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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

「大人の身だしなみとしぐさ」とは、・・
校長

池

典比古

梅雨入りを迎え、日に日に暑さを感じる頃となりました。明日からは７月、いよいよ本
格的な夏の到来です。さて、今週月曜日(6/26)に新潟地区大会の激励会が行われました。
本年度、真野中学校は、陸上競技・男女ソフトテニス・バトミントン・女子バスケット・
卓球個人・水泳と６競技が地区大会に出場し、県大会を目指し新潟地区の強豪と戦ってき
ます。特に出場する３年生にとっては、上に続く最後のチャンスです。自己の持てる力を
全て出し、精一杯取り組んで欲しいと思っています。
さて、この紙面を借りて私が普段考えている『大人の身だしなみとしぐさ』について記
してみたいと思います。身だしなみは、服装・頭髪等です。また、しぐさとは、相手に対
する身のこなし(お辞儀・表情等)や言葉遣い等があたります。
私たちは、毎日生活をしています。その生活している中には、私の時間、つまり自分が
自由に使える時間〓私的な時間と、そうでない時間〓公的な時間があります。私的な時間
は、どんな格好をしていてもそれは、その人その人の自由だと思います。たとえば、タン
クトップにジャージの短パンが好きなので、これからの夏は勿論、春にその格好でどこに
出かけても良いのです。若者に流行している格好や髪型は私的な時間では全く問題になり
ません。しかし、これが公的な時間ではどうでしょうか。改まった場所、大切なお客様と
話をする場で先ほどのような格好をしていたら、相手はどう思うでしょうか。背広やワイ
シャツ、ネクタイをしていても、その身につけ方がだらしなかったり、妙に格好をつけた
着こなしだったらどうでしょう。自分は格好いいつもりでいても、問題は相手がどう思う
かなのです。ネクタイをゆるめて、第１ボタンを外し応対する人。常識ある大人はどうと
らえるか、少なくとも公式の場での態度であれば、私はその人を信用しません。私の立場
がその人を雇うかどうかであれば、間違いなく雇うことはしません。大人の社会というの
はそのようなものです。
人が社会で周囲の人から信頼され、応援されるための基本となるのが、この『身だしな
みとしぐさ』ではないかと思っています。お辞儀の仕方一つで印象は、全く変わります。
相手をしっかりと見て、笑顔で腰から上体を倒しお辞儀をする人と、相手を見ていても、
無表情で首だけを下げるお辞儀では、全く印象が違うのです。真野中学校の生徒１人１人
には、まずは服装・髪型(身だしなみ)を整え、お辞儀をしっかりとし、笑顔で大きな声の
挨拶ができる中学生であってほしいと思います。中学校卒業後、様々な経験をして、１人
の大人として、幸せな人生を歩むためには、この『大人の身だしなみとしぐさ』を中学校
時代に身につけることは、大きな意味を持つものと思うのです。さて、生徒の皆さん、あ
なたは、どうでしょうか・・・。
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６月の教育活動から
６月２日
日(金)に、
生徒会本部
を中心にボ
ランティア生徒を募り、あさがおの種を学級ごとに植
えました。
当日は、20名ほどの生徒が集まり、それぞれの学級
のプランターに丁寧に種を植えてくれました。ほぼ１
か月がたちましたが、あさがおは順調に育っています。
６月６日
(火)・７日
(水)の２日
間、佐渡市
の球技大会が佐渡市各地で開催されました。
今年は多くの部が力を発揮し、昨年度以上に多く
のチーム・個人が新潟地区大会への切符を手にしま
した。この大会で引退となった３年生もいましたが
新しい目標に向け、１・２年生は来年に向け、今か
ら頑張ってほしいと思います。
※結果は次ページの通りです。

ソフトテニス会場で選手宣誓する部長たち

生徒会本部とボ
ランティア委員会
が主催するクリー
ン作戦が、６月９
日(金)の午後に行われました。今年度は、小学校５
・６年生と合同で、縦割りのグループをつくり、真
野海岸と学校周辺の清掃活動を行いました。活動の
始まりと終わりには、班ごとに「活動の目標」と、
「振り返り」を発表し合うなど、小中学生の交流が
深まりました。
６月11日(日)に、毎年恒例のＰＴＡ研修旅行が行わ
れました。今年の見学場所は「自衛隊」で、ガメラレ
ーダーをはじめ、日ごろ見ることのできない施設を非
常に丁寧に解説してくださり、理解が深まりました。
また、自衛隊という職業についても理解が深まりました。その後の懇親会では、親睦が深
まり、大変有意義な半日を過ごすことができました。

← Ｆ１戦闘機

ガメラレーダー→
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例年２年生を対象にして行っている救急法の講
習会が、今年も６月23日(金)の午後に行われまし
た。今年も４名の佐渡市消防本部職員の方を講師
にお迎えし、映像で学んだ後、心肺蘇生法やＡＥ
Ｄの使い方について人形を使って体験しました。また、救急救命士になるためには、いろ
いろなことを学んで資格をとらなければならないことなど、職業に関するお話もいただき、
２年生が取り組んでいる職場体験活動にもつながるよい学習の場となりました。

