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真野中学校大会特集(456)号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和元年７月１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

今年度の全校朝会では、校長先生の講話だけではなく、年間３回ですが、先
生方からも、これまでの人生経験の中から生徒の皆さんに向けて伝えたい素敵
なメッセージを語ってもらう機会を設定しました。真野中の生徒たちの心が豊
かにたくましく育つ時間になればと思っています。
第１回目は堀田菜緒先生です。６月は、佐渡市大会、下越大会と部活動に熱

心に励む時期です。学生時代に剣道を頑張ってこられた堀田先生ならではの話
をお聞きできると思い、お願いしました。

頑張ることの大切さ
体育主任 堀田 菜緒

私の考える「頑張ること」について話をしたいと思います。
頑張りたいことは人それぞれですが、私がこれまでの人生で最も努力したと
言えることは部活動です。ですから、今日は部活動を例にして話をします。
私は、中学校から剣道を始めました。当時、部員は３０人以上で、ほとん

どの人が県の強化指定選手でした。その中で初心者は私だけで、もちろん一
番弱かったです。遠征もたくさんありましたが、時には知らない間に「私は
おいていかれる」などということもありました。全国大会や北信越大会に出
場する先輩や友達に囲まれ、とにかく「私も同じ舞台で戦いたい」その一心
で、ひたすら練習をしました。
結果としては、中学では個人戦、団体戦ともに県大会３位で終わりましたが、高校では、

県選抜選手として全国大会で優勝できました。大学でも剣道を続け、全国大会に出場させ
てもらいましたし、以前の勤務校でも剣道部顧問をしながらずっと稽古をしていました。
私が、大切にしている強くなる秘訣がいくつかありますので紹介します。
１つ目は、人より努力することです。中学時代、他の人の２倍練習すると私はやっと追

いつくくらいでした。ですから、人より３倍練習することを常に考えていました。「努力
は報われる」なんて言いますが、私は、努力は何度でも人を裏切ると思います。それでも、
裏切られてもまた方法を考え直し何度も挑戦することこそ努力だと思っています。
２つ目は、日常の在り方です。当時、剣道部では、「道場までは走っていく」、「スリッ

パをそろえる」、「トイレや遠征先の部屋は、使う前よりも綺麗にして帰る」ということを
徹底していました。私は、「応援してもらえる選手かどうか」がとても大事だと思ってい
ます。人に嫌われたり、応援してもらえないような選手は、必ず大事な場面で負けます。
そして、どんなに強くなり、勝っても、その後は何も残らないと思っています。
３つ目は、「最後に自分を信じることができるか」です。この言葉は、ある剣道の先生

に言われた言葉です。その言葉が今でも忘れられません。大事な苦しい場面で自分を信じ
られるかどうかは、それまでにどれだけのことをやってきたかに尽きると思っています。
大人になり、苦しいことは学生時代の何倍も降りかかってきます。そんな時、私の力に

なるのは、全国優勝という事実ではありません。そこを目指して駆け抜け、努力した日々
が私を支えてくれています。
中学校で過ごした３年間は２度と戻ってこないです。その時に感じた達成感や喜び、そ

して悔しさや苦しさは、本気であればあるほどに忘れることはできず、今でも鮮明に覚え
ています。その時は分からないかもしれませんが、何かに夢中になれるのは今だけです。
部活動に限らず、今、「努力できたかどうか」が、今後の生きる力になります。１つでも
いいです、何かに挑戦する勇気を持ってほしいと思っています。
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６月の大会の成績
◎佐渡市球技大会の結果

６月３日(月)・４日(火)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。
今年はどの会場も熱戦が繰り広げられ、好成績を残し、多くのチーム・個人が地区大会への切

符を手にしました。今年度から、地区開催の枠組みが変わり、下越地区大会への参加となります。
次のステージに向けて、さらに頑張ってほしいと思います。

【バスケットボール部】
（女子バスケットボール）
１回戦 対相川中 （３６－２５）勝ち ２回戦 対佐渡中等（３４－４３）負け
→ 予選２位で決勝トーナメントへ
１回戦 対金井中 （４３－４０）勝ち 準決勝 対両津中 （３５―９２）負け

‥‥‥‥‥‥‥‥地区代表決定戦 対相川中 （５９－４０）勝ち 地区大会出場決定

（男子バスケットボール部）
１回戦 対相川中 （１６－９９）負け ２回戦 対佐和田中（１８－９８）負け
→ 予選敗退

【卓球部】
（男子団体）
１回戦 対佐渡中等（３－０）勝ち
２回戦 対相川中 （１－３）負け → 予選２位で決勝リーグへ
１回戦 対赤泊中 （０－３）負け → ３位入賞。地区へは進めず

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（男子個人）Ａ・Ｂ ベスト８ 地区大会出場決定

（女子団体）
１回戦 対松ヶ崎中（１－３）負け ２回戦 対両津中 （０－３）負け
→ 予選敗退

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（女子個人）Ｃ ベスト８ 地区大会出場決定

【野球部】
１回戦 対畑野中 （１－２）惜敗 → 敗者復活戦へ
敗者復活 対南佐渡中（１－２）惜敗

【ソフトテニス部】
（女子団体） → 予選敗退
（女子個人） Ｄ＆Ｅペア ２回戦敗退

（男子団体） → 予選1位通過
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥決勝リーグ 地区大会出場決定

