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今週の月曜日(8/28)より、真野中学校では２学期が始まりました。今年の夏休みは、猛
暑の日が続いたかと思えば、大雨のため佐渡市においても避難勧告が出される等、天候不
順の夏でした。残念ながら、今年も海・山等で尊い命が失われるというニュースを多く目
にしました。幸いなことに、真野中学校の生徒については、大きな事故等の連絡もなく、
ほとんどの生徒が元気な姿で始業式に参加してくれたことは、大変うれしいことでした。
さて、この紙面を借りて知人の先生から伺い強く心に残った話を紹介したいと思います。
この夏休み中『夏の甲子園』が開催され、新潟代表の日本文理高校も１勝し、大いにが
んばりました。ここでは、その文理高校と長年甲子園出場を競ってきた、新潟明訓高校元
監督の佐藤和也先生の『千の準備』という話をしたいと思います。
それは、明訓高校を春夏合わせて計８回甲子園に導いた佐藤前監督の『新潟明訓野球の
秘密』という本に書かれていることです。佐藤前監督は、本の中で『甲子園は大きな目標。
甲子園で勝ち上がることも同じく大切な目標。だけど、それを実現するために大切なのは
そのための準備(千の準備)をすることだ』と述べています。それでは、
『(甲子園を目指す)
準備(千の)』とは何か。それは、選手達が野球の試合に向けて練習を重ね、勝つための準
備をすることは勿論、他に『挨拶がしっかりできる』『言葉遣いがよい』『授業の受け方が
きちんとしている』『清掃を一生懸命行っている』等、学校生活全てにおいてきちんとで
きることだと言っています。そして、それらの選手が野球部でしっかりと育ったとき、
『甲
子園という野球の聖地に呼んでもらえる』のだと述べています。そのため野球の実力だけ
を考えると、当然甲子園に出場できる実力を備えていても、学校生活の中で準備(千の)が
出来ていない生徒がいたときには、甲子園には出場できなかったと語っています。佐藤前
監督は、生徒に対して甲子園は『出る場所』ではなく、準備(千の)が整ったときに『呼ん
でもらえる場所』であると常々指導してきたというのです。私も体育教師として長年部活
動を指導してきました。そのため、佐藤前監督の言わんとすることが身にしみて分かりま
す。期待をかけ指導してきたチームがあっけなく敗れてしまう経験がありますが、考えて
みると、それはこの『千の準備』が出来ていなかったと、今にして考えると納得させられ
るのです。そして、これは部活動等のスポーツに限らず、あらゆることにあてはまるもの
と思っています。勉強にせよ、行事等の活動にせよ、自らの進路決定にせよ、全く同じこ
とが言えると考えるのです。
大切な２学期、真野中学校生徒一人一人には、しっかりとした目標を定め、それこそ『千
の準備』を整えて、目標を達成すると共に、実りある有意義な２学期にしてほしいと思っ
ています。
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今年度も、１学期末に生徒・保護者の皆様から学校アンケートにご協力いただき、あり
がとうございました。今回は、生徒対象のアンケート結果をもとに、真野中学校の生徒の
長所と課題について紹介します。
１

基本的な生活習慣について

【考察】
80％の生徒がしっかり朝ご飯を食べていますし、あいさつを心掛けている生徒がほとん
どです。生活習慣を改善しようと努力している生徒が多いですが、テレビやゲームの時間
をあまり決めていない生徒が半数近くいるのが気になります。まず、自分自身の強い気持
ちでセーブすることが大切ですが、ご家庭の協力が大きな力になると思います。
２

学校生活について
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【考察】
友達と協力し、助け合って学校生活を送る生徒が多いです。友達のよいところを積極的
に見つけようとし、自分の言動に気をつけて生活している様子がうかがえます。「分け隔
てなく接する」「学校生活が充実して楽しい」の質問項目で、それぞれ20％程度の生徒が
「いいえ」と答えています。より一層人間関係づくりの指導を進めていきたいと思います。
３

