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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

２学期 始業式（講話）
～

先輩からのメッセージ

～
校長

渡邉

正人

玄関前のプランターの花々が夏の日差しを浴びて、一層き
れいな花を咲かせています。夏休みを終え、元気な笑顔が真
野中に戻ってきました。休みの間、大きな事故や怪我もなく、
過ごすことができたことをうれしく思います。
夏休みに入って石川県での北信越大会、緑の少年団交流集
会など、真野中の代表として校外での活動に意欲的に参加し
ました。また、校内では、学習会や部活動、体育祭準備活動
にも積極的に取り組ました。この夏に経験したこと、努力し
たことは今後の充実した生活に役立っていくことでしょう。
さて、２学期は、校内で仲間の良さを認め合い、互いに切磋琢磨して成長する学期であ
ると私は考えています。１学期はどちらかといえば、部活動に代表されるように、校外に
真野中の頑張りを発信する機会が多かったと思います。２学期は、まもなく行われる体育
祭はもちろんのこと、１０月に実施する文化祭・合唱コンクールなど、校内で互いに頑張
り、真野中の成長を確認し合う場面が多くなってきます。ぜひ、真野中が大事にしている
３つの心「感謝する心」「素直な心」「努力する心」を大切に、全校で頑張っていこうでは
ないですか。そこで、今日は、皆さんの先輩にあたる現在、S高校３年生のN・Dさんの２
つの言葉を紹介します。この言葉は、７月下旬に行われた３年生の学年行事、「先輩と語
る会」の中で用いられた言葉です。
３年生だけではなく、１・２年生にもぜひ伝えたいと思ったのでこの場を借りて紹介し
ます。
①

中学校時代に頑張って欲しいこととして次のように語っています。
中学校時代は、失敗してもいいのでいろいろな経験をたくさん積んで欲しいです。
失敗したら失敗したなりに次にも生かせるし、周りにいる仲間が助けてくれるので心
配しなくても大丈夫です。何もしないで失敗を見て笑っている人になるのではなく、
失敗をサポートできるような人になってください。
② これからの行事に臨む３年生に向けて次のように語っています。
高校になると、クラスで団結して本気になって盛り上がったりする体育祭や、合唱
コンクールのためにみんなで朝も放課後も練習したりする機会は減ってしまいます。
なので、今のうちに全員が一丸となって全力で学校行事に取り組んでみてください。
男子だと歌うことが恥ずかしいなぁって思う人もいるでしょう。でも考えてみてくだ
さい。このメンバーで歌う歌もあと指で数えるほどしかありません。後悔しないよう
全力で学校行事に取り組めば、必ずいい思い出ができると思います。中途半端になら
ず、やると決めたことはしっかり最後までやり通すくらいの意気込みで頑張ってくだ
さい。
みなさん、野元先輩の言葉どうでしたか。皆で力を合わせ、素晴らしい２学期にしてい
こうではないですか。
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【成績発表】
総合優 勝
競技の 部
応援の 部
パネルの部

９月１日（土）に、第７２回体育祭が、今年から
佐渡市陸上競技場をお借りして行われました。オー
ルウェザーに改修後初めての開催です。
今年は、２学期が始まって５日間という短い準備
期間でしたが、夏休みからのリーダーたちの準備活動
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。雨天続きでしたが、陸上競技
場の施設のおかげで、心配された雨の影響も少なく、
無事外で行うことができました。
当日は、スローガン「超特急！ ～僕らの青春、出
発進行～」のもと、真野中学校がひとつになって若者らしくすがすがし
く、競技や応援のパフォーマンスを見せてくれました。
この学校たよりでは、体育祭の準備活動、当日の競技や応援で全校生
徒を引っ張ってくれた二人の団長に、体育祭を終えての感想をお願いしました。

