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教育目標 知性を磨き、共に高め合う生徒

阿賀津川中学校生徒の話
～全校朝会より～

【工藤ひとし先生から生徒へのメッセージ】

講演会を終え、工藤ひとし様・ＰＴＡ会長・副会長・教頭・私の５名で様々な教育談義をしま

した。その中で、当校生徒の話が出ました。

○挨拶・聞く・挙手して話す等のけじめをしっかり付けることの出来る生徒である。

○９０分の話をしっかり聴くことの出来る、我慢強い生徒である。

と、当校生徒をとても褒めていただきました。特に挨拶は、自分の方に身体の方向を変えて挨拶

の声を出し、その後しっかりとお辞儀をするという仕草が出来ることに驚いたそうです。阿賀津

川中の生徒は素晴らしいです！と力説していらっしゃいました。

【期待と重荷と ～保護者、地域、先生方からの期待～】
○自分が小学生、中学生、そして高校生になるに従って、親、地域、先生から期待されました。

中学生になったときは、「中学生になったんだから・・・」と言われ、高校生になれば「高校生

になったんだから・・・」と言われ、自分としては、「そんなに一朝一夕に変われるものじゃあ

ない」と思いながらそこにいた自分を思い出します。

中学校生活を考えてみても、１年生から２年生となり、「中堅学年として・・・」、２年生か

ら３年生となり「最上級学年として・・・」。と言われました。そして現在の自分を振り返ると、

生徒の皆さんに期待しているのです。つい言葉に出して期待してしまうのです。

ですが、生徒の皆さんにはこの期待を重荷にしないでほしいと思います。特に３年生の成長は

よく分かるので、今までどおり、当り前のことを当り前にやってもらいたいと思います。決して

無理をしないでほしいのです。

先生方は皆、生徒の皆さんが楽しい中学校生活を送ってほしいと願っています。よろしくお願

いします。

【感動を有難う！地区大会第１日目より】
郡市大会が無くなり、公式戦として初めての下越地区大会初日でした。応援に来られた保護者

や地域の皆様の胸を熱くさせる試合でした。

○野球

水原中学校との合同チームで臨んだ。６回までは一進一退の攻防で、１対３と２点ビハインド

で規程回の７回表の攻撃。ここでチーム一丸となり、江花大地さんの打席で２点を挙げ同点に追

いつき３対３。残念ながらその裏にサヨナラ負けを喫したが、久しぶりに胸が熱くなった。

○バスケットボール

女子は、荒川中、五泉川東中、京ヶ瀬中の４校合同チームで臨んだ。様々な面で合同練習はさ

ぞ大変だったであろう。けれど、当校生徒はイキイキと、合同チームを引っ張っていた。
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男子の対戦校は県大会常連参加チーム。途中26点のビハインドがあったが、あっという間に９

