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平成２８年６月６日発行

協力親和

豊かな人間を目指し たくましく生きる生徒の育成
感謝する心
素直な心
努力する心
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６月となり、初夏を感じさせる暑い日が多くなりました。校長室からは、２年生が緑の
少年団活動の一環として植えたゴーヤがすくすくと伸びる様子が見えます。また、真野中
学校では、衣替えが行われ、男女とも生徒の服装が黒から白へと変わりました。周りの光
景も緑が輝き、万物が躍動する季節となってきました。
先月には、中学校のスポーツ大会のトップとなる佐渡市中学校陸上競技大会が真野中の
目の前の陸上競技場で行われました。真野中生徒は、選手・応援・補助役員と、全生徒が
自分にできることに精一杯取り組みました。選手にとって、競技の結果は、満足できる人、
できない人とそれぞれでしたが、自己新記録を出した生徒が多かったことは、大きな成果
であったと思います。晴天にも恵まれ、真野中生徒の良さを実感できる爽やかな一日とな
りました。
さて、私はこの一か月の間、日常の生活で、幾つかの光景を目にしました。
１

休日の両津地区、車を運転し横断歩道にさしかかると、１人の体操着を着た中学生
が横断しようとしていました。私は、停止線に車を止め生徒が渡りきるのを待ちまし
た。すると渡り終わった生徒は、車の真正面に向き直り、笑顔で深々と頭を下げたの
です。
２ 先月行われた通信陸上突破会、全ての種目が終了し、担当の方が『手の空いた人は
後片付けを手伝ってください』と競技場内の中学生に声をかけると、全力で後片付け
の方向に走る生徒が見えました。他の誰よりも早く、急いで駆けつける生徒の顔は大
変良い顔をしていました。
３ 私は出張のため、新潟に行きました。新潟でバスに乗っていると一人のおばあさん
が荷物を抱えて乗り込んできました。残念ながら座席は空いていませんでした。する
と座っていた女子中学生が立ち上がり、笑顔を見せながら席を譲ったのです。本当に
自然な態度でした。おばあさんは喜び何度も何度もその中学生に頭を下げていました。
考えてみれば、普段の生活の中で普通に目にする光景です。しかし、そのあまりにも自
然な振る舞い故に私は３人の中学生によって、何とも言えず温かい気持ちになりました。
そして、こういう子達が育っている新潟、佐渡に対し、一種の誇らしさも感じました。日
頃の生活の中で、このような行動ができる人が私は好きです。勉強がとてもできる生徒や
大会で大活躍する生徒は、当然素晴らしいと思っています。しかし、それ以上に、生活の
中でこのような行動のとれる生徒を私は応援したいと考えています。これらの光景を目に
しながら、真野中学校の生徒一人一人が自然にこのような行動のとれる人に育ってほしい
と思いました。
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平成２８年度
教育目標

豊かな人間を目指し、たくましく生きる生徒

重点目標

○広い視野をもち、自ら進んで学習に取り組む
○心身ともにたくましく、粘り強くやりぬく

１ 学校教育全体を通して行うこと
○校訓（立志力行 協力親和）を意識した生徒活動を実施します。
○「３つの心（感謝する心、素直な心、努力する心）」を意識した生徒活動を
実施します。
２

教科や領域等の指導で行うこと

○学力向上の取組
目標① 学力向上推進システム（webシステム）を活用し、県平均以上の正答率がとれるよ
うに学習指導を工夫します。
② 全校生徒が「学年×10分」以上の家庭学習（１年70分以上、２年80分以上、３年
90分以上、休日は、平日の２倍）に取り組むよう指導します。
目標達成の手立て
・Ｗｅｂ配信問題等を活用して基礎・基本の定着に努めます。
・自主学習ノートを毎日提出させて点検と指導を行います。
・「学び合い」を取り入れた、学力向上をテーマにした授業研究を行います。
・真野小学校と連携して学力向上に関する研修を行います。

