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１ヵ月におよぶ夏休みが終わり、８月２６日(先週金曜日)に、２学期の始業式が行われ
ました。まず、最も良かったことは、この休み中、生徒に大きな事故やケガ・病気等がな
かったことです。つい先日、埼玉県では１６歳の少年が仲間から殺害されるという痛まし
い事件もありました。現在、詳しい状況までは分かっていませんが、その理由は『うそば
かりつく、ラインに返事がない等』のことだったと聴いています。何と短絡的な理由でし
ょうか。人の命を何と思っているのか。強い憤りを覚えました。始業式では、全校生徒に
この世で一番大事なものは、『人の命』であり、自分の命は勿論、他の人の命も大切にし
なければならないことをあらためて話しました。
さて、前述の話の他に、始業式で生徒に話したことをこの紙面で紹介したいと思います。

２学期は、１年で最も長い学期です。また、体育祭・文化祭等の大きな行事もあり、こ
の学期をどのように過ごすかが、皆さんの成長に大きく影響してきます。そこでその開始
にあたり、皆さんに話したいことが２つあります。
一つは、私がいつも皆さんに話すことですが、『当たり前のことが当たり前にできるよ
うになってほしい』ということです。『あいさつや返事ができる。時間を守ることができ
る。清掃・係等の役割をしっかりとできる。』等は、人が大人になり社会生活を営む際、
最低限身につけておかなければならないことです。これを皆さんには、中学校時代、いや
この２学期に身につけてほしいと思っています。
もう一つは、しっかりとした目標を定め、努力してほしいということです。私は皆さん
にいつもこの事を話します。皆さんの中には、聞き飽きた、どうせ努力しても結果が出な
いのにという人もいるかもしれません。しかし、結果はいつもすぐに現れるものでしょう
か。先日『わたしの主張佐渡地区大会』で『報われない努力はあっても、無駄な努力はな
い』という言葉を聞きました。そのことを実感している生徒がいることに私は驚きました。
部活動で優勝したい、成績をこのレベルまで上げたいと目標を立て、本当に一生懸命努力
しても、達成できないこと(報われないこと)は、沢山あります。しかし、その目標に向け、
一生懸命努力することは、決して無駄ではないのです。努力したことは、皆さんの血とな
り、肉となって、いつか必ず皆さん自身を大きく成長させるのです。
この２学期、真野中学校の生徒一人一人が当たり前のことを当たり前に行い、しっかり
とした目標の達成に向け、精一杯努力してほしいと願っています。その毎日毎日の生活が
一人一人を大きく成長させるものと思っています。２学期終業式に立派に成長した皆さん
の姿を楽しみにしています。
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今年度も、１学期末に生徒と保護者の皆様から生活アンケートにご協力いただきました。
その集計結果から見える真野中学校の生徒の長所と課題を紹介します。
１ 基本的な学校の姿勢対応について
〔考察〕
学校の方針や姿勢・対応については、肯定
的な評価が９０％に届く高い評価をいただい
ていますが、否定的な評価も１０％近くいた
だいています。今後とも、保護者や地域の皆
様の声を受けとめながら、真野地区の子ども
たたちに豊かな人間性と強くたくましく社会
を生き抜く力を身につけられるように指導い
たします。
２

家庭生活について

〔考察〕
しっかり朝ごはんを食べ、きちんとあいさ
つをするなど、規則正しい生徒を送る生徒が
多いです。さらに自分の生活を改善しようと
課題意識ももっています。真野地区の子ども
は、生活の基本がしっかりと身に付いている
ことが分かります。これに早寝・早起きなど
の習慣も加え、より一層規則正しい生活を意
識してほしいと思います。
２

学校生活について
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〔考察〕
○アンケートから、８０％を超える生徒が
「学校は充実していて楽しい」と答えてい
ますが、２０％近い生徒が充実感をもてず
にいます。教育相談等を通じて、細やかな
対応を行っていきます。
○自分の言動に注意し、思いやりの気持ち
で友達と接している生徒が多いことがわか
ります。一人一人の気遣いが全体の雰囲気
に大きく影響します。きまりを守り、互い
に声を掛けられる関係が大切だと思います。
３

