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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

「人の良心を表す五つの言葉・・・・」
校長

池

典比古

暑い日・寒い日を繰り返し、体調管理もなかなか大変な日が続きましたが、少しずつ夏
を感じさせる頃となってきました。今週の６日・７日(火・水曜日)には、佐渡市中学校体
育大会が開催され、この学校だよりに結果も記載してあるとおり、各種目・各会場で、真
野中学校生徒は大活躍しました。今大会で、地区大会出場を決めた生徒は、真野中学校の
代表として、今後精一杯の努力をし、県大会出場を目指してほしいと思います。
さて、この紙面を借り、ある先輩(先生)から教えていただいた言葉を紹介しようと思い
ます。大分昔のことで、教えてくださった先輩の名前も失礼ながら忘れてしまったのです
が、この内容は、印象深く心に残っています。
【人の良心を表す五つの言葉】
人に、指示されたときに『はい』
『はい』
という
素直な心
と応えられる［素直な心］を持っ
『おかげさまで』
という
謙虚な心
ている人。人に助けてもらったと
『私がやります』
という
奉仕の心
きに『おかげさまで』と応えられ
『すみません』
という
反省の心
る［謙虚な心］を持つ人。人が困
『ありがとう』
という
感謝の心
っているとき、または助けを求め
るときに自ら『私がやります』と動ける［奉仕の心］を持つ人。何か失敗や間違いを犯し
たとき、すぐに『すみません』と謝罪できる［反省の心］を持つ人。自分に対する人の誠
意ある行動に『ありがとう』と心から言える［感謝の心］。この五つの言葉が人の良心を
表すというのです。確かに、これらの心を常に持てる人は、誰からも愛され、価値観の多
様化する現代社会でも、地に足をつけ、活躍する分野は異なっていても、それぞれの場所
で成功を収められるものだと思っています。さて、私自身はどうかと、心に問いかけてみ
ると、私にはとても実践できていないように感じます。特に『すみません』や『おかげさ
まで』といった［反省の心］や［謙虚な心］については、十分でないように思います。
さて、真野中学校の生徒の皆さんはどうでしょうか。最近の日常生活の中で、皆さんの
中には他の仲間とのコミュニケーションが上手く図れず、仲間同士のトラブルになるよう
なことが非常に多いような気がしています。そんなとき、この五つの心を持つことが出来
れば、もっと充実した生活が送れるのではないかと思うのです。そのために、この五つの
言葉を常に意識して生活して欲しいと思っています。そのことは、君たち一人ひとりを磨
き、中学校卒業後の人生に大きな力となるはずです。万物が勢いよく成長するこの時期、
大切な自分の人生に向かって、自分のこれまでを素直に振り返り、あなた自身の良心のあ
りかたを見直してみてはどうでしょうか。謙虚な反省と努力を積み重ねることこそ、人が
人として生きる最善の方法だと、私は思います。
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平成２９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確実に行います。
・「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、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、自分の将来について考える機会とします。

○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。
・自己肯定感をも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。
・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。

○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。
目標達成の手立て
・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。
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・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９日（火）の５・６
限に、今年度の緑の少年団
の入団式とプランターの花
植え作業が行われました。
緑の少年団活動は、毎年２年生が担当しています。今年度
は、真野中学校の同窓生の「逸見緑化園」さんからマリーゴ
ールドを100株寄贈していただき、この花植えも２年生の手で
行われました。毎日の水やりも欠かさず行っていて、真野中
の玄関前は花であふれています。
５月10日（水）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「協心戮力(きょうしんりつりょく)
～One for all All for one～」のスローガンのもと、真野中
の伝統を引き継いで、一層発展させてくれるでしょう。
佐渡市中学校陸上競
技大会が５月17日(水)
に市の陸上競技場で開
催されました。（結果
は次ページのとおりです。）今年は、多数の入賞者が出て大躍
進しましたが、選手だけでなく、応援生徒や補助役員生徒も、
たくさんの方々に褒めていただきました。
５月25日(木)に、第１
回目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た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。

