真野中だより
＜校訓＞
教育目標
３つの心

立志力行

協力親和

真野中学校４３３号
平成２９年４月２８日発行

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

「新たな真野中学校のスタートに向けて」
校長

池

典比古

百花繚乱、花々の美しい季節となりました。４月６日の入学式に始まり、生徒会オリエ
ンテーション・修学旅行と、真野中学校の新たなスタートがきられています。３年生の大
行事である修学旅行も大成功のうちに終わり、生徒は落ち着いた学校生活を送っています。
さて、この紙面を借り、入学式の式辞を紹介したいと思います。その内容は、新入生は
勿論、２年生・３年生に向けての話でもありました。
さて、皆さんがこれから中学校生活をスタートするにあたり、大切なことを３つお話し
したいと思います。
先ず１つ目は、『自分を大切にする』ということです。中学校時代は、皆さんが大人に
なるための準備をする時期です。自分自身を大切にするということは、言い換えれば自分
自身に厳しくあれということです。『遊びたいときに遊ぶ。』やらなければならないことを
後回しにして、やりたいことだけをやっていたのでは成長はありません。誘惑に負けるこ
となく、勉強や部活動に励み、自分自身を鍛えることが大事です。これからの中学時代こ
そ、立派な大人になる準備をしっかりとしてください。10年後・20年後の自分のためにや
るときは今なのです
２つ目は、『授業を大切にしてほしい』ということです。中学生にとって、最も大事な
ことは、やはりしっかりと学習することです。そして、その最も基本となることが、毎時
間の授業です。皆さんが中学校卒業までに受ける授業は、3000時間(３年間で)を超えるの
です。どうでもよい授業など一つもありません。その授業への取り組みが一人一人大きな
違いとなるのです。小学校時代の取り組み方や結果は、一度忘れてください。中学生とし
てのスタートラインは、31名全員が一緒なのです。新たな気持ちで、努力することによっ
て必ず結果は現れます。
３つ目は、『人として当たり前にしなければならないことを、当たり前にできるように
なって欲しい』ということです。それには色々ありますが、まず、挨拶や返事がきちんと
できること。しっかりとした服装で生活できること。時間を守ること。清掃をきちんとす
ること等です。しかし、これがなかなか難しい。大人でも出来ない人がいます。しかし、
このことは、社会生活をするうえで最も大事なことであり、この当たり前のことができる
人は、周りの人から信頼され、必ず豊かな人生を送れるものと私は信じています。その、
人として、最も大事なことを皆さんには、中学校生活の中で身につけて欲しいと思ってい
ます。
上記入学式で話した３つのことは、大人になるための学校である『中学校』で確実に努
力してほしいことです。学力は勿論、人としての倫理観、自己の持つ能力を最大限に伸ば
す頑張り等、人が人として、充実した人生を歩むために不可欠なものだと思っています。
思春期の迷い・悩む時代ではありますが、どうか真野中学校の生徒には、最後までやり遂
げて、卒業時には、大人の階段を１歩でも２歩でも上がっていてほしいと願っています。
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新しい職員を紹介いたします。(パート１)
たかは し や

え

こ

教諭 高橋八重子

佐渡市立新穂中学校より転入
４月、真野中学校に赴任早々、入学式を歌声で響かせようと、
歌練習の場面に出会いました。心豊かな学校だと感じました。
歴史と文化の真野ならではの郷土学習も楽しみにしています。
これから国語の授業やその他の活動を通して本の紹介等をして、
少しでも豊かな学校生活への支援をしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ひ ぐち

じゆん こ

教諭 樋口

順子
佐渡市立内海府中学校より転入
はじめまして。真野中学校は、ずっと勤めてみたいと思って
いた学校でした。とてもうれしく思っています。すでに生徒の
キラキラした姿をたくさん見ることができています。真野中学
校の皆さんがもっと輝けるように、自分ができるお手伝いをし
たいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
ほつ た

な

お

教諭 堀田 菜緒

長岡市立中之島中学校より転入
今年度からお世話になっています。担当教科は保健体育で、
専門競技は剣道です。伝統があり、素直な生徒の多い真野中学
校で勤められることを大変うれしく思っています。生徒の皆さ
んにとってすばらしい中学３年間になるよう精一杯頑張ります。
よろしくお願いいたします。
わたな べ

講師

だい

渡部

大

新採用
はじめまして。４月よりお世話になっております。担当教科
は国語と保健体育です。真野中学校の生徒は、元気で朝か気持
ちがよいです。共に汗して一緒に成長できるように頑張ります。
よろしくお願いいたします。
おお く

ぼ

あずま

事務主事 大久保

東 新発田市立本田小学校より転入
４月からお世話になっております。生徒の皆さんが充実した
学校生活を過ごせるよう、陰ながら支えていきたいと思います。
生徒の皆さんと関わる機会は少ないと思いますが、自分から積
極的に関わっていきたいと思います。よろしくお願いします。
かす や

よしな り

庁務員 粕谷 善成

佐渡市立七浦小学校より転入
伝統ある真野中学校で勤務できることをうれしく思います。
素敵な校舎・校庭を維持すべく、環境整備に心掛けてまいりま
す。保護者ならびに地域の皆様どうぞよろしくお願いいたしま
す。
さか の

