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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
充実の秋に向かって
校長

池

典比古

あと２日で１０月、今年も残すところ３ヶ月となりました。本日は中間テスト２日目、
生徒は、昨日から真剣な表情で答案用紙に向き合っています。なかなか難しいことかと思
いますが、生徒全員が自己の満足する結果であって欲しいと願っています。
さて、今月２日(土)に本年度の体育祭が実施されました。夏休み終了後わずか５日間の
準備期間でしたが、生徒は、３年生・応援リーダーを中心に夏休み中からの事前準備を生
かし、よく頑張り、素晴らしい体育祭になりました。体育祭スローガン［青春祭『紅』と
『蒼』で『紫』になろう］のもと、当日は、全校生徒が一体となり、素晴らしい景色を作
り出したのです。体育祭アンケートでは、来賓・保護者・地域のほぼ９割の方々から好意
的な評価を頂くことができました。この体育祭では、あらためて生徒の持つ力(パワー)を
実感できる大変良い機会となりました。なお、いくつかの点で改善点を指摘されておりま
すので、今後の学校生活等で改善していきたいと考えております。
そして、もう一つ、真野中生徒の活躍がありました。それは、９月２２日(金)に実施さ
れた、佐渡市中学校駅伝競走大会です。この大会、真野中学校は、女子が４位・男子が８
位となり、共にビッグスワンで１０月１２日(木)に開催される新潟地区中学校駅伝競走大
会に出場することになりました。猛暑の夏休み中からコツコツと取り組んできた成果が実
り、大会での活躍に繋がったのです。女子は、佐渡の中で４位の見事な走りをみせました。
また、男子も１・２年生だけのチーム編成にもかかわらず、昨年はかなわなかった地区大
会出場の権利を獲得したのです。地区大会出場を知った瞬間、感激して泣き出す生徒もい
ました。地区大会は、１０月１２日(木)です。これから短い練習の期間しかありませんが、
各自が納得の出来る準備をし、今回以上の満足できる結果を出せるように願っています。
さて、１０月を迎え、秋本番を思わせる季節となってきました。秋は昔より実りの秋と
言われ、過ごしやすい気候のため、集中して取り組めば、様々なことで実を結び、成果が
出る季節と言われています。この後、来月末には、２大行事である文化祭が迫ってきます。
その文化祭が終了すると、３年生にとっては、いよいよ自己の進路決定の時期を迎えます。
これまでの小・中学校義務教育とは異なり、自分の意思
と希望で進路選択する最初の節目を迎えます。また、１、
２年生は、今まで真野中学校を支え、率いてきた３年生
に変わり、真野中学校をリードする生徒会役員選挙も行
われます。自分たちがこれからの真野中学校を作ってい
くのだという気概をもち、頑張ってほしいと思います。
この１０月の真野中の活動が、先に紹介した体育祭や
駅伝大会のように、実り多い充実の秋となることを願っ
ています。
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９月の教育活動から
９月２日（土）に、第71回
体育祭が、今年も真野小学校
のグラウンドをお借りして行
われました。
今年は、２学期が始まって
５日間という例年以上に短い準備期間でしたが、夏休み
中のリーダーたちの活動や、２回の全校生徒による軍団
練習のおかげで、しっかり準備も整いました。
当日は、勝敗に固執せず、スローガン「青春祭、紅と
蒼で紫になろう！」のとおり、真野中学校がひとつになった爽やかな体育祭でした。

体育祭の成績
総合優勝 紅軍
競技の部 蒼軍
応援の部 紅軍
パネルの部
紅軍

９月８日（金）の５・６限に、今年度職場体験学習に
ご協力いただける１０の事業所の方々にお出でいただき、
「生き方トーク・働き方トーク」が行われました。
これは、市教育委員会が進める「課題解決型職場体験」
の一環で、真野中学校では初の活動となりました。
最初に、互いに打ち解けるためのゲームを行い、リラ
ックスした後、事業所の方々から、今の職業に就いた経
緯やどのような思いで働いているかなど、お話をいただ
きました。最後に、それぞれの事業所から「ミッション
（課題）」をいただき、今後はその課題を解決のために
学習を進めていきます。
事業所の方々の顔をしっかり見て、目を輝かせて話を
聴いている姿が印象的でした。
２年生の職場体験は、１０月４日（水）と５日（木）
の２日間に渡って行われます。また、学習発表会を１１
月１６日（木）に行う予定にしています。
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また、９月１２日（火）には、新潟から講師をお迎え
し、「マナー講座」が行われました。これは、例年職場
体験の前に行っているもので、あいさつやお辞儀の仕方
など丁寧に教えていただきました。「第一印象が大切」
というお話をいただき、職場体験だけでなく、これから
の社会生活で必要な大切なことを学ぶことができました。
９月１５日（金）の
５・６限に、ＰＴＡ保
健整備部が主催する講
演会が食堂で行われま
した。講師に佐渡西警察署生活安全課長様からお出でい
ただき、「ネットワークツールの危険性」について実例
を交えてお話ししていただきました。
「文字だけでは表情や仕草が伝わらず、誤解やトラブ
ルが生じやすいこと」「使い方を間違えると犯罪に発展
してしまうこと」など、便利さに潜む危険性を生徒一人
一人が改めて感じた貴重な講演会でした。