５月の表彰

※４月実施で未紹介のものを含む

◎第46回佐渡地区春季剣道大会（４／３０）
男子団体戦 ２位 真野少年剣士会（Ｋ，Ｓ、Ｓ，Ｙ、Ｋ，Ｍ）
◎佐渡陸上選手権大会（５／３）
１位 中学女子１年100m Ｓ，Ｍ（13″88）
中学女子１年800m Ｍ，Ｔ（２′42″52）
２位 中学男子１年100m Ｏ，Ｓ（13″15）
中学女子１年100m Ｓ，Ｋ（13″97）
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中学女子100m
Ｋ，Ａ（13″45）
◎ソフトテニス会長杯選手権大会（５／２０）中学生男子の部
１位 Ｔ，Ｓ・Ｏ，Ｈ ペア
３位 Ｙ，Ｍ・Ｈ，Ｔ ペア
Ｏ，Ｉ・Ｔ，Ａ ペア
◎佐渡市中学校陸上競技大会（５／１７）
１位 共通女子 100m
Ｋ，Ａ（13″89）
１年男子 走幅跳
Ｏ，Ｓ（４m44）
１年女子 走幅跳
Ｓ，Ｙ（４m70）
１年女子 100m
Ｓ，Ｋ（14″25）
１年女子 800m
Ｍ，Ｔ（２′40″74）
１年女子 4×100mR Ｉ，Ｓ、Ｓ，Ｙ、Ｍ，Ｔ、Ｓ，Ｋ（56″76）
２位 共通女子 200m
Ｋ，Ａ（28″56）
共通女子 4×100mR Ｓ，Ｋ、Ｍ，Ａ、Ｓ，Ｙ、Ｋ，Ａ（54″67）
１年男子 100m
Ｏ，Ｓ（13″44）
１年女子 100m
Ｓ，Ｙ（14″39）
３位 １年男子 1500m
Ｓ，Ｄ（５′06″37）
〃 １年男子 4×100mR Ｋ，Ｓ、Ｏ，Ｓ、Ｎ，Ｒ、Ｙ，Ｒ（55″22）
４位 共通女子 100m
Ｍ，Ａ（14″76）
５位 ２年女子 4×100mR Ａ，Ａ、Ｍ，Ａ、Ｋ，Ｓ、Ｈ，Ａ（58"59）
〃 １年男子 100mH
Ｙ，Ｒ（18"88）
１年男子 走幅跳
Ｋ，Ｓ（４ｍ22）
６位 共通男子 1500m
Ｋ，Ｓ（４′49″63）
１年女子 走幅跳
Ｍ，Ｓ（３ｍ53）
８位 ２年女子 100m
Ｈ，Ａ（14″83）

６月の予定
６月の予定
10日(土)
11日(日)
12日(月)
13日(火)
14日(水)
15日(木)
16日(金)
17日(土)
18日(日)
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

７月の主な予定（案）
３（月）生徒朝会
４（火）新潟地区大会出発
５（水）新潟地区大会（１日目）
６（木）
〃
（２日目）
７（金）報告会 専門委員会④
８（土）ＰＴＡ奉仕作業
９（日）
〃
（予備日）
11（火）期末懇談会（１日目）
12（水）
〃
（２日目）
13（木）
〃
（３日目）
14（金）通信陸上大会
17（月）海の日
18（火）体育祭実行委員会
19（水）球技大会
20（木）激励会 体育祭結団式
21（金）県大会出発
22（土）県総合体育大会(１日目)
23（日）
〃
(２日目)
24（月）終業式

ＰＴＡ研修旅行
質問教室①
〃 ②
期末テスト(１日目)
期末テスト(２日目)
真野のつどい

小中合同地区懇談会①

１学年ＰＴＡレク
体育祭実行委員会 小中合同地区懇談会②
生徒朝会 拡大評議員会 小中合同地区懇談会③
新潟地区陸上大会出発
新潟地区陸上大会①
２学期初めの予定
〃
② 体育祭実行委員会
８月28日（月）始業式
９月２日（土）体育祭
１８：００終了 １８：１０完全下校
９月３日（月）振替休業日
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