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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

～サポーターの青いビニール袋～
校長

渡邉

正人

生徒玄関には生徒会の６・７月の目標として「部活動に集中し、大会で好成績を残そう」と掲
げられています。その言葉どおり、校舎のあちらこちらから、熱心に部活に取り組む生徒たちの
声が聞こえてきます。６月５日（火）、６日（水）には佐渡市中学校体育大会、７月３日（火）、
４日（水）には新潟地区大会が開催され、各種目、各会場で真野中生徒は大活躍しました。今大
会で、新潟県大会出場を決めた生徒は、真野中学校そして佐渡・新潟地区の代表として、今後精
一杯の努力をし、上位大会出場を目指してほしいと思います。

全校朝会校長講話より
（６月１４日）
まもなくサッカーワールドカップロシア大会が開幕します。４年に１度の世界中が熱狂する大
会です。楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。ところで、今日は、４年前のブラジ
ル大会で日本サポーターのある行動が世界中に注目されたという話をみなさんにしたいと思いま
す。
決勝リーグ進出を目標にしていたサムライブルーは初戦で惜しくも敗戦し、日本サポーターの
皆さんも悔しさでいっぱいのスタートだったのです。しかし、その敗戦後のスタンドではサポー
ターたちが応援で使った「青いビニール袋」をそれぞれが手に持ち、ペットボトルや飲食物の包
装紙などのごみを拾い、後片付けをしてからスタンドを後にしたのです。世界中の多くの新聞が
この姿を写真で掲載し、
「言葉は通じなくても動作だけで日本人の素晴らしさが伝わってきた」と
その行為をたたえたのです。こうした行動を大切にしているのはサポーターだけではありません。
U―20のワールドカップが韓国で行われた際には、日本代表のロッカールームの床には1つもゴミ
が落ちていなく、選手たちがペットボトルや紙コップをちゃんと分別していたというのです。普
通だったらペットボトルや食べ物などが散乱した状態がほとんどらしいのですが、日本代表のロ
ッカールームは綺麗だったことがメディアに取り上げられ「こんな光景は見たことがない」と話
題になりました。
実は、これらの行動は特別なものではなく、以前から行われている日本のサッカー界にとって
は「当たり前のこと」だったのです。こうした出来事は、私たちが日々当たり前のこととして行
っていることが、「感謝」や「思いやり」の気持ちを含んだ素晴らしい行動であることに改めて気
付かせてくれます。
真野中学校の生徒が「当たり前」のこととして日々の取り組みとしている緑の少年団で植えた
花の手入れや水やり、毎年１回ですが佐渡市中学校陸上大会前日の競技場のスタンド清掃、先日
行われた小中合同のクリーン作戦等、来校者の心が花の美しさで和んだり、
きれいな競技場で気持ちよく走って欲しい、あるいは、日々過ごしている街
をきれいにしたいという私たちの願いと通じる部分があると思うのです。で
すが、もっと深く考えてみてください。こうした私たちの日常の「当たり前」
の活動は誰かのために行っているのではなく、自分たちの心をより豊かにす
る取り組みとなっているのではないでしょうか。ですから、このような機会
を与えてもらっている環境にこそ「感謝」していかなければならないのでは
ないかと私は考えています。皆さんはどうでしょうか。
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６月の大会の成績
◎佐渡市球技大会の結果
６月５日(火)・６日(水)の２日間、佐渡市各地で佐渡
市球技大会が開催されました。
今年は多くの部が力を発揮し、昨年度以上の成績を残
し、多くのチーム・個人が新潟地区大会への切符を手に
しました。残念ながらこの大会で引退となった３年生も
いましたが、みんな一生懸命にプレーしていたと聞いて
います。この経験を新しい目標に生かしてほしいと思い
ます。１・２年生は来年の大会に向けて、頑張ってほし
いと思います。
野球

予選リーグ敗退

対金井中

４－５×負け

対佐和田

７－１０で負け

バスケットボール
男子

予選リーグ２敗（対佐和田・対佐渡中等）で敗退

女子

２位 〈新潟地区大会出場〉
１回戦 対金井中 61－33で勝ち
決 勝 対両津中 53－63で負け

準決勝 対佐和田

56－55で勝ち

ソフトテニス
男子団体

男子個人
女子団体

女子個人

３位〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対両津中 ３－０で勝ち
対南佐渡 １－２で負け
準決勝
対金井中 ０－２で負け
K・R、K・S ベスト８〈新潟地区大会出場〉
O・Y、K・S ベスト８〈新潟地区大会出場〉
１位〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対金井中 ３－０で勝ち
対佐渡中等 ３－０で勝ち
対佐和田 ３－０で勝ち
準決勝
対新穂中 ３－０で勝ち
決勝
対南佐渡 ２－１で勝ち
I・R、S・M ペア １位〈新潟地区大会出場〉
S・M、T・M ペア ３位〈新潟地区大会出場〉
H・K、K・Y ペア BEST８〈新潟地区大会出場〉

バレーボール

予選リーグ敗退

対畑野中 ２－０で負け

対佐和田

２－０で負け

バドミントン
女子団体

男子個人
女子個人

１位〈新潟地区大会出場〉
予選リーグ 対 新穂中 ３－０で勝ち 対 佐和田 ２－１で勝ち
準決勝
対 南佐渡 ２－０で勝ち
決勝
対 前浜中 ２－０で勝ち
シングルス S・D ２位〈新潟地区大会出場〉
シングルス S・Y １位〈新潟地区大会出場〉
S・K ３位〈新潟地区大会出場〉
I・S ９位〈新潟地区大会出場〉

