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豊かな人間を目指し たくましく生きる生徒
感謝する心
素直な心
努力する心

卒業生の前途を願い・・
校長

池

典比古

さる３月１３日(火)、第７１回卒業証書授与式が挙行されました。春到来を思わせる穏
やかな天候の中、４７名の卒業生が希望に満ちた表情で真野中学校を巣立ちました。卒業
式での３年生は、呼名の返事・式中の態度ともに立派でした。そして、私が最も感動した
のは全校合唱・卒業合唱でした。時間も少なく、気持ちにもゆとりがあるとは思えない状
況での、短い練習時間にもかかわらず、当日は、美しく大きな声を体育館に響かせてくれ
ました。また、在校生もしっかりとした態度で卒業生の気持ちに応え、感動的な卒業の式
を作り上げてくれました。改めて、在校生の成長を感じさせる機会ともなりました。多忙
の中訪れていただいた来賓の方々からも、感動的な式であったとお褒めの言葉をいただき
ました。
この紙面を借り、私が卒業生に送った、式辞の一部を紹介したいと思います。
私は、新たな生活に踏み出す皆さんに、是非伝えたい人がいます。それは、星野富弘さ
んです。星野さんは、大学を卒業すると、保健体育の教師として高崎市の中学校に赴任し
ました。そして、赴任して２ヶ月後、保健体育の授業中、生徒に宙返りの模範演技を見せ
るため、ジャンプした際、着地に失敗し、頸椎損傷の重傷を負います。その時から肩から
下の機能を全て失ってしまったのです。９年にもおよぶ入院生活。自身の体で動くのは、
首から上の機能のみ、手も足も全てが動かない状況でした。何度も命を絶とうと思っても
それさえ１人では出来ない状況だったそうです。何も出来ない状況で、母親にごはんを食
べさせてもらい、排泄物の始末をしてもらう状況でした。そんな絶望の中、いつしか富弘
さんは、口に筆をとり、字を書き、絵を描くようになっていきます。そして、置かれた場
あご
所で静かに、けれど精一杯に咲く、様々な花の絵を描き、多くの詩を創りました。また、顎
で操作する車椅子に乗り、自宅の周りを散歩するまでになっていきます。そんな彼の創り
出した詩や花の絵は、全世界に感銘を与え、今では富弘さんの美術館も出来ています。こ
こに、私の好きな、星野さんの作品集［鈴の鳴る道］という本の一節を紹介します。
長い間、私は道のでこぼこや小石を避けて通ってきた。そしていつの間にか、道に
そういったものがあると思っただけで、暗い気持ちを持つようになっていた。しかし、
車椅子に着けた鈴が「チリン」と鳴る、たったそれだけのことが、私の気持ちをとて
も和やかにし、心穏やかにしてくれるようになったのである。
鈴の音を聞きながら私は思った。人は皆、この鈴のようなものを、心の中に授かっ
ているのではないだろうか。その鈴は、整えられた平らな道を歩いていたのでは鳴る
ことがなく、人生のでこぼこ道にさしかかった時、揺れて鳴る鈴である。美しく鳴ら
し続ける人もいるだろうし、閉ざされた心の奥に、押さえ込んでしまっている人もい
るだろう。私の心の中にも、小さな鈴があると思う。その鈴が澄んだ音色で歌い、キ
ラキラと輝くような毎日が送れたらと思う。
私の行き先にある道のでこぼこを、なるべく迂回せずに進もうと思う。
皆さんのこれからの人生は、全てが順調で自分の思うがままうまくいくことは決してあ
りません。進む道には、進めないのではないかと思うほどのでこぼこや大きな石が横たわ
っていることもあるでしょう。しかし、その困難や挫折を避けて通っては、自分の満足す
る人生は送れません。その時は、富弘さんと同じように、そのでこぼこや石のある道を真
正面から進んでください。その時、必ず心地よい心の鈴がなり、いつしか、より成長した
自分と出会えるはずです。
卒業生の４７名は、真野中学校３ヶ年で本当に成長しました。自分自身に自信をもち、
新しいステージでより一層飛躍をしてください。私は、皆さんが幸せな人生を送ることを
心から願っています。
卒業おめでとう
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お世話になりました。転退職の職員をお知らせします。
校長 池 典比古
退職
この３月３１日をもって、３８年間の教員人生を終え退職
することとなりました。最後の４年間を、故郷佐渡、そして
真野中学校で勤務できたことは大きな喜びです。純真な生徒
理解ある保護者・地域の方々に支えられ、この日を迎えるこ
とができました。皆様には心から感謝いたします。そして、
真野中学校・生徒の活躍を心から願っています。
教頭 今井
量
上越市立吉川中学校（校長）へ
卒業した３年生と一緒に入学し、３年間過ごさせていただ
きました。上越から佐渡に来て、それぞれの良さを知ること
ができ、私の教員人生で大きなプラスとなった３年間でした。
また、保護者の皆様にはＰＴＡ活動をはじめ、大変お世話
になりました。真野地区のますますの発展を心からお祈りい
たします。これまで本当にありがとうございました。
教諭 村山 貴之
佐渡市立内海府中学校へ
５年間、大変お世話になりました。数学の授業やバドミン
トン部での活動、生徒会本部の取組など、どれも思い出深い
ものとなりました。いつも明るく元気だった生徒の皆さん、
温かく支えていただいた保護者・地域の皆様、長い間本当に
ありがとうございました。これからも、真野中がさらに発展
していくことを心から願っています。
講師 渡部
大
佐渡市立加茂小学校へ
あっという間に過ぎた１年。一緒に笑い、泣き、時にはぶ
つかり合って話し合えたことを嬉しく思います。これからは
近くで成長を見ることができず残念ですが、皆さんと一緒に
新たな一歩を踏み出します。保護者の皆様、至らない私に御
理解・御協力いただきありがとうございました。
真野中学校の今後の更なる発展をお祈りいたします。
介助員
加藤 順子
退職
この３月をもちまして退職することになりました。真野中
学校の子どもたちと過ごし、元気と多くの感動をいただきま
した。皆様には、温かく支えていただき感謝しております。
あっという間の２年間でした。ありがとうございました。
真野中学校の良き発展を祈っています。それではお元気
で！

