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教育目標 知性を磨き、共に高め合う生徒

挨 拶
～全校朝会より～

【コミュニケーションとしての挨拶】

代表的な挨拶に、「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」などがあります。都

道府県各地の方言などを考えると、日本には様々な挨拶があります。それらは全て、人と人とを

繋ぐためのコミュニケーションであると考えられます。

【挨拶の達人】

本校に挨拶の達人がいます。私が春や秋の交通安全運動で交差点に立っていたり、町中を歩い

ていたりすると、町民の方々からお褒めの言葉をいただきます。「校長先生、ほら、あの元気な

生徒、いっつもニコニコしておっきな声で挨拶すらんさねー。たいしたもんだわ。」驚くことに、

このように話をしてくださる方が複数人いらっしゃるのです。ある方は田町交差点で。ある方は

銀行前で。少なくともその方々は、挨拶を受けたその一瞬を、或いはその一日を、気持ちよく過

ごしただろうと想像できます。皆さんが褒めてくださる生徒は、同一人物だったのです。

【平成２９年度学校だより から】

「挨拶」については、平成29年度学校だより第11号に、当時の津川警察署次長、上谷様からい

ただいた言葉を載せたことがありましたので紹介いたします。

『昨年１２月、私はある会場で津川警察署上谷次長様とばったりお会いしました。その際、「 阿

賀津川中学校の生徒は挨拶が良いですね 」と褒めていただきました。更に、「形式的な挨拶では

なくて心がこもっているんですよ」と続けられました。その言葉を聞き、思わずニヤニヤしてい

る自分がいました。「気持ちの良い挨拶の大切さ」を改めて考える良い機会となりました。』

【生きていく上で最も大切な事のひとつ】

体調が優れない日や心配事が続く日は、元気な挨拶ができないこともあります。そんな日は空

元気（カラゲンキ）で乗り切ろうと思います。私は「挨拶」を、私たちが生きていく上で最も大

切な事のひとつであると確信しているからです。

今日も天気いいですねー お晩です 朝晩寒くなりましたねー

白 嶺 青 龍



１・２年生、新人大会で大活躍！
１、２年生の新チームによる新人大会の結果を一覧にしました。どの部もフレッシュな力で、

頑張りました。保護者の皆様、たくさんの応援、ありがとうございました。

［ソフトボール］

【中越・下越地区新人大会・スポーツランド燕(9/22)】 ※３校総当りリーグ戦 ２位

第１試合 阿賀津川中 20－３ 三条第一中

第２試合 阿賀津川中 11－12 長岡南中

【新潟県新人大会・清里スポーツ公園(10/5)】 ※トーナメント戦 初戦敗退

１回戦 阿賀津川中 ０－５ 上越市立三和中

［バレーボール］【阿賀津川中体育館(10/2)】
５チームトーナメント ３位

準決勝 阿賀津川中 １－２ 三川中・五泉北中

３位決定戦 阿賀津川中 ２－０ 村松桜中

［軟式野球］【五泉市営野球場(10/2)】
３チーム総当りリーグ戦 ２位

第１試合 阿賀津川中・三川中・川東中 ２－16 五泉中・五泉北中（５回コールド）

第２試合 阿賀津川中・三川中・川東中 10－３ 村松桜中（５回コールド）

［卓球(男子)］【五泉市総合会館大ホール(10/2)】
【団体戦】

６校総当りリーグ戦 ６位（０勝５敗） 【個人戦】

第１試合 阿賀津川中 ０－３ 五泉中 ベスト16(２年の部)

第２試合 阿賀津川中 １－３ 五泉北中 清野 琉央(2-1)

第３試合 阿賀津川中 ０－３ 村松桜中 伊藤 大礎(2-2)

第４試合 阿賀津川中 ２－３ 川東中

第５試合 阿賀津川中 ２－３ 三川中

［卓球(女子)］【五泉市総合会館大ホール(10/2)】
【団体戦】

５校総当りリーグ戦 ４位（１勝４敗） 【個人戦】

第１試合 阿賀津川中 ０－３ 五泉中 ベスト16(１年の部)

第２試合 阿賀津川中 １－３ 村松桜中 伊藤 愛梨(1-1) 小川 香音(1-1)

第３試合 阿賀津川中 １－３ 五泉北中 斎藤 有起(1-2) 齋藤 璃織(1-2)

第４試合 阿賀津川中 ３－２ 川東中

［サッカー］【五泉市粟島公園運動広場(10/2)】
３チーム総当りリーグ戦 ２位（１勝１敗）

第１試合 阿賀津川中・五泉中 ０－２ 村松桜中

第２試合 阿賀津川中・五泉中 ２－１ 五泉北中

［バスケットボール(男子)］【五泉市村松体育館(10/2)】
５チームトーナメント ３位

１回戦 阿賀津川中 59－46 川東中

準決勝 阿賀津川中 45－82 村松桜中

順位決定戦 阿賀津川中 42－64 五泉中



いよいよ明後日、第12回 白嶺祭
先日ご案内いたしました当校の伝統行事「白嶺祭」。いよいよ明後日10月２６日(土)に行われます。放

課後の演劇練習や合唱練習、各種準備活動に熱が入っています。特に合唱への意気込みはすごく、すばら

しい歌声が校内のあちこちから聞えてきています。

今年度12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。

令和元年度 白嶺祭 スローガン「信羅万翔」

～歌声が響き渡る白嶺祭～

白嶺祭実行委員会

実行委員長 清野 碧生(3-1) 副実行委員長 熊倉 絵莉(3-2)