１回戦 対金井中 （２－０）勝ち 決勝戦 対南佐渡中（０－２）負け
→ 団体２位

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（男子個人） Ｆ＆Ｇペア ３位入賞 地区大会出場決定

【バドミントン部】
（女子バドミントン）
予選リーグ
対畑野中 （３－０）勝ち 対佐渡中等（３－０）勝ち 対金井中 （１－２）負け
→ 予選２位通過

決勝トーナメント
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥対前浜中 （１－２）負け 団体３位 地区大会出場決定

（女子シングルス） Ｈ・Ｉ ５位
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（女子ダブルス） Ｊ＆Ｋペア 優勝
Ｌ＆Ｍペア ３位

（男子シングルス） Ｎ 優勝
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥上記シングルス３人、ダブルス２ペア 地区大会出場決定

【バレーボール部】
第１試合 対金井中（０－２） 第２試合 対佐渡中等（２－０）勝ち
→ 予選リーグ２位通過

決勝トーナメント 対両津中（０－２）惜敗

◎下越地区陸上競技大会の結果

陸上競技
Ｏ 女子800ｍ （２分34秒67） ７位 〈県大会出場〉
Ｐ 男子800ｍ （２分13秒37） ３位 〈県大会出場〉
Ｑ 男子走幅跳 （５ｍ30cm） ７位 〈県大会出場〉
Ｑ 男子三段跳 （11ｍ50cm） 優勝 県大会種目なし
Ｋ 女子走幅跳 （４ｍ89cm） 優勝 他競技出場で辞退
Ｊ 女子四種競技 （2244点） ３位 他競技出場で辞退

◎下越地区総合体育大会の結果

水泳（県大会出場権獲得記録会 下越地区順位）
Ｒ 女子400m自由形 ２位 ・ 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 〈県大会出場〉
Ｓ 女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 ・ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 〈県大会出場〉
Ｔ 男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 ・ 200m平泳ぎ ２位 〈県大会出場〉
Ｕ 男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ５位 ・ 200m平泳ぎ ４位 〈県大会出場〉
Ｖ 男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ６位 ・ 200m背泳ぎ ４位 〈県大会出場〉

バドミントン

女子団体 １回戦 対村上第一（３－０）勝ち ２回戦 対笹神中 （２－１）勝ち
準決勝 対前浜中 （２－１）勝ち 決 勝 対水原中 （２－０）勝ち

→ 優勝 〈県大会出場〉
女子シングルス Ｈ ２回戦敗退

Ｉ １回戦敗退
女子ダブルス Ｊ＆Ｋペア

優勝 〈県大会出場）
Ｌ＆Ｍペア １回戦敗退

男子シングルス Ｎ 優勝 〈県大会出場）

ソフトテニス

男子団体 対五泉北中（１－２）負け 対村上第一（０－３）負け
→ 予選リーグ敗退

男子個人 Ｆ・Ｇペア
対五泉北中（３－４）負け 対中条中 （４－０）勝ち
対豊浦中 （１－４） → 予選リーグ敗退

女子バスケット

１回戦 対聖籠中 （３０－４６）負け

卓球

男子個人戦 Ａ 対五泉中 （０－３）負け 初戦敗退
Ｂ 対新発田東（１－３）負け 初戦敗退

女子個人戦 Ｃ 対村上中等（２－３）負け 初戦敗退
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６月の教育活動から

６月５日(水)の昼休み、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。
今年もあさがおの花をいっぱいつけた緑のカーテンが見られそうです。

今年から始まった
定期テスト前の学習
会。異学年のグルー
プを作り、教え合い

の学習に取り組みました。さながら、公立図書館の学習室のようで
した。帰ってからのテスト勉強の意識付けになったように思います。

６月１３日(木)、地区大会激励会が行
われました。今年から枠組みが変わり、
佐渡市は下越地区大会に出場します。
佐渡市を代表する選手の皆さんの活躍を期待しています。

真野豊田地区に伝わる豊田音
頭。江戸時代の道中音頭が起源
となり、地蔵を背負い踊ること
で有名です。１年生の音楽の授

業では、地域のゲストティーチャーから直接、唄と踊りを教わります。
今年は、学校での学習後の６月２１日(金)、ゆかりの深い「大光寺」で実際に踊ってみ

ました。その様子を、NST・佐渡TVが取材して放映されました。 真野中では、地域の歴
史や文化を大切にした教育活動を行っていきたいと考えています。文化祭でも披露する予
定です。どうぞ御期待ください。

今年度から地区懇談会の進め方も少し変えて
みました。多くの地区が学校での開催を希望す
るため、学校で全体会と自治会毎の分科会の二部構成で計画してみました。それぞれの地
区の事情もあり、全地区とはなりませんでしたが、例年とは少し違う雰囲気で行われまし
た。御意見等ありましたらお聞かせください。来年度の参考にしていきたいと思います。


