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４３９号
平成２９年１１月６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
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山々の紅葉も日に日に深まり、朝夕の寒さも身にしみる頃となりました。いよいよ１１
月、本年も残すところ、後２ヶ月です。
さて、１０月２８日・２９日(土・日)の２日間にわたり、平成２９年度真野中学校文化
祭が行われました。『君に届け ～お届け物は笑顔です～』の生徒会スローガンのもと全
校生徒が躍動する文化祭となりました。多くの来賓・保護者の方々から『素晴らしい発表
でした。感動しました』というお言葉をいただくことができました。私自身大きな喜びを
胸に、笑顔になることが出来ました。この２日間の生徒の活躍は、確かに、来校された来
賓・保護者・地域の方々に笑顔をお届けできたものと思っております。
この紙面を借りて、総合郷土・合唱コンクール(含む全校合唱)について、私の感じたこ
とを紹介したいと思います。
１日目、文化祭開会式に続き、ステージで行われたのが、総合郷土の発表でした。文弥
人形・鷺流狂言・佐渡おけさ・リコーダー演奏・和太鼓演奏が行われました。佐渡に伝わ
る伝統芸能である文弥人形・鷺流狂言は、先人により脈々と伝えられたものであり、佐渡
のみならず、日本全体にとっても文化的な財産です。生徒達は、その大切な伝統文化を、
決して完璧ではないまでも、真剣に、そして一生懸命に演じてくれました。その歴史と郷
土を大切に思う心は、私を含め、会場に座る多くの観衆に伝わったものと思っています。
また、佐渡の象徴ともいえる佐渡おけさ、そして、リコーダーの美しい音色、最後を飾っ
た勇壮な和太鼓演奏、いずれも感動的な発表であったと、私は強く感じました。
２日目、文化祭の最後を飾ったのは、合唱コンクール、そして、フィナーレともいうべ
き全校合唱でした。１年・２年・３年A組・３年B組の各クラスが、休憩時間にそれぞれ円
陣を組み、全員で気合いを入れたのです。私は、その姿を見て、各クラスの合唱が素晴ら
しいものとなることを確信しました。当日を迎えるまで、各クラスともなかなか声が出な
い、あるいは、クラスが一つになれないなど、それぞれが様々な悩みや不安を抱えながら、
当日を迎えたことは、私にも十分わかっていました。だからこそ、私にとっても大変嬉し
いことだったのです。本番の合唱コンクールでは、予想通り、どのクラスも今までで最高
の合唱となり、観衆を感動させました。そして、フィナーレとなる全校合唱、これは聴く
もの全てにとって、素晴らしい感動となりました。これまで何度となく聴いた全校合唱の
声とはまったく違い、音の大きさが一段上の声でした。ハーモニーも心にしみるものでし
た。そして、何より１人１人の顔を見たとき、それぞれの気持ちが伝わる良い表情で歌っ
ていたのです。感動しました。良い合唱でした。これは、間違いなく聴いていた人に伝わ
ったものと思っています。
この２日間、大変良い文化祭でした。完璧なものではなかったかもしれませんが、間違
いなく、訪れた方々を笑顔にした文化祭だと思っています。
真野中生徒１人１人には、自信を持ってほしい。これほどのことができる、素晴らしい
力を、それぞれが持っているのです。真剣な姿、まじめに取り組む姿は、人を感動させま
す。そして、それは自分自身の成長に繋がるのです。この文化祭を大切な経験として、こ
れから益々成長する、真野中学校生徒１人１人であってほしいと願っています。
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10月の諸行事から
４日（水）の３限に、高校説明会が視聴覚室で行
われました。ここ数年、市の行事として中学３年生
が一堂に会して行われていましたが、今年は従来通
りに各学校で開催されることになりました。
当日は、３つの高校から校長先生、教頭先生方に
お出でいただき、それぞれの学校の特色を説明して
いただきました。保護者の方の参加もあり、これか
らの進路決定に向けて貴重な機会となりました。

４日（水）・５日（木）の２日間、２年生の職場
体験が行われました。今年度から市の教育委員会が
進める課題解決型の活動ということで、仕事の体験
に止まらず、いただいた課題（ミッション）の解決
に向けて、仲間と協力して取り組みました。
文化祭で野菜を販売するなど、ミッションを解決
するための活動は、まだまだ行われているところも
あります。この体験活動の発表会は、11月16日（木）
に行われる予定です。

５日（木）に、３年生は福祉学習の一環として、
Ａ組が「真野の里」、Ｂ組が「グループホームまの」
を訪問しました。高齢者の方々との接し方について
出前授業を受け、練習して臨んだ訪問活動でした。
生徒たちの感想には「難しかった」という声と、
高齢者の方々に感謝されたうれしさや、施設で働く
方々の真摯さに触れた感動の言葉がつづられていま
した。学校では味わうことのできない貴重な体験が
できた秋の一日でした。

