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真野中学校４月号（445号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成３０年４月２７日発行

教育目標 豊かな人間を目指し たくましく生きる生徒の育成
３つの心 感謝する心 素直な心 努力する心

平成30年度のスタートにあたって
校長 渡邉 正人

今年度、校長としてお世話になっております渡邉正人と申します。ど
うぞよろしくお願いいたします。

真野中学校は今年度、新入生４１名を迎え、全校生徒１１０名でスタ
ートいたしました。真野中学校の校訓である「立志力行」「協力親和」を基に３つの心「感
謝する心」「素直な心」「努力する心」を全ての教育活動に浸透させることで、全ての生徒
が充実した学校を送れるよう精一杯努力してまいります。

始業式の話 ～今を大切に～

桜の花も今まさに咲き出さんといわんばかりに赤く膨れあがっています。さあ、平成30
年度を頑張るぞという皆さんの意気込みや決意と重なって見えるのは私だけではないと思
います。きっと先生方やおうちの方も同じ気持ちで見ていると思います。

皆さん進級おめでとうございます。どうか今の新鮮な気持ちを大切にしていってほしい
と思います。

中国の有名な学者に朱子という人がいます。その人は「今日できることを明日があるか
らといって延ばしてはいけない」「そうすれば来年があるからといって今年は何もしない
ことになる」といって人の怠け心を戒めています。

同じように、皆さんもよく知っている、昨年度でご勇退なさった日本文理高校野球部の
大井監督は、普段から「高校野球は卒業してやりたくなってもできない、今を大切にしろ」
と指導をされていたそうです。選手たちもそれに応えて、全国でも強豪といわれる野球部
へと成長していったのです。

この2つの話しは、どちらも「今やるべきこと」「今しかできないこと」に全力で取り組
み、努力を続ければそれが実るときもくるということを教えてくれています。どうか皆さ
んも自分が立てた目標達成に向け、ある時は自分を叱り、ある時は自分を励まし、そして
またある時には自分を少しだけ褒めながら今しかない2年生、3年生という時間を納得いく
姿で過ごしてください。

もう一つ皆さんに話をします。「目標目指して頑張る生徒がいる真野中学校にしていこ
う」という話をしましたが、そこにいつも「思いやりの心」を忘れずに持っていてほしい
ということです。「自分だけ頑張ればいい」とか「自分だけ成功すればいい」では寂しい
ではありませんか。学校中の生徒みんなが友達で、「仲間の頑張っ
ている姿を見るのが自分も嬉しい」と感じることのできる生徒が過
ごす学校ならばきっと「いじめ」はもちろん「人の嫌がることをす
る」など起きるはずがありません。この1年、そんな生徒がたくさ
ん過ごす真野中学校にしていこうではありませんか。君たちが伸び
伸び成長することを願い、私の始業式の話を終わります。
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転入職員職員紹介

校長 渡邉 正人 阿賀野市立京ヶ瀬中学校より転入
わたなべ まさ と

この四月よりお世話になっております校長の渡邉正人と申しま
す。素晴らしい校舎、そして元気いっぱい自分らしさを発揮する生
徒に囲まれ、充実した日々を送っています。保護者、地域の皆様と
力を合わせ、真野の子どもたちの健やかな成長のために精一杯頑張
ります。よろしくお願いいたします。

教頭 井狩 歩 阿賀野市立水原中学校より転入
い かり あゆむ

赴任早々、生徒から明るい挨拶を受けて、気持ちのよいスタート
が切れました。二十数年ぶりに佐渡の学校での勤務となります。振
り返ってみると何かと佐渡には縁があると感じています。生徒・学
校・地域のために、精一杯務めさせていただきます。これから、ど
うぞよろしくお願いします。

教諭 真子 和哉 ベネズエラ日本人学校
まな こ かず や

ベネズエラのカラカス日本人学校から参りました。カラカスは南
米の中でも危険な都市だったので、佐渡のうららかな日差しの中で、
平和のありがたみを味わっています。真野中学校の明るく素直な生
徒たちが大好きです。ＭＡＮＯはスペイン語で「手」の意味です。
保護者の皆様や地域の皆様としっかり手を結び、頑張りたいと思い
ます。これからよろしくお願いいたします。

講師 中村 俊太 新採用
なかむら しゆん た

はじめまして。４月よりお世話になっております。教師生活１年
目を、伝統ある真野中学校で勤務できることを大変嬉しく思います。
担当教科は数学と保健体育です。真野中学校の皆さんが、毎日元気
に活動できるように、私にできることを精一杯努めます。一緒に活
動し、一緒に学び、一緒に成長していきましょう。よろしくお願い
します。

講師 近藤 勇毅 新採用（4.13～ 藤井先生の産休代替のため）
こんどう ゆう き

今年度真野中学校に赴任しました近藤勇毅と申します。出身は金
井で、この春に大学を卒業し、佐渡に帰ってきました。みなさんに
出会えたご縁に感謝し、教育者として子どもたちの手本となれるよ
う、日々学び、成長していきたいと思います。よろしくお願い致し
ます。