蒼軍
蒼軍
蒼軍
紅軍

『思い出の１ページ』
蒼軍団長 O・J
僕は、体育祭を通して、貴重な体験ができたと思います。なぜ貴重
な体験ができたかというと、まず僕は、人前に出ることが苦手でした。
だけど、この応援団長の経験で少し自信を付けることができました。
それも、応援リーダーの仲間や蒼軍のみんなのおかげだと思います。
応援団長として、なかなか上手にみんなをまとめることができずに、
泣きそうになるときもありました。だけど、みんなに助けられながら、練習を重ねていくうちに
蒼軍のみんなが団結し、どんどん応援が盛り上がっていくのが分かりました。
体育祭当日は、応援賞をとれたこと以上に、雨の中、みんなで団結できたことが一番嬉しかっ
たです。僕たち３年生は最後の体育祭だったので、みんなが楽しそうにやる姿にとても感動しま
した。これからまだ、文化祭などの行事があるので、卒業式まで、３年生が心を一つにして頑張
っていきたいと思います。最後に、こんな貴重な経験をさせていただき本当にありがとうござい
ました。

『団長をやってみて思ったこと』
紅軍団長 K・Y
僕はこの体育祭を通して大事なことに気付きました。それは仲間の
大切さです。僕は今年、紅軍の応援団長をやりました。応援練習をし
ている中で、指示が通らないことが何度もありました。でも、応援リ
ーダーのみんなが「静かにしてください！」など声をかけてくれたお
かげで、簡単に指示が通るようになってとても助かりました。体育祭
当日に近づくにつれ、全校生徒みんなの気持ちも引きしまってきて、軍全体がまとまってきまし
た。最初は応援リーダーの声なしでやると全然声が聞こえませんでした。でもみんなで四冠とい
う目標を目指しているうちに、体育祭前日にはうるさいほど声がでるようになっていて、すごく
やりがいを感じました。
僕は、団長をやって、苦手だった人前で話すことに抵抗がなくなり、みんなで１つの目標を目
指してがんばる楽しさを感じることができました。準備期間も含めて、過去一番の体育祭でした。
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２年生の職場体験は、１０月３日（水）～５日（金）の３日
間行います。佐渡市教育委員会で進める「課題解決型職場体験」
は、真野中は今年２年目。職場にお邪魔して、ただ体験させて
いただくというのではなく、課題（ミッション）をもって活動
します。そして、体験を通して、課題解決の答えを模索します。
９月６日（木）には、NTTネクシアの川﨑さんを講師にお迎え
し、「マナー講座」が行われました。職場体験を前に、あいさつ
やお辞儀の仕方などを学習しました。社会に出てからも大切なのがあいさつ。実際にあい
さつ、自己紹介の仕方について練習しました。今回の職場体験でしっかり生かしてほしい
と思います。

夏の思い出

～夏休み中の教育活動から～

７月２７日（金）に、１年生を対象に
した恒例の「漁業体験」が、大立漁港で
行われました。サザエ獲り＆真野湾クル
ージング、海水浴＆釣りとＡ・Ｂクラス
に分かれ、交替して楽しみました。サザエの壺焼きとスイカでお腹がいっぱいになった上
に、サザエのお土産をたくさんいただきました。毎年、真野中で行われてきた漁業体験の
お世話をしてくださっていたのが大立漁港の金子さんです。その金子さんが今回の体験前
日に突然お亡くなりになりました。金子さんは、生前「このきれいな海や景色を見て、子
ども達が佐渡のことを好きでいてくれて、自分のふるさとをよくしたいと思うような大人
になってほしいんだ。」 とお話されています。金子さんの思いが皆さんに伝わることを願
っています。今までお世話になりました。ご冥福をお祈りいたします。
８月１０日（金）２年生が真野
ふるさと会館で行われた緑の少年
団の交流集会に参加しました。
当日は、緑の少年団に所属する
島内の中学校の生徒がが集まりました。他
校生と５～６名の班を作り、協力してベン
チづくりに挑戦しました。和気あいあいと
取り組む姿が印象的でした。他校生との交
流で、普段とは違う様子を見ることができ
ました。
７月３０日（月）
に、卒業生から高
校生活について話
を聞く会が行われ
ました。当日は、二人の先輩から高校と中学校との違いに
ついて直接お話を聞かせていただきました。また、手紙で、
後輩へのメッセージもいただきました。これから進路選択
をする３年生にとって、印象に残った言葉も多く、是非参
考にしてもらいたいと思います。
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夏休み中の大会の成績
７／２９ ＪＯＣ県予選会
バドミントン
第１位

