(木)、理科センター主催による阿賀町科学研究発表会が、当校会議室にて行われました。

夏休みに取り組んだ自由研究作品の中から、１・２年生よりそれぞれ1つずつ、下記の研究が当校代表と

して選ばれました。

当日は当校の１年生全員および、来校した三川中２年生全員の前で、堂々とした態度で発表してくれま

した。大変立派でした。

長谷川 颯汰(1-1) 「動く水～毛細管現象とサイフォンの原理～」

五十嵐 寛治(2-1)，長谷川 礼(2-1) 「牛乳からプラスチックを作ろう！」



いよいよ明後日、第11回 白嶺祭

先日ご案内いたしましたが、明後日10月２７日(土)、いよいよ当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います。各クラスとも、本番

へ向け、表現に磨きをかけています。

今年度11回目となる「白嶺祭」、生徒全員が全力で準備をしています。ぜひ、ご来場ください。

平成３０年度 白嶺祭 スローガン「歌調風月」
白嶺祭実行委員会

実行委員長 ３年２組 倉地 圭一

副実行委員長 ３年２組 阿部 花梨

合唱運営委員長 ３年２組 波多野栞織

合唱審査委員長 ３年２組 長谷川 暖

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

1－１ マイバラード 田部 遥希 渡部 心 大切なもの 井上 星凪 波田野 萌結

１－２ マイバラード 阿部 大和 佐伯 風香 この星に生まれて 石川 七暉 渡部 桃香

2－２ 時の旅人 廣瀬 顕太郎 猪 こころ ＣＯＳＭＯＳ 遠藤 飛翔 加藤 里菜

2－１ 時の旅人 長谷川 健太 熊倉 絵莉 心の瞳 長谷川将太 伊藤 知夏

3－1 信じる 五十嵐 太河 杉崎 こころ あなたへ 清野 真 杉崎 こころ

3－２ 信じる 倉地 圭一 五十嵐 光織 未来 三留 心愛 五十嵐 光織

全校合唱 『花は咲く』 指揮 阿部 花梨(3-2) 伴奏 杉崎 こころ(3-1)

＜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（木） 小学校６年生体験入学会

２日（金） フッ素洗口、漢字検定

５日（月） 全校朝会、預り金引き落とし日

６日（火） 部活動休止日、訪問給食2-1

７日（水） Web英語テスト、球技大会、スクールカウンセラー来校

８日（木） Web国語テスト、１年歯科指導

９日（金） Web数学テスト、税についての作文表彰式

１２日（月） テスト前部活動休止（～11/19）

１４日（水） ３年実力テスト

１５日（木） 生徒会代議員会、午前３限授業後下校

１６日（金） フッ素洗口

１９日（月） 第３回定期テスト①、体育館ワックス掛け

２０日（火） 第３回定期テスト②、第２回防災訓練

２１日（水） 生徒会役員選挙公示、１年阿賀町地域学習、専門委員会、特別活動優先日

２２日（木） ２年ファシリテーション研修

２６日（月） 生徒朝会

２８日（水） 部活動休止日

３０日（金） フッ素洗口