９月２４日（日）に、毎年恒例の真野小・中学校のソフトバレーボール大会が、２６チ
ーム１８０名を超える保護者の皆さんと職員が参加して行われました。今年度は、昨年に
比べて参加チームがいくつか減ったため、時間にも体力にも余裕があったようで、スムー
ズに進行できました。それぞれのブロックで優勝したチームは以下の通りですが、接戦が
多く、盛り上がった半日となりました。試合に参加した皆さん、準備や運営に携わってい
ただいた皆さんに感謝いたします。お疲れ様でした。
女性Ａ：（小２）ニコニコママチームＡ
女性Ｂ：（小４）熟女時代
女性Ｃ：（中３）ｔｅａｍ ＩＴＴ

女性Ｄ：（中２）ママさんＢチーム
男性Ａ：（小６）ただっしー ワン
男性Ｂ：（中２）パパさんチーム

９月の大会の成績
９／１６
オール佐渡夏季選手権大会
ソフトテニス
第１位 中学生女子の部
第２位 中学生女子の部
第３位 中学生女子の部
〃
中学生男子の部
- 3 -

Ｓ，Ｍ・Ｉ，Ｒ ペア
Ｋ，Ｙ・Ｈ，Ｋ ペア
Ｓ，Ｍ・Ｔ，Ｍ ペア
Ｋ，Ｓ・Ｋ，Ｙ ペア

９／２３ 第４９回 佐渡市中学校駅伝競走大会
【女子チーム】
４位（５６′４９″）
①Ｆ，Ａ

②Ｋ，Ａ

【男子チーム】
①Ｋ，Ｓ

③Ｋ，Ｓ

④Ｈ，Ｋ

※新潟地区駅伝出場
⑤Ｍ，Ｔ

８位（１′０９″４５）

②Ｏ，Ｙ
③Ｋ，Ｓ
④Ｙ，Ｒ
女子２区３位 Ｋ，Ａ（６′５８″）

※新潟地区駅伝出場
⑤Ｎ，Ｒ

⑥Ｈ，Ｙ

【区間賞】
【補員レース参加】
男子
女子

Ｏ，Ｓ
Ｋ，Ｙ

９／２３，２４

９／２４

Ｋ，Ｓ

Ｗ，Ｔ

Ｍ，Ａ

全日本中学生バドミントン選手権大会新潟県予選会
第２位 男子シングルスの部
Ｓ，Ｄ
※全国大会出場

全佐渡卓球選手権大会
女子団体の部

第３位

１０月の予定
10月の予定

11月の主な予定（案）

１ 日(日)
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 ３年生高校説明会
５ 日(木) ２年生職場体験② 科学研究発表会
６ 日(金) 小中合同挨拶運動 英語検定
７ 日(土) ソフトテニス秋季大会 野球部新人戦
８ 日(日)
〃
９ 日(月) 体育の日 赤泊人生駅伝
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
13日(金)
14日(土)
15日(日)
16日(月) 全校朝会
17日(火) 総合郷土⑬
18日(水) 保・小・中合同避難訓練
19日(木)
20日(金)
21日(土)
22日(日)
23日(月) 28日の振替休業日
24日(火) 総合郷土⑭ ジオパーク全国大会
25日(水) 校内クリーン作戦
26日(木)
27日(金)
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
31日(火)
完全下校 １７：４０
部活動 終了 １７：３０
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２日（木）拡大評議委員会
３日（金）文化の日
６日（月）Webﾃｽﾄ国語
７日（火）Webﾃｽﾄ数学
８日（水）Webﾃｽﾄ英語
専門委員会
９日（木）市中学校音楽発表会
10日（金）小中合同挨拶運動
13日（月）歯科検診①
14日（火）歯科検診②
16日（木）２年職場体験発表会
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)

12月の予定（案）
１日（金）拡大評議委員会
５日（火）Webﾃｽﾄ国語
専門委員会
６日（水）Webﾃｽﾄ数学
７日（木）Webﾃｽﾄ英語
立会演説会
８日（金）生徒会選挙投票
12日（火）生徒朝会
期末懇談会①
13日（水）期末懇談会②
14日（木）期末懇談会③
18日（月）拡大評議委員会
21日（木）校内球技大会
22日（金）終業式