合唱運営委員長 猪 こころ(3-2) 合唱運営副委員長 猪 向日葵(3-1)

演劇（劇団AGA)

タイトル 『Time Waits For No One』

団 長 熊倉 絵莉(3-2) 副団長 清野 碧生(3-1) 脚本 波田野風薫(3-1)

役 者 佐藤 凛(3-1) 波田野結愛(3-1) 加藤 里菜(3-1) 江川 愛依(3-1) 清野 晏夕(3-1)

江花 大地(3-1) 落合 輝音(3-1) 長谷川 礼(3-1) 齋藤 玲音(3-1) 齋藤 幸輝(3-1)

渡部 未遥(3-2) 長谷川杏珠(3-2) 長谷川健太(3-2) 松原 大知(3-2) 長谷川将太(3-2)

五十嵐寛治(3-2) 遠藤 飛翔(3-2) 長谷川竜己(3-2)

道具係 髙橋 明音(3-1) 稲生 紗良(3-1) 伊藤 知夏(3-1) 渡部有里加(3-1) 伊藤 琉真(3-1)

波田野瑞紀(3-2) 清田 優平(3-2) 長谷川楓太(3-2) 清田 日向(3-2)

照明係 猪 こころ(3-2) 小林千佳乃(3-2) 遠藤 翔斗(3-2)

音響・映像係 猪 向日葵(3-1) 長谷川雅哉(3-1) 瀬 顕太郎(3-1) 江川 一葉(3-2)

合唱コンクール発表順

(1) 全校合唱 『校歌』 指揮 瀬 顕太郎(3-１) 伴奏 熊倉 絵莉(3-２)

(2) 全校合唱 『Believe』 指揮 瀬 顕太郎(3-１) 伴奏 猪 こころ(3-２)

(3) 各クラス合唱

順番 クラス 曲 名 指揮者 伴奏者

① １－２ 大切なもの 大堀 迅 讃岐 智陽

② 1－１ この星に生まれて 五十嵐 丈 伊藤 愛梨

③ 2－１ 時の旅人 田部 遥希 佐伯 風香

④ 2－２ HEIWAの鐘 井上 星凪 渡部 心

⑤ 3－1 信じる 江花 大地 伊藤 知夏

⑥ 3－２ あなたへ 遠藤 飛翔 熊倉 絵莉

(4) 全校合唱 『花は咲く』 指揮 瀬 顕太郎(3-１) 伴奏 猪 こころ(3-２)

合唱コンクール・クラス スローガン

クラス ク ラ ス ス ロ ー ガ ン

１－１ 熱 盛 ～輝き、星のように！～

1－２ 友 心 一 命 ～心を一つに～

2－１ 史 上 最 響 ～響け 私たちの歌声～

2－２ 奇 跡 ～心を一つに 前代未聞の歌声を～

3－1 志 者 互 柔

3－２ 絶 対 優 賞 ～詞を「あなたへ」～



「エゴマの取組」が、テレビ放送されました！

現在２年生では、総合学習の時間に地域学習の一環として「エゴマ」に関す

る活動を展開しています。先日、BSNテレビの「ゆうナビ・阿賀町特集」の中

で、9/30のエゴマ刈取り、10/7の脱穀の様子が放送されました。２年生の生

き生きと活動する姿が、とても印象的でした。

第３回定期テストがあります！

「白嶺祭」が終了すると、３週間ほどで「第３回定期テスト」が行われます。今学期のラスト

を飾る大事なテストです。定期テストに向けてしっかりと学習計画を立て、家庭学習を充実させ

てほしいと願います。

１年生 ２年生 ３年生

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③

11月1８日 (月 ) 理科 数学 英語 国語 社会 理科 英語 数学 国語

11月１９日(火 ) 国語 社会 英語 数学 社会 理科

＜１１月の予定＞
※下校バスが、11月から17:15になります。（～３月３日）

１日（金） 小学校６年生体験入学会 フッ素洗口 SB時刻変更

３日（日） 文化の日

４日（月） 振替休日

５日（火） 全校朝会 １学年修学旅行業者選定会議 預り金引き落とし日

６日（水） ３年実力テスト 部活動休止日、SB15:50

８日（金） フッ素洗口 漢字検定

１１日（月） テスト前部活動停止（～11/18）

１２日（火） 訪問給食1-2

１４日（木） 代議員会 3-2以外午前３限授業 給食なし 部活動休止日 SB12:00

（3-2のみ弁当持参 SB15:00）

１５日（金） フッ素洗口 専門委員会 メディアコントロールデー

１７日（日） 高校生による高校説明会（村松高校）、

里の秋ふれあいコンサート（文化福祉会館）

１８日（月） 第３回定期テスト① SB12:10

１９日（火） 第３回定期テスト② 第２回防災訓練

２０日（水） 部活動休止日 SB14:55

２２日（金） フッ素洗口 ３年進学説明会（5,6限）

２３日（土） 勤労感謝の日

２５日（月） 生徒朝会

２７日（水） 部活動休止日 SB14:55

２８日（木） １年お口の健康教室（5,6限）

２９日（金） フッ素洗口