大会等の成績
英語検定合格者
【準２級】
【４級】
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【５級】
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１年

Ｍ，Ｙ

Ｍ，Ｔ

第24回全佐渡中学校バスケットボール１年生大会

女子（両津中学校との合同チーム）

３／２５
三重奏

１位

第39回全日本リコーダーコンテスト
銀賞

Ｓ，Ｉ

Ｋ，Ｙ

Ｈ，Ａ

３月の諸行事から

３月１２日(月)の１限に、名畑同窓会長、相田ＰＴＡ会
長を来賓にお迎えし、同窓会入会式並びにＰＴＡ記念品贈
呈式が行われました。中学校を卒業すると、真野中学校を
卒業した同窓生の仲間入りをしたことになります。式では
来賓のお二方から、自分で選んだそれぞれの道を歩もうと
する卒業生たちに励ましの言葉が贈られました。
また、３年間欠席しなかった生徒たちに「皆勤賞」の賞
状が贈られるとともに、卒業生全員にＰＴＡから卒業証書
用の筒と印鑑が記念品として贈られました。印鑑は、これ
からの社会人としての生活で欠かせないものです。大切に
使ってほしいと思います。

３月１３日(火)、第７１回の卒業証書授与式が、晴天の下で行われました。４７名の卒
業生は、堂々と入場し、しっかりとした所作で校長先生から一人一人卒業証書を受け取り
ました。在校生代表のＩ，Ｒさんからは、卒業生への感謝の言葉と生徒会の伝統を受け継
ぐ決意が、卒業生代表のＳ，Ｍさんからは、在校生や保護者、地域の方々への感謝と３年
間の中学校生活をやり遂げた充実感が述べられました。全校合唱「旅立ちの日に」では歌
声が体育館中に響き渡り、卒業生による合唱も感動的でした。主役である卒業生はもちろ
ん、在校生の態度もすばらしく、「全校生徒でつくりあげた卒業式」となりました。
翌日には、高等学校の合格発表があり、卒業生４７名全員の進路が定まりました。それ
ぞれ進む道は違いますが、真野中学校で過ごした日々を糧に、頑張ってほしいと思います。

卒業証書授与

全校合唱
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卒業生による合唱

Ａ組

Ｂ組

最後の学活後、保護者の皆さんを交えての記念撮影

３月１６日（金）に、１年生が総合的な学習の時間を
使って調べてきたことを発表する会が行われました。
８つの班に分かれ、佐渡の自然や歴史、産業について
調べてきたことを、クイズ形式にしたり写真を使ったり
して分かりやすく工夫して発表していました。来年・再
来年とさらにグレードアップされていくのが楽しみです。

４月の予定
４月の予定
２日(月) 部活動なし
３ 日(火)
４ 日(水)
５ 日(木) ＰＴＡ本部役員会
６ 日(金) 新任式、始業式、入学式
７ 日(土)
８ 日(日)
９ 日(月) 生活・学習オリエンテーション
10日(火) 生徒会オリエンテーション ＰＴＡ評議委員会
11日(水) 身体計測
12日(木)
13日(金) 専門委員会
14日(土) オープンスクール 授業参観 ＰＴＡ総会
15日(日)
16日(月) 14日の振替休業日
17日(火) 全国学力学習状況調査
18日(水) 校外班会議 部活動集会 尿検査 内科検診(３年)
19日(木) １，２年家庭訪問①
20日(金) ３年修学旅行(１日目) １，２年家庭訪問②
21日(土) ３年修学旅行(２日目)
22日(日) ３年修学旅行(３日目)
23日(月) ３年振替休業日 １，２年家庭訪問③
24日(火) 総合郷土説明会
25日(水) 心臓検診(１年)
26日(木) 耳鼻科検診 臨時拡大評議員会 内科検診(1,2年)
27日(金) 拡大評議員会
28日(土) 佐渡陸上選手権
29日(日) 昭和の日 ソフトテニス春季選手権
30日(月) 振替休日 全佐渡卓球選手権シングルス戦
※部活動 １７：３０終了 １７：４０完全下校
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５月の主な予定（案）
１（火）給食後下校
３（木）憲法記念日
４（金）みどりの日
５（土）こどもの日
８（火）緑の少年団入会式
９（水）生徒総会
15（火）激励会 会場準備
16（水）佐渡市陸上大会
17（木）報告会
22（火）小中ＰＴＡ役員会
23（水）第１回通信突破会
24（木）第１回サポート委員会
25（金）拡大評議員会
27（日）第２回通信突破会
28（月）小中合同クリーン作戦

６月の主な予定（案）
１（金）眼科検診
４（月）激励会
５（火）市中学校体育大会①
６（水）
〃
②
10（日）ＰＴＡ研修旅行
19（火）期末テスト①
20（水）
〃
②
22（金）小中合同地区懇談会①
25（月）
〃
②
26（火）
〃
③
28（木）地区陸上大会①
29（金）
〃
②