○郷土愛を軸にしたキャリア教育の推進
目標①

総合的な学習の時間において、各学年で学習テーマに基づく課題を設定し、問題
解決能力を育成します。
② 「総合郷土」の学習により、地域との関わり合いを深め、佐渡を愛し広い視野を
もって活動する生徒を育成します。
目標達成の手立て
・活動前に目標や学習方法を説明し、活動の間にも学習の見直しを行います。
・課題について、本・インターネット・インタビュー・アンケートなど多様な方法で
調査する機会を設け、資料収集の力を伸ばします。
・発表会や作品展示を行って学習の成果をまとめる力を育て、効果的に伝える手立て
を身に付けさせます。
・職業講話や職場体験を実施します。

○いじめ・不登校を生まない学校づくり
目標① 全職員の共通理解に基づいた実践により、温かく居心地のよい学校を目指します。
② 学校生活が「充実していて楽しい」と感じる生徒を育て、いじめや不登校のない
学校を目指します。
③ 学校生活において、協力や助け合いの心をもって活動する生徒を育てます。
目標達成の手立て
・アンケートを行って生徒の様子を把握し、教育相談や生徒理解研修を行います。
・行事・生徒会活動・学級活動・道徳の授業等で、互いに認め合い、支え合う人間関
係づくりの力を育てます。
・構成的グループエンカウンターやソーシャルスキル教育を取り入れた道徳や学活の
授業を行います。
・自己肯定感を持たせるためのきめ細かな個別指導や学級指導を行い、より良い人間
関係づくりを支援します。
・互いを認め合い、感謝の気持ちを育むことができる道徳的な活動を実施します。
・心に響く道徳の授業を行います。
・生徒会活動をはじめとする日々の活動において、
「感謝する心」
「素直な心」
「努力す
る心」を意識するよう、日頃から働きかけます。
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○体力を支える食育・健康
目標① 体力テストで全国平均を上回るよう努めます。
② 自己の健康への関心を持ち、生活習慣を改善する生徒を育成します。
目標達成の手だて
・体育的行事や部活動に、めあてを持って取り組むよう指導します。
・計画的に体力づくりの時間を設けます。
・生徒自身が生活習慣を見直し、改善するために、保健指導を毎月実施します。
・学校保健委員会やＰＴＡと連携した研修会等を実施します。

５月の教育活動から

５月16日（月）の５・６限に
第１回生徒総会が行われました。
生徒会本部をはじめ、委員会
や部活動の１年間の活動方針を
話し合う大切な会で、学級討議で出された質問に答える
形で活発な討議が行われました。今年は「百花繚乱～MA
NOCHU PRIDE 2016～」のスローガンのもと真野中の伝統
を引き継ぎ、一層発展させてくれるでしょう。

生徒会本部による基本方針の説明

佐渡市中学校陸上
競技大会が５月18日
(水)に、お隣の陸上
競技場で開催されま
した。（結果は次ページのとおりです。
）佐渡中の中学生が
一堂に会し、選手だけでなく、応援でも盛り上がりました。
真野中は、メガホンを新調して精一杯応援しました。また、
補助役員の生徒もきびきび動き、前日準備を含め、ホスト
校の役割を果たすことができました。

真野中が選手宣誓をしました！

５月27日(金)に、
今年度最初の避難訓
練が行われました。
今回は火災を想定
した訓練で「ハンカチを口に当てる」「窓を閉める」など
に気を付けて実施しました。その後、実際に消火器を使っ
て消火訓練を行いました。消防署の方からは、煙対策とし
て「姿勢を低くして逃げる」とご指導をいただきました。
消防署の方からのご指導

５月30日(月)に生徒会本部
・ボランティア委員会が企画
する「生徒会クリーン作戦」
が行われました。今年も真野
小学校の４年生の皆さんが参加してくださり、「海岸・バ
ス停・学校周辺」の３つのコースに分かれ、清掃活動を行
いました。当日は、５月とは思えない強い日差しで、とて
も暑かったですが、黙々と活動する姿が印象的でした。こ
の活動を通して、地域の美化に心を配ってほしいです。
海岸付近の道路清掃