学習について

[考察]
家庭学習時間は、各学年とも最低学習時間
（平日は１年70分、２年80分、３年90分）を
超えている生徒が多いですが、継続できてい
ないと答えた生徒が３０％近くいます。また、
学校で力を入れているＷebテストを意識して
学習している生徒も６０％程です。
学習する目的では、テストや進学のためと
考えている生徒が最も多いですが、将来のた
め、生きていくため、と自分の将来を見据え
ている生徒も多くいて頼もしく感じます。自
分の夢に向かって頑張ってほしいと思います。
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[選択肢]
①新しいことを知るのが楽しい
②テストで良い点をとるとうれしいから
③将来の夢をかなえたいから（役に立つから）
④生きていくために必要だから
⑤進学（高校や大学に入るため）
⑥友達に勝ちたいから（負けたくないから）
⑦勉強しないと家の人におこられるから
⑧他の理由があるから
⑨勉強する理由が思いつかない

４

健康・体力について

[考察]
○体力向上に取り組んでいる生徒が９０％
を超えています。部活動が体力向上の大き
な要素になっていることがわかります。
○学校では、今年度も毎月の保健指導を行
い、目標をもって健康増進に取り組むよう
に指導しています。ご家庭でも毎月配付さ
れる「保健だより」をお読みいただき、生
徒の体力向上と健康の増進に一緒に取り組
んでいきたいと思います。
５

総合的な学習の時間について

[考察]
総合的な学習の時間については、１学期は佐渡の伝統芸能や伝統工芸について学ぶ「総
合郷土」を中心に取り組みました。２学期には、学年総合の取組が本格化します。１・３
年生は「郷土学習」、２年生は「職業学習」に取り組みます。２年生では、２学期に「職
場体験活動」を計画しています。
６

その他（テレビやゲーム、携帯電話等）

[考察]
テレビやゲームに多くの時間を割き、学習が
疎かになっている生徒もいるようです。ご家庭
でのルールづくりが大切です。ぜひ、話し合っ
ていただきたいと思います。携帯電話等につい
ては、多くのご家庭で「必要ない」とお考えの
ようです。「一度持たせると手放せない」との
声も多くあります。
携帯電話等の使い方については、生徒・保護
者の皆様と共に考えていく機会をつくっていき
たいと考えています。
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夏休みの諸行事から

７月２４日(日)に毎年恒例のＰＴＡ保健・整備部が
主催する奉仕作業が行われました。当日は、１５０名
を超す生徒・保護者の皆さんが参加し、校舎の草取り
を中心に１時間半ほどの作業に汗を流していただきま
した。草刈り機を持参されたり、植木の剪定をしてく
ださったりと、前向きに取り組んでいただき、学校は
見違えるようにスッキリしました。今後もＰＴＡ行事
への保護者の皆さんの多くの参加をお願いいたします。

学校の前庭の様子
（花が咲き、緑のカーテンが完成!）

８月１日(月)に、１年生を対象にした漁業体験が、
今年も行われました。１年生が２グループに分かれ、
磯遊びと真野湾クルージング＆サザエ捕りをそれぞれ
楽しみました。水着や釣り道具を持参して楽しむ生徒
に、大立漁港の方々が用意してくださったサザエの壺
焼きやスイカをほおばる生徒と、思う存分楽しむこと
ができました。サザエのお土産までいただき、暑い１
日でしたが、大変貴重な体験ができました。

８月１９日(金)に、真野小学校の５・６年生７０名
程を交え、陸上競技場を会場に合同陸上練習会が行わ
れました。これは、小・中学校の連携を強める取組の
一環として毎年行われているものです。当日は曇り空
で、それほど暑くない絶好の練習日和でした。中学３
年生がリードして基本練習を中心に取り組みました。
９月末に行われる小学校の陸上大会に向け、もう１回
行う予定です。

夏季休業中の大会の成績
７／２６ 新潟県中学校総合体育大会
バドミントン
第２位 男子シングルスの部
第５位 女子シングルスの部
８／４
北信越中学校総合競技大会
バドミントン
第５位 男子シングルスの部
８／６
両津川開きオール佐渡球技大会
バスケットボール 第３位 男子の部
第３位 女子の部
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Ｆ，Ｒ
Ｓ，Ｍ
Ｆ，Ｒ