４月の教育活動から

４月６日(金)に、平成30年度の入学式が行われました。４１名の新入生の表情には、
緊張の中にも、新たな決意が感じられました。３年間で大きく成長してくれることを願っ
ています。一日一日を大切に過ごしてほしいと思います。
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◎新入生へ「生徒会」の説明をしました。

４月１０日(火)に、「生徒会オリエン
テーション」が体育館で行われました。
生徒会本部が、新１年生に真野中学校の
ことを紹介し、早く慣れてもらおうという行事です。生徒会の説明と部活動の紹介後、最
後には全校生徒で「手つなぎ鬼」を行いました。中学校のことを少し理解できたと同時に、
２・３年生と仲よくなれた有意義なひとときでした。

４月１４日(土)は、
午前中にオープンス
クール、午後から授
業参観・ＰＴＡ総会

・学年懇談会が行われました。全校の半数を超える多くの保
護者の皆様から参加していただき、真野中学校の保護者・地
域の熱心さを改めて感じました。ＰＴＡ総会では、今年度の
活動計画・予算を審議・承認していただきました。各部・各
学年委員会の活動計画と予算が決まり、保護者の皆様には、
様々な面でご協力をいただくことになります。よろしくお願
いいたします。
また、学年懇談会では、新年度に入ってからの生徒の様子

の紹介や、保護者との情報交換が行われました。最後に、夜
には懇親会も行われ、保護者と教職員の親睦をしっかり深め
ることができました。

４月２０日(金)～２２日
(日)の３日間、３年生は関
西方面の修学旅行に行って
きました。
初日は、４時１５分に学

校に集合し、バス・フェリー・飛行機を乗り継いで大阪に到着する
と、お好み焼きを自分たちで焼く体験で早速盛り上がりました。午
後は、ＵＳＪを４時間かけて巡りましたが、絶叫コースターを楽し
む人に、買い物優先の人と、グループ内で相談して、夕飯を食べる
時間を惜しんで楽しみました。
２日目は、班の計画に沿って京都の名所を巡る自主研修でした。

初めての京都で見るものすべてが新鮮で、ハプニングもあり目標の
時間内に戻れなかった班もありましたが、全ての班が無事に帰って
くることができました。
３日目は平等院鳳凰堂、奈良の東大寺を訪れ、古都奈良も楽しみ

ました。
３年生の意識は高く、５分前行動で素晴らしい集団行動が見られ

ました。今回の修学旅行の成功を、これからの学校生活に生かして
くれることを期待しています。



- 4 -

版画を寄贈していただきました（池 典比古 前校長先生）

昨年度末で真野中学校を退職されました池前校長先生から朱鷺の版画

を寄贈していただきました。佐渡出身で、佐渡版画村理事長として版画

制作、指導に尽力された髙橋信一先生の作品です。玄関脇の公衆電話上

に飾らせてもらいました。来校の際は、どうぞご覧ください。

５月の予定
５月の予定 ６月の主な予定（案）

１日(火) 授業３限 給食後下校 部活動なし １（金）眼科検診

２日(水) 授業５限 部活動なし 専門委員会③

３日(木) 憲法記念日 バスケSC①・ﾃﾆｽ団体戦研修会 ４（月）激励会

４日(金) みどりの日 〃 ② ５（火）市体育大会(１日目)

５日(土) こどもの日 〃 ③ ６（水）市体育大会(２日目)

６日(日) ８（金）小中合同挨拶運動

７日(月) 専門委員会② 報告会

８日(火) Ｗeb国語 緑の少年団入団式 応援練習① 12（火）総合郷土③

９日(水) Ｗeb数学 応援練習② 部活動なし 15（金）質問教室①

10日(木) Ｗeb英語 生徒総会 応援練習③ 16（土）ＰＴＡ研修旅行

11日(金) 応援練習④ 17（日）真野の集い

12日(土) 18（月）質問教室②

13日(日) 20（水）期末テスト(１日目)

14日(月) 21（木）期末テスト(２日目)

15日(火) 激励会 市陸上大会会場準備 22（金）小中合同地区懇談会①

16日(水) 佐渡市陸上大会 25（月）小中合同地区懇談会②

17日(木) 報告会（放課後） 26（火）生徒朝会 総合郷土⑤

18日(金) 歯科検診 小中合同地区懇談会③

1９日(土) 27（水）新潟地区陸上大会出発

20日(日) 28（木）新潟地区陸上大会①

21日(月) 29（金） 〃 ②

22日(火) 総合郷土① 小中ＰＴＡ役員会 ７月の主な予定（案）

23日(水) 第１回通信突破会 部活動なし ３（火）新潟地区大会（１日目）

24日(木) 第１回サポート委員会 ４（水） 〃 （２日目）

25日(金) 拡大評議員会 10（火）期末懇談会（１日目）

2６日(土) 11（水） 〃 （２日目）

27日(日) 第２回通信突破会 12（木） 〃 （３日目）

28日(月) クリーン作戦（５・６限） 20（金）激励会 体育祭結団式

29日(火) 総合郷土② 21（土）県総合体育大会(１日目)

30日(水) ６月の保健指導 部活動なし 22（日） 〃 (２日目)

31日(木) 23（月）球技大会

※部活動 １８：００終了 １８：１０完全下校 24（火）終業式