学習について

【考察】
70％の生徒が平日の目標学習時間を達成し
ていますが、休日ではなかなか達成は難しい
ようです。部活動などで忙しいこともあると
は思いますが、計画的に時間を使い、目標を
達成してほしいと思います。Ｗebテストに向
けて学習する生徒も多く、学習するひとつの
きっかけになっているようです。
学習で最も大切なのは「意欲」だと思いま
すが、そこで大きな意味をもつのが「勉強す
る理由」です。理由は人それぞれですが、要
は「人から言われてやるのではなく、自分の
意志でやる」という気持ちになることです。
ご家庭でも話題にしていただき、自分なり
の「勉強する理由」をしっかりもち、「自分
から勉強する生徒」になってほしいと思いま
すし、それが、中学校卒業後はもちろん、一
生学び続けるための土台になると思います。
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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のがうれしい。
③将来の夢をかなえたい。
④生きていくために必要だ。
⑤進学（高校や大学に入るため）
⑥友達に勝ちたい。（負けたくない）
⑦勉強しないと家の人におこられる。
⑧他の理由がある。
⑨勉強する理由が思いつかない。

４

総合的な学習の時間について

【考察】
90％近くの生徒が総合的な学習の時間の学習に前向きに取り組んでいます。伝統芸能・
伝統工芸を中心に佐渡の良さを学ぶ「総合郷土」の学習は、今年度も文化祭で作品展示・
発表会を行います。「学年総合」は、１年生が郷土学習、２年生が職業学習、３年生が福
祉学習と、独自のテーマに沿って取り組んでいます。今年度は、学校外から講師をお招き
したり、学校外の施設を利用するなど、地域との関わりを大切にしています。
５

健康・体力について

【考察】
ほとんどの生徒が、体力向上や体づくりに
取り組んでいますが、必ずしも部活動や体育
の授業が効果をあげているわけではないよう
です。季節や行事に合わせた内容で、保健指
導を毎月行っていますが、（保健だよりで保護
者の皆様にもお伝えしています）多くの生徒
がこの指導に基づいて生活改善や体力づくり
に取り組む生徒が多く、喜んでいます。ご家
庭のご協力にも感謝いたします。
６

その他

携帯電話・インターネット等

30％程度の生徒が、スマートフォンや携帯電
話などを所持しているという結果です。70％の
保護者の方々が「携帯電話の所持は必要ない」
とお考えですが、「安全面から必要」というご
意見もあります。メールやインターネットの実
施時間が２時間を超える生徒も30％程度おり、
気がかりです。ご家庭で話題にしていただけれ
ばと思います。
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夏休み中の教育活動から
７月28日（金）に、
１年生を対象にした恒
例の「漁業体験」が、
大立漁港で行われまし
た。サザエ獲り＆真野湾クルージング、海水浴＆釣りと
２つのグループに分かれ、交替して楽しみました。サザ
エの壺焼きとスイカでお腹がいっぱいになった上に、サ
ザエのお土産をたくさんいただきました。毎年真野中の
生徒のために準備をしてくださる大立漁港の皆さんに感
謝いたします。
８月１日
（火）に、
卒業生から
高校生活に
ついて話を聴く会が行われました。当日は、３つの高校
の代表者から中学校との違いや学習と部活動の両立など
分かりやすく高校生活について教えてもらいました。
「高校は自主性が大切」
「勉強も大切だけど、仲間も大切」
など、印象に残った言葉も多く、身近な先輩の話に真剣
に耳を傾けていました。

８月10日（木）に金井コミュニティセンターで行わ
れた緑の少年団の交流集会に２年生が参加しました。
当日は、佐渡の多くの中学校の１・２年生が集まり、
５～６名の班でベンチづくりに挑戦し、他校の生徒と協
力して、和気あいあいと取り組む姿が印象的でした。
真野中学校以外のメンバーとの交流で、日頃学校で見
るのとは違う姿を見ることができました。