６月25日(日)に、１学年のＰＴＡの親子レクリェー
ション大会（ソフトバレーボール）が体育館で行われ
ました。当日は、およそ50名の生徒・保護者の皆さん
の参加がありました。親子が一緒のチームで協力し合
い、場内は歓声で包まれました。学年全体の親睦が深
まったほのぼのとした半日を過ごすことができました。

６月の大会の成績
◎佐渡市球技大会の結果
野球

予選リーグ敗退

対両津２－８で負け

対佐和田０－４で負け

バスケットボール
男子
女子

予選リーグ敗退
対相川43-93で負け 対両津21-194で負け
２位 〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対相川45-24で勝ち 対南佐渡70-29で勝ち 対中等84-24で勝ち
準決勝 対両津81-49で勝ち
決勝 対佐和田55-60で負け

ソフトテニス
男子団体

優勝 〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対中等３－０で勝ち 対佐和田３－０で勝ち 対新穂３－０で勝ち
準決勝 対金井３－０で勝ち
決勝 対南佐渡２－１で勝ち
個人 ２位
Ｔ，Ｓ・Ｏ，Ｈ ペア 〈新潟地区大会出場〉
ベスト８ Ｔ，Ａ・Ｏ，Ｉ ペア 〈新潟地区大会出場〉
〃
Ｙ，Ｍ・Ｈ，Ｔ ペア 〈新潟地区大会出場〉
女子団体 ３位 〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対中等２－１で勝ち 対赤泊２－１で勝ち 対金井１－２で負け
準決勝
対新穂０－２で負け
個人 ３位
Ｓ，Ｍ・Ｉ，Ｒ ペア〈新潟地区大会出場〉
ベスト８ Ｉ，Ｓ・Ｓ，Ｈ ペア〈新潟地区大会出場〉

バレーボール

予選リーグ敗退

対畑野０－２で負け
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対佐和田０－２で負け

バドミントン
女子団体

男子個人
女子個人

優勝 〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ
対高千３－０で勝ち 対両津３－０で勝ち
準決勝 対畑野２－１で勝ち
決勝 対金井２－０で勝ち
シングルス 優勝
Ｓ，Ｔ 〈新潟地区大会出場〉
シングルス 優勝
Ｓ，Ｍ 〈新潟地区大会出場〉
２位
Ｓ，Ｙ 〈新潟地区大会出場〉
ダブルス
２位
Ｓ，Ｈ・Ｓ，Ｋペア 〈新潟地区大会出場〉

卓球
男子団体

３位
予選リーグ 対赤泊３－１で勝ち 対松ヶ崎２－３で負け 対中等３－０で勝ち
決勝トーナメント 対両津中２－３で負け
男子個人 ベスト８
Ｋ，Ｙ 〈新潟地区大会出場〉
女子団体 ２位
リーグ戦 対高千 ３－１で勝ち 対両津３－２で勝ち 対中等３－１で勝ち
対松ヶ崎０－３で負け 対相川０－３で負け

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

７月の予定
ＰＴＡ２学年レクリェーション

８月の主な予定（案）

１（火）北信越大会①
２（水）
〃
②
生徒朝会 短縮授業
３（木）
〃
③
新潟地区大会出発
※授業３限 給食後下校 ４（金）
〃
④
新潟地区大会（１日目）
〃
佐渡総合高校体験入学
〃
（２日目）
〃
10（木）緑の少年団交流集会
人権展見学 報告会 拡大評議員会
（２年 金井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）
ＰＴＡ奉仕作業
11（金）山の日
〃
（予備日）
部活動停止期間(～16日)
中学校区計画訪問
※５限後下校
23（水）小中合同陸上練習(午前)
ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･期末懇談会① 水泳授業 3年実力ﾃｽﾄ 24（木）わたしの主張発表大会
〃
② 水泳授業 3年実力ﾃｽﾄ 28（月）始業式 部活動なし
３年薬物乱用防止教室 29（火）５・６限体育祭練習
〃
③
30（水）５・６限体育祭練習
通信陸上大会
31（木）５・６限体育祭練習

13日(木)
14日(金)
15日(土)
16日(日) ＰＴＡ３学年行事（潮津の里）
17日(月) 海の日
18日(火) 夏休み指導（朝・１限） 水泳授業 総合郷土
体育祭実行委員会
19日(水) 校内球技大会 水泳授業
20日(木) 分団会議 激励会 体育祭結団式
21日(金) 県大会出発
22日(土) 県総合体育大会(１日目) リコーダー研修会
23日(日)
〃
(２日目)
24日(月) 終業式 ２限学活・清掃 給食なし(10:30完全下校)
25日(火) 夏季休業 カデット卓球大会
26日(水)
27日(木)
28日(金) １年漁業体験（午前）
29日(土)
30日(日)
31日(月) １年漁業体験予備日
※部活動 １８：００終了 １８：１０完全下校
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９月の主な予定（案）
１日（金）体育祭準備（午後）
２日（土）体育祭
４日（月）振替休業日
８日（金）２年生き方・働き方
トーク
12日（火）２年マナー講座
18日（月）敬老の日
20日（水）佐渡高校体験入学
22日（金）佐渡市駅伝大会
24日（日）小中合同ソフトバレ
ーボール大会
25日（月）羽茂高校体験入学
26日（火）質問教室①
27日（水）質問教室②
28日（木）中間テスト（１日目）
英語弁論大会
29日（金）中間テスト（２日目）
拡大評議員会
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