５月の表彰
◎ソフトテニス会長杯選手権大会（５／２１）中学生男子の部
３位 Ｉ，Ｒ・Ｈ，Ｍ ペア
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◎佐渡市中学校陸上競技大会（５／２２）
２位 ２年男子 走高跳
Ｔ，Ｓ（１ｍ45）
１年女子 100mH
Ｍ，Ａ（18″84）
３位 １年女子 4×100mR Ｈ，Ａ、Ｍ，Ａ、Ｋ，Ｓ、Ａ，Ａ（59″06）
４位 共通男子 110mH
Ｈ，Ｔ（19″95）
〃 １年男子 走幅跳
Ｏ，Ｙ（４ｍ33）
５位 共通男子 400m
Ｎ，Ｈ（59"51）
〃 共通男子 1500m
Ｕ，Ｙ（４′39"38）
共通男子 3000m
Ｆ，Ｒ（10′14"58）
１年男子 1500m
Ｋ，Ｓ（５′15"58）
７位 共通男子 400m
Ｕ，Ａ（59″89）
１年女子 100m
Ｈ，Ａ（14″67）
８位 共通男子 200m
Ｎ，Ｈ（26″27）
〃 共通男子 800m
Ｓ，Ｔ（２′21″07）
〃 ２年男子 4×100mR Ｈ，Ｔ・Ｏ，Ｉ・Ｔ，Ｓ・Ｓ，Ｊ（53″66）
〃 １年男子 4×100mR Ｈ，Ａ・Ｏ，Ｙ・Ｎ，Ｔ・Ｋ，Ｓ（58″88）
共通女子 4×100mR Ｋ，Ｎ・Ｓ，Ｎ・Ｋ，Ｙ・Ｎ，Ｎ（59″99）
共通女子 走幅跳
Ｍ，Ｉ（３ｍ80）
１年女子 800m
Ｋ，Ｓ（２′58″88）

６月の予定
６月の予定
Webﾃｽﾄ(数 ) 短 縮 授 業 市 球 技 大 会 激 励 会
市中学校球技大会① ※弁当持参
市中学校球技大会② ※弁当持参
Webﾃｽﾄ(英 ) 短縮授業 市球技大会激励会
ﾉｰﾒﾃﾞｨｱｳｨｰｸ テスト前諸活動停止
10日 (金 ) 小中合同あいさつ運動 短縮授業
真野地区小中全員研修会
11日 (土 )
12日 (日 ) PTA研 修 旅 行
13日 (月 ) 生徒朝会 短縮授業 小中地区懇談会打合せ
14日 (火 ) 総合郷土③ 質問教室①
15日(水) 質問教室②
16日(木) 期末テスト(１日目)
17日(金) 期末テスト(２日目)
18日(土)
19日(日) 真野地区のつどい
20日(月) 激励会(新潟地区・通信陸上)
ＰＴＡ２学年部会
21日(火) 短縮授業 総合郷土④
22日(水) 短縮授業 地区陸上出発
23日(木) 地区陸上大会(１日目)
24日(金) 地区陸上大会(２日目) ＰＴＡ教養部会
25日(土)
26日(日) １学年親子レク(9:00～11:30中学校体育館)
27日(月)
28日(火) 短縮授業 新潟地区大会出発
29日(水) 短縮授業 新潟地区大会１日目
30日(木) 短縮授業 新潟地区大会２日目
６ 日 (月 )
７ 日 (火 )
８ 日 (水 )
９ 日 (木 )

※部活終了 18:00終了

18:10完全下校

※球技大会まで延長あり
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７月の主な予定（案）
１（金）新潟地区報告会 午前
短縮授業 拡大評議員会
３（日）２学年親子レク
４（月）短縮授業 水泳開始
小中地区懇談会①
５（火）総合郷土⑤
小中地区懇談会②
７（木）通信陸上大会(新潟)
８（金）薬物乱用防止教室(３年)
10（日）３学年親子レク
11（月）生徒朝会
小中地区懇談会③
12（火）期末保護者会①
13（水）期末保護者会②
14（木）期末保護者会③
15（金）学校評価アンケート
16（土）「狂言」発表
18（月）海の日
19（火）３年租税教室
総合郷土⑥
20（水）校内球技大会
22（金）終業式 体育祭結団式
部活動なしで下校
23（土）佐渡リコーダー研究会
練習会
24（日）ＰＴＡ奉仕作業
25（月）県総体１日目
26（火）県総体２日目
28（木）１年生漁業体験(予定)
29（金）１年生漁業体験予備日