なお こ

介助員 坂野 尚子

新採用
４月から真野中学校にお世話になっております。真野中学校
は１年ぶりです。慣れ親しんだ中学校に戻れたことに感謝して
おります。生徒の皆さんが、楽しくスムーズに学校生活が送れ
るよう全力で頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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４月の教育活動から
４月６日(木)
に 、平成 29年 度
の入学式が行わ
れました。ＰＴ
Ａの相田会長さんからは、「中学校の生活に慣れ、入院中の
友だちが登校してきたときに何でも教えられるように頑張り
ましょう。」と励ましの言葉をいただきました。31人全員が
揃う日を楽しみに、一日一日を大切に過ごしてほしいと思い
ます。

新入生代表「誓いの言葉」

◎新入生へ「生徒会」の説明をしました。
４月11日(火)に、「生徒会オリエンテーション」
が体育館で行われました。これは、生徒会本部が
中心となって企画・運営をするもので、生徒会の
説明と部活動の紹介と２部構成で行われました。最後に全校生徒で「手つなぎ鬼」を行い、
新入生も一生懸命走っていました。中学校のことを少し理解できたと同時に、２・３年生
と仲よくなれた有意義な行事でした。

４月22日(土)は、午前中にオープンスクール、
午後から授業参観・ＰＴＡ総会・学年懇談会、そ
して夜には懇親会が行われ、全校の半数を超える
多くの保護者の皆様から参加していただきまし
た。ＰＴＡ総会では、今年度の活動計画・予算を承認していただき、学年懇談会では、新
年度に入ってからの生徒の様子や今後の課題について話し合われました。
これで、各部・各学年委員会の活動計画と予算が決まりました。保護者の皆様には、様々
な面でご協力をいただくことになりますが、よろしくお願いいたします。

１年生の参観授業(道徳)

ＰＴＡ総会

４月14日(金)～16日(日)の
３日間、３年生は大阪・京都
に修学旅行に行ってきました。
初日は、４時10分に学校に
集合し、バス・フェリー・飛行機を乗り継いで大阪に到
着すると、お好み焼きを自分たちで焼く体験で早速盛り
上がりました。午後は、ＵＳＪを４時間かけて巡りまし
たが、絶叫コースターを楽しむ人に、買い物優先の人と、
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学年懇談会

グループ内で相談して、夕飯を食べ
る時間を惜しんで楽しみました。
２日目は、班の計画に沿って京都
の名所を巡る自主研修でしたが、京
都は桜が満開で、人でいっぱい。バ
スが混んでいて乗れなかったり、反
対方向の電車に乗ってしまったり
と、ハプニングは色々ありましたが、 １日目：伊丹空港に到着！
１日目：お好み焼き体験
目標の「17時京都駅集合」をすべて
の班でクリアできました
３日目は、定番の「大阪城」に加
え、初めて「あべのハルカス」を訪
れ、日本一高いビルの展望台とバイ
キング料理を楽しみました。
行動が早く、３年生の意識の高さ
が感じられた旅でしたし、「穏やか
な落ち着いた生徒さんですね」と、
２日目：班別自主研修
３日目：あべのハルカス展望台
各所で褒めていただきました。

５月の予定
１日(月)
２ 日(火)
３ 日(水)
４ 日(木)
５ 日(金)
６ 日(土)
７ 日(日)
８ 日(月)
９ 日(火)
10日(水)
11日(木)
12日(金)
13日(土)
14日(日)
15日(月)
16日(火)
17日(水)
18日(木)
19日(金)
20日(土)
21日(日)
22日(月)
23日(火)
24日(水)
25日(木)
26日(金)
27日(土)
28日(日)
29日(月)
30日(火)
31日(水)
※部活動

授業３限

５月の予定
給食後下校 部活動なし

６月の主な予定（案）

１（木）Ｗebテスト国
２（金）Ｗebテスト数
憲法記念日 佐渡陸上選手権
水泳前健康診断
みどりの日
専門委員会③
こどもの日
５（月）Ｗebテスト英 激励会
６（火）市体育大会(１日目)
７（水）市体育大会(２日目)
専門委員会②
８（木）報告会 ＰＴＡ地区
緑の少年団入団式（２年５限）応援練習①
懇談会打合せ会
Ｗebテスト国語 生徒総会 応援練習② 部活動あり 11（日）ＰＴＡ研修旅行
Ｗebテスト数学 応援練習③
13（火）質問教室①
Ｗebテスト英語
14（水）
〃 ②
15（木）期末テスト(１日目)
16（金）期末テスト(２日目)
23（金）小中合同地区懇談会①
激励会 市陸上大会会場準備
26（月）体育祭実行委員会
佐渡市陸上大会
小中合同地区懇談会②
報告会 午前短縮授業 歯科検診(１年、３Ａ) 27（火）生徒朝会
歯科検診(２年、３Ｂ)
小中合同地区懇談会③
28（水）新潟地区陸上大会出発
29（木）新潟地区陸上大会①
30（金）
〃
②

第１回通信突破会
総合郷土① 小中ＰＴＡ役員会
第１回サポート委員会
拡大評議員会

７月の主な予定（案）
部活動あり

第２回通信突破会
クリーン作戦（５・６限）
総合郷土②
６月の保健指導 部活動あり
１８：００終了 １８：１０完全下校
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５（水）新潟地区大会（１日目）
６（火）
〃
（２日目）
11（火）期末懇談会（１日目）
12（火）
〃
（２日目）
13（火）
〃
（３日目）
20（木）激励会 体育祭結団式
21（金）球技大会
22（土）県総合体育大会(１日目)
23（日）
〃
(２日目)
24（月）終業式