７・８月中の大会の成績
７／２２・２３
バドミントン

水泳

新潟県中学校総合体育大会
第２位 女子団体
第１位 女子シングルスの部
第３位 男子シングルスの部
第４位 女子400m個人メドレー

〈北信越大会出場〉
Ｓ，Ｍ〈北信越大会出場〉
Ｓ，Ｄ〈北信越大会出場〉
Ｍ，Ｔ

８／３・４
北信越中学校総合競技大会
バドミントン
第５位 女子シングルスの部
Ｓ，Ｍ
８／５
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
Ｔ，Ｓ・Ｏ，Ｈ
第２位 中学生女子の部
Ｉ，Ｒ・Ｓ，Ｍ
第３位 中学１年女子の部 Ｈ，Ｔ・Ｋ，Ａ
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ペア
ペア
ペア

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２位 女子の部
８／１９ 大塚ソノエ杯バドミントン大会
第１位 男子シングルス
第１位 １年女子シングルス
第２位
〃
第３位 １年女子ダブルス
８／２４ わたしの主張佐渡地区大会
奨励賞 「当たり前のこと」

Ｓ，Ｄ
Ｓ，Ｙ
Ｓ，Ｋ
Ｉ，Ｒ・Ｍ，Ｙ

ペア

Ａ，Ａ

８／２６

全佐渡中学校ソフトテニス大会
第１位 中学生男子の部
Ｙ，Ｍ・Ｈ，Ｔ ペア
第２位
〃
Ｔ，Ｓ・Ｏ，Ｈ ペア
第３位 中学生女子の部
Ｋ，Ｙ・Ｈ，Ｋ ペア
８／２６・２７ トキの子カップ中学校バレーボール大会
第３位 真野・赤泊中学校

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

９月の予定
体育祭準備（午後）
体育祭
佐渡トライアスロン大会
２日の振替休業日
総合郷土⑤
Webテスト国語 身体計測
Webテスト数学
合同挨拶運動 ２年「生き方・働き方トーク」
駅伝試走①
Webテスト英語
２年「マナー講座」

総合郷土⑥

ＰＴＡ講演会(5,6限)
ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会① 卓球ｶﾃﾞｯﾄ県大会
佐渡陸上記録会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ夏季選手権大会
ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会② 駅伝試走②
敬老の日
総合郷土⑨ 民生児童委員懇談会 部活動なし
佐渡高校体験入学
部活動あり

17日(日)
18日(月)
19日(火)
20日(水)
21日(木)
22日(金) 佐渡市駅伝競争大会
23日(土) 秋分の日 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ県予選
ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会③
テスト前諸活動休止
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 総合郷土⑩
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
30日(土)
完全下校 １８：１０
部活動 終了 １８：００
- 6 -

10月の主な予定（案）
２日（月）Webﾃｽﾄ国語
専門委員会
３日（火）Webﾃｽﾄ数学
総合郷土⑪
４日（水）２年生職場体験①
５日（木）２年生職場体験②
６日（金）小中合同挨拶運動
９日（月）体育の日
10日（火）Webﾃｽﾄ英語 総合郷土
⑫ 地区駅伝激励会
11日（水）地区駅伝出発
12日（木）新潟地区駅伝大会
16日（月）全校朝会
17日（火）総合郷土⑬
23日（月）28日の振替休業日
24日（火）総合郷土⑭
25日（水）校内クリーン作戦
28日（土）文化祭(１日目)
29日（日）文化祭(２日目)
30日（月）29日の振替休業日

11月の予定（案）
２日（木）拡大評議委員会
３日（金）文化の日
７日（火）専門委員会
９日（木）市中学校音楽発表会
13日（月）歯科検診①
14日（火）歯科検診②
23日（木）勤労感謝の日
24日（金）質問教室①
27日（月）質問教室②
28日（火）期末テスト(１日目)
29日（水）
〃
(２日目)