点差まで迫った。ベンチの選手とともに、試合終了のブザーが鳴るまで全力で戦った。

○卓球

男女ともに団体戦は予選敗退となったが、試合に臨んでいる選手、フロアーで応援する仲間、

そしてギャラリーで応援する仲間が心をひとつにして声を出し拍手していた姿が素晴らしかった。

○サッカー

相手は村上の強豪校。前半開始早々立て続けに３点を取られた。ここで、キャプテン、ゴール

キーパーが中心となり、全員で声を掛け合い、立て直しを図った。この姿が私の目頭を熱くした。

決して投げ出さず諦めず、全員で頑張ろうとする姿があった。後半の終了ホイッスルが鳴るまで

その姿は続いた。

○陸上競技（共通男子100ｍ）

陸上競技部の無い中、１人で参加した心意気と勇気に拍手を贈る。１年生から３年生までの強

者がタイムを競う中、準決勝には進めなかったが、１年生トップの３組５着（12″54）という素

晴らしいタイムをたたき出した。

令和元年度 標準学力検査(NRT)結果
４月に実施した標準学力検査（ＮＲＴ）の結果が届きました。これは、前年度までの学習内容

を総合してどの程度の学力が定着しているかを調べるテストです。50.0が全国平均レベルです。

なお、標準学力検査（ＮＲＴ）の個人の結果は１学期末の通知表と一緒にお届けします。お子

さんの学力の目安としてご覧いただきたいと思います。

国語 社会 数学 理科 英語 平均

１年生 ５１.９ ４８．９ ５２．５ ４９.８ ５０.８

２年生 ５２.９ ５０．０ ４８.３ ４８.３ ４９.６ ４９.８

３年生 ５０.９ ４３.０ ４５.３ ４３.０ ４５.３ ４５.５



《下越地区大会(第１日目) 結果》

軟式野球 （五十公野球場）

初戦敗退 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 計

水原中・阿賀津川中 ３－４ 安田中 水原・阿賀津川 ０ ０ １ ０ ０ ０ ２ ３

安 田 １ １ ０ ０ ０ １ １× ４

バレーボール （五泉市総合会館）

阿賀津川中 ２－０ 新発田市立東中 ２日目トーナメントへ！

25 － 10

25 － 17

卓球(男子) （新発田市カルチャーセンター）
【団体戦】 【個人戦】

４校総当りリーグ戦３位（１勝２敗）予選敗退 ４名初戦突破 ３日目へ！

阿賀津川中 ０－３ 七葉中 長谷川雅哉 (3-1)

阿賀津川中 １－３ 村上東中 荒木 智人 (3-2)

阿賀津川中 ３－２ 中条中 五十嵐寛治 (3-2)

伊藤 大礎 (2-2)

卓球(女子) （新発田市カルチャーセンター）

【団体戦】 【個人戦】

３校総当りリーグ戦３位（０勝２敗）予選敗退 全員 初戦敗退

阿賀津川中 １－３ 中条中

阿賀津川中 ０－３ 本丸中

サッカー （五十公野公園サンスポーツランド）

阿賀津川中 ０－６ 朝日中 初戦敗退

バスケットボール(男子) （聖籠町民会館）

阿賀津川中 41 － 65 京ヶ瀬中 初戦敗退
2 － 18

12 － 12

14 － 17

13 － 18

バスケットボール(女子) （サンビレッジしばた）

阿賀津川中（４校合同チーム） 43 － 77 猿橋中 初戦敗退
9 － 17

4 － 23

12 － 20

18 － 17

陸上競技 （五十公野公園陸上競技場）

100Ｍ走 12秒54 予選敗退 波田野恭平 (1-2)

◎ ６月１４日(金)（陸上競技のみ6/18）に下越地区大会（第１日目）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。残念ながら、多くの部で厳しい結果と

はなりましたが、たくさんの汗と涙を流し、思い出いっぱいの大会となりました。

なお、バレーボール部は6/28(金)の、卓球部男子個人は6/29(土)のトーナメント戦に臨みま

す。保護者の皆様、さらなる応援をお願いいたします。



いじめ見逃しゼロをめざして！

6/5(水)の５限に、新潟県警の生活安全部部少年課から長谷川政和警部補をお招きして、主に

ＳＮＳを介した「いじめ」について学習をしました。ＳＮＳに関しては、ほとんどの生徒が知っ

ており、実際に起こった いじめ事案や「いじめといじりの違い」について、真剣に聞いていまし

た。お話ししていただいた長谷川さんは、県警内の「いじ

め対策担当」であることもあり、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。

長谷川さんのお話を受け、「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学校全体で

考えていかねばなりません。

救急法を確実に身につけよう！

6/19(水)の５・６限に、津川消防署の皆さんを講師として「救

急法講習会」を行いました。これは、毎年２年生で実施する大切

なプログラム。胸骨圧迫やＡＥＤを活用した心肺蘇生法の学習で

す。生徒はしっかりと学習していました。

暑い季節の到来を前にし、万が一の事態に備えて、「救命救急

法」については生徒全員に身につけさせたいと考えます。

＜７月の予定＞
1日（月） 全校朝会（報告会）

2日（火） ２年JOB WORLD2019参加

3日（水） 部活動休止日

5日（金） フッ素洗口、学校預り金口座引き落とし日

6日（土） 通信陸上競技大会

9日（火） 訪問給食（３－１）

10日（水） 県総体・下越吹奏楽コンクール激励会

11日（木） 生徒会代議員会

12日（金） フッ素洗口、漢字検定、県総体前日準備

13日（土） 県総体①

14日（日） 県総体②

15日（月） 県総体③、海の日、メディアコントロールデー

16日（火） ３年レガッタ体験、専門委員会

17日（水） 学期末懇談会①、部活動休止日、SB13:30

18日（木） 学期末懇談会②、球技大会、SB16:15

19日（金） 学期末懇談会③、フッ素洗口、SB16:15

21日（日） 下越吹奏楽コンクール（新潟テルサ12:30 阿賀津川中・三川中演奏）

22日（月） 生徒朝会、リザーブ給食

23日（火） 学期末大清掃

24日（水） １学期終業式、青龍祭結団式、部活動休止日、SB16:15

25日（木） 夏季休業開始（～8/28）

27日（土） PTA１学年行事

30日（火） PTA地域懇談会