８／６
両津川開きオール佐渡球技大会
ソフトテニス
第１位 中学生男子の部
Ｉ，Ｒ・Ｏ，Ｉ 組
第１位 中学１年男子の部 Ｔ，Ｍ・Ｋ，Ｒ 組
第１位 中学１年女子の部 Ｉ，Ｒ・Ｓ，Ｍ 組
第３位 中学１年男子の部 Ｏ，Ｙ・Ｋ，Ｓ 組
第３位
〃
Ｉ，Ｓ・Ｋ，Ｓ 組
第３位 中学１年女子の部 Ｓ，Ｍ・Ｋ，Ｙ 組
８／１２ ＪＯＣ第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会第17回新潟県予選会
第１位 Ｓ，Ｍ
８／２０ 全佐渡中学校ソフトテニス大会
第２位 中学生男子の部
Ｏ，Ｈ・Ｔ，Ｓ 組
第３位
〃
Ｈ，Ｍ・Ｏ，Ｉ 組
８／２０ 大塚ソノエ杯バドミントン大会
第１位 ２年女子シングルス Ｓ，Ｍ
第３位
〃
Ｓ，Ｈ
８／２４ わたしの主張佐渡地区大会
優秀賞 「おじいちゃんのように」 Ｕ，Ｍ

９月の予定
９月の予定
１ 日 (木 )
２ 日 (金 )
３ 日 (土 )
４ 日 (日 )
５ 日 (月 )
６ 日 (火 )
７ 日(水)
８日(木)
９日(金)
10日(土)
11日(日)
12日(月)
13日(火)
14日(水)
15日(木)
16日(金)
17日(土)

10月の主な予定（案）

１・２限短縮授業 体育祭予行(３～６限)
午前短縮授業 ２～４限全校体育 ５・６限体育祭準備
第70回体育祭 ※弁当必要
佐渡トライアスロン大会
９／３の振替休業日
家庭学習時間調査
朝：Webテスト国語 総合郷土⑦
朝：Webテスト数学 ３年身体計測
朝：Webテスト英語 ２年身体計測
小中合同あいさつ運動 １年身体計測 ＰＴＡ教養部会
西三川祭り
３学年ＰＴＡ行事
小中合同陸上練習
２年マナー講座(４限) 総合郷土⑧
羽茂高校体験入学

18日(日)

民生委員懇談会 ＰＴＡ育成部会
佐渡陸上記録会 野球オンヨネカップ(１日目)
ソフトテニス夏季選手権大会
野球オンヨネカップ(２日目) ＪＯＣバドミントン大会
ソフトテニス夏季選手権大会
敬老の日 ＪＯＣバドミントン大会決勝
総合郷土⑨
駅伝激励会
秋分の日
市中学校駅伝大会 文化祭実行委員会
テスト前諸活動休止
リレーマラソン 小中合同ソフトバレー
佐渡高校体験入学
質問教室①
質問教室②
中間テスト(１日目)
中間テスト(２日目) ＰＴＡ育成部会

19日(月)
20日(火)
21日(水)
22日(木)
23日(金)
24日(土)
25日(日)
26日(月)
27日(火)
28日(水)
29日(木)
30日(金)
※部活動

１８：００終了

１８：１０完全下校
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３（月）保小中合同避難訓練
教育ﾌｫｰﾗﾑ 拡大評議員会
４（火）朝Web国語 総合郷土⑪
５（水）朝Web数学 専門委員会
６（木）朝Web英語
７（金）小中合同あいさつ運動
８（土）テニス秋季選手権大会
９（日）
〃
（予備日）
10（月）体育の日
11（火）短縮授業 総合郷土⑫
地区駅伝激励会
12（水）地区駅伝出発
13（木）地区駅伝大会
マリンバ演奏会(午後)
17（月）全校朝会
18（火）植樹祭(２年学級委員)
総合郷土⑬
19（水）ＰＴＡ育成部会
24（月）10／29の振替休業日
25（火）総合郷土⑭
26（水）校内クリーン作戦
27（木）県駅伝激励会
29（土）文化祭(１日目)
30（日）文化祭(２日目)
31（月）10／30の振替休業日

11月の主な予定（案）
２（水）県駅伝大会
９（水）音楽発表会
18（金）３年進路説明会
26（土）県リコーダーコンテスト
29（火）期末テスト(１日目)
30（水）
〃
(２日目)

※5,6,12,13日に新人大会
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