卓球
男子団体
女子団体

予選リーグＢ
リーグ戦

対松ヶ崎 ２－３で負け
対合同ﾁｰﾑ ２－１で負け
対両津中 １－３で負け
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対佐渡中等 ０－３で負け
対相川中
０－３で負け
対高千中
１－３で負け

７月の大会の成績
◎新潟地区陸上競技大会の結果
陸上競技
三浦 天寧
吉田
陸
柴原由美子
工藤 悟琉

女子砲丸投（11ｍ17）
男子走高跳（１ｍ60）
女子走幅跳（４ｍ81）
男子3000ｍ（９分44秒43）

２位〈県大会出場〉
６位〈県大会出場〉
７位〈県大会出場〉
12位〈県大会出場〉

◎新潟地区総合体育大会の結果
ソフトテニス
男子団体
男子個人

対 燕中
０－３で負け
対内野中
K・R、K・S ペア 初戦敗退
O・Y、K・Sペア 初戦敗退
対新潟柳都
０－３で負け
対葛塚中
I・R、S・M ペア １勝１敗初戦敗退
S・M、T・M ペア 初戦敗退
H・K、K・Y ペア 初戦敗退

女子団体
女子個人

０－３で負け

予選敗退

１－２で負け

予選敗退

女子バスケット
１回戦

対新潟柳都

31－93で負け

バドミントン
女子団体
男子個人
女子個人

ベスト８〈県大会出場〉
２回戦 対坂井輪 ２－１で勝ち
準々決勝
シングルス ３位 S・D〈県大会出場〉
シングルス ５位 S・Y〈県大会出場〉

対白根第一 １－２で負け

水泳
A・A
M・T
I・H
U・R
I・A

女子100m自由形
女子400m自由形
女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
男子200m背泳ぎ
男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

４位 ・ 50m自由形
８位 ・ 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ
６位 ・ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
７位 ・ 100m背泳ぎ
７位〈県大会出場〉

◎中学校通信陸上新潟県大会
M・A
S・Y
S・Y
K・S
Y・R

３位〈県大会出場〉
３位〈県大会出場〉
５位〈県大会出場〉
６位〈県大会出場〉

【７月１３日】

共通女子砲丸投（11ｍ28） 優勝
〈８月７・８日石川県開催 北信越大会出場〉
共通女子走幅跳（４ｍ86）
９位
２年女子100ｍ （13秒86 ）
共通男子1500ｍ（４分27秒52）
共通男子走高跳（記録なし）

その他の大会の結果
○

佐渡市総合スポーツ大会ソフトテニス
中学１年生男子の部
S・R、K・H ペア
１位
（8/25村上市荒川の県大会に出場）
中学女子の部
K・A、H・T ペア
３位
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○ カデット卓球大会（佐渡地区予選会）
中学男子ダブルス
I・Y、T・D
３位
中学２年女子シングルス
T・H
３位
（３名が9/16の県大会に出場）

６・７月の教育活動から

５月28日(月)に、生徒会本部を中心にボラ
ンティア生徒を募り、あさがおの種を学級ご
とに植えました。当日は、20名ほどの生徒が集まり、それぞれの学級のプランターに丁寧
に種を植えてくれました。ほぼ１か月がたち、プランターを生徒玄関前に並べ、ツルが巻
き付くネットを設置しました。あさがおは順調に育ち、緑のカーテンはもうすぐです。
６月16日(土)に、毎
年恒例のＰＴＡ研修旅
行が行われました。今
年の見学場所は相川金
銀山でした。相川金銀
山も江戸時代の徳川幕府直轄地の頃と、明治時代以降の先進
的な鉱業技術による採掘と両面を併せ持つ鉱山です。島内の
方も身近すぎて、なかなか訪れる機会が少ないのが現状のよ
うです。世界文化遺産登録へ国内推薦選定を目指した運動が
盛り上がっていますが、ガイドの方から丁寧な解説を聞かせてもら
いました。また、鉱山町の面影を残す京町通りを散策しました。そ
の後の懇親会では、親睦も深まり大変有意義な半日を過ごすことが
できました。
７月５日（木）１年生が金山学習で佐渡金山へ行きました。金採
掘に使う道具などの説明のメモをとるなど調べてきました。

６月24日(日)に、１学年のＰ
ＴＡの親子レクリェーション大
会（ドッチビー）が真野中体育
館で行われました。当日は、およ
そ80名の生徒・保護者の皆さんの
参加がありました。親子が一緒の
チームで協力し合い、場内は歓声
で包まれました。学年全体の親睦
が深まった、ほのぼのとした半日
を過ごすことができました。

例年２年生を対象にして行っている救
急法の講習会が、今年は７月５日(木)の
午後に行われました。３名の佐渡市消防
本部職員の方を講師にお迎えし、説明を受けたあと、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方につい
て人形を使って体験しました。また、救急救命士になるためには、いろいろなことを学ん
で資格をとらなければならないことなど、職業に関するお話もいただき、２年生が取り組
んでいる職場体験活動にもつながるよい学習の場となりました。
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