緑の少年団の活動の一環として例年行われている
植樹祭に、２年生の評議員４人が参加しました。
今年の会場は畑野地区で、式典の後、城ヶ平公園
周辺で桜や松の木の植樹をしてきました。
木が育つのには長い年月がかかりますが、このよ
うな地道な活動が積み重なって佐渡の自然が守られ
ているのだと感じました。
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２８日(土)、２９日(日)
の２日間、文化祭が「君に
届け～お届け物は笑顔です
～」のスローガンのもと、
行われました。

【作品展示】
書道、美術、技術家庭科の力作に加え、生徒会（部活
動を含む）や学級紹介、総合郷土の作品がところ狭しと
展示されました。長い時間をかけて制作した力作が揃い、
それぞれの工夫を凝らした展示の仕方も楽しめました。
他の生徒の作品を丁寧に見て、良いところを鑑賞カー
ドに一生懸命書き込む生徒たちの姿が印象的でした。

【総合郷土発表会】
今年も、地域の方々を講師に、総合的な学習の時間を
使って、佐渡ならではの10の講座で学習してきました。
そのうちの「文弥人形」「鷺流狂言」「佐渡おけさ」「リ
コーダー」「和太鼓」がステージで発表しましたが、例
年に勝るとも劣らない仕上がりで、真野中の伝統がしっ
かりと受け継がれていることをうれしく思いました。ま
た、「竹細工」「工芸（八反灯籠）」「生花」の作品もレベ
ルが高く、２日目の午前に行われた「茶道」のお点前も
大変好評でした。

【ステージ発表・全校パフォーマンス】
今年も、ダンスを中心に８つのチームが参加しました。
衣装や照明に工夫を凝らし、それぞれのチームらしさを
発揮していましたし、見ている生徒のノリもよく、全校
で楽しむことができました。また、全校パフォーマンス
は、暗い中で揺れるペンライトの光が幻想的で、全校生
徒がひとつになることができた演出でした。

【合唱コンクール】
どの学年・学級も、もてる力を出し切った合唱でした。
学級によって人数が違うので、声量だけでなく、選ん
だ曲の難易度やバランスなど総合的に審査されました。
結果は以下の通りです。
今年度は、最優秀賞受賞クラスが９日（木）
にアミューズメント佐渡で行われる「佐渡市
中学校音楽発表会」に、真野中の代表として
出演します。
合唱コンクールの結果
最優秀賞 ３年Ａ組
優秀賞
１年Ａ組
最優秀指揮者賞
Ｍ，Ａさん（２年Ａ組）

１０月の大会の成績
１０／５ 第５４回佐渡市児童生徒科学研究発表会
《中学校第２分野の部》
「大佐渡地域及び真野地域に見られる化石の比較と古環境の違い」
Ｉ，Ｓ
Ｔ，Ｈ
Ｋ，Ｓ
Ｔ，Ｎ
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１０／７ 佐渡市読書感想文コンクール
《自由読書の部》
３年 ３席 Ｔ，Ａ
題 「言葉に思いを」
書名「四月は少しつめたくて」
１０／８ ソフトテニス 全佐渡秋季選手権大会（団体戦）
《中学生女子の部》
１位
《中学生男子の部》
３位
１０／１２ 新潟地区中学校駅伝競走大会
《女子》 ２７位
《男子》 ３２位
１０／１４ 佐渡市美術展覧会
《ジュニア書部門》
教育長賞
２年 Ｉ，Ｒ
奨励賞
３年 Ｆ，Ｋ
入選
３年 Ｋ，Ｓ
Ｓ，Ｊ
１０／２２ 第６７回新潟県競書大会
中学３年の部 金賞 Ｆ，Ｋ
中学２年の部 金賞 Ｉ，Ｒ

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

12月の主な予定（案）
１日（金）拡大評議員会
５日（火）Webﾃｽﾄ国語
専門委員会
６日（水）Webﾃｽﾄ数学
立会演説会
７日（木）Webﾃｽﾄ英語
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）拡大評議員会
21日（木）校内球技大会
22日（金）終業式

拡大評議員会
文化の日
Webﾃｽﾄ国語
Webﾃｽﾄ数学
Webﾃｽﾄ英語 専門委員会
市中学校音楽発表会
小中合同挨拶運動
歯科検診①
歯科検診②

１年税関教室

１月の予定（案）
２年職場体験発表会 ３年保護者進路説明会

１日（月）元旦
８日（月）成人の日
９日（火）始業式 確認テス
ト① 専門委員会
10日（水）確認テスト②
いじめ見逃しゼロスクール集会 テスト前諸活動停止 11日（木）Webﾃｽﾄ国語
12日（金）Webﾃｽﾄ数学
勤労感謝の日
15日（月）Webﾃｽﾄ英語
質問教室① 下越音研公開授業（２Ａ①参加） 19日（金）入学説明会
23日（火）３年三者面談①
24日（水）
〃
②
質問教室②
25日（木）
〃
③
期末テスト(１日目)
26日（金）第２回生徒総会
〃
(２日目)
拡大評議員会
小学６年生体験入学
29日（月）専門委員会
終了 １７：３０
完全下校 １７：４０
30日（火）ＮＲＴ（２教科）
31日（水） 〃 （３教科）
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