男子シングルスの部

S・D

（全国大会出場権獲得）
第３位 女子シングルスの部 S・Y
８／ ４
両津川開きオール佐渡球技大会
ソフトテニス
第１位 中学生女子の部
I・R、S・M ペア
第２位 中学生女子の部
T・M、S・M ペア
第３位 中学生男子の部
T・M、金井中生徒 ペア
８／ ５
両津川開きオール佐渡球技大会
バスケットボール 第２位 女子の部
８／ ５
佐渡オープンウォータースイミング
水泳
第１位 1500ｍ総合男子
I・A
第１位 1500ｍ総合女子
M・T
第２位 3000ｍ総合女子
A・A
第３位 3000ｍ総合男子
U・R
８／18・19 佐渡中学校親善バスケットボール交歓大会
バスケットボール 第３位 女子の部
８／１９
大塚ソノエ杯バドミントン大会
バドミントン
第２位 男子シングルス
S・D
第２位 女子ダブルス
S・K、S・Y
第３位
〃
M・Y、I・R
第３位 女子シングルス
I・S
８／２５
安寿・天神テニス大会
ソフトテニス
第１位 男子ダブルス
K・Y、T・M ペア
第１位 女子ダブルス
I・R、S・M ペア
８／２７
わたしの主張佐渡地区大会
奨励賞 「笑顔の力」
I・R

９月の予定
10日(月)
11日(火)
12日(水)
13日(木)
14日(金)
15日(土)
16日(日)
17日(月)
18日(火)
19日(水)
20日(木)
21日(金)
22日(土)
23日(日)
24日(月)
25日(火)
26日(水)
27日(木)
28日(金)

９月の予定
Webテスト英語
全校朝会 総合郷土⑧
薬物乱用予防教室（３年）
職場体験事前打合せ会（２年）
ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会① ｿﾌﾄﾃﾆｽ夏季選手権大会
JOCﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 佐渡陸上記録会
ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会② 駅伝試走②
卓球ｶﾃﾞｯﾄ県大会
敬老の日 全佐渡卓球選手権（団体戦）
総合郷土⑨
佐渡高校体験入学 民生児童委員懇談会
駅伝大会激励会
佐渡市駅伝大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ県予選 ｵﾝﾖﾈｶｯﾌﾟ野球大会③
佐渡民謡の祝祭（1年参加） ﾃｽﾄ前諸活動休止
秋分の日
振替休日
質問教室① 総合郷土⑩
質問教室②
中間テスト（１日目）
中間テスト（２日目）太鼓体験（１年）
拡大評議員会

29日(土)
30日(日) 小中合同ソフトバレーボール大会
完全下校 １８：１０
部活動 終了 １８：００
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10月の主な予定（案）
１日（月）Webﾃｽﾄ数学
専門委員会
２日（火）Webﾃｽﾄ英語
総合郷土⑪
３日（水）２年生職場体験①
４日（木）２年生職場体験②
５日（金）２年生職場体験③
小中合同挨拶運動
英語検定
８日（月）体育の日
９日（火）衣替え完全実施
Webﾃｽﾄ国語
総合郷土⑫
地区駅伝激励会
15日（月）全校朝会
新潟地区駅伝出発
16日（火）新潟地区駅伝大会
総合郷土⑬
22日（月）27日の振替休業日
23日（火）総合郷土⑭
25日（木）校内クリーン作戦
27日（土）文化祭(１日目)
28日（日）文化祭(２日目)
29日（月）28日の振替休業日
30日（火）羽茂高校体験入学

