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真野中学校 ８月号（458号)

真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和元年９月３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

２学期始業式講話 ～佐渡高校野球部～
校長 渡邉 正人

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み

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と思い

ます。

さて、今日は、先日私が目にした心が晴れやかになる話をしたいと思います。

佐渡高校野球部の生徒の話です。私がある日曜日の夕方、佐渡に戻ろうと新

潟港に到着した時です。同じ時間帯に、練習試合を終えて戻ってきたであろ

う佐渡高校の野球部の選手たちが、バスから降りてフェリー乗り場に向かっ

て歩き出していました。その集団の横を私が通り過ぎようとした時、先頭の

生徒が下に落ちていた紙切れを拾い上げました。私は「誰か仲間が落とした

紙を拾ってくれたんだな・・・」くらいに思ってその場をやり過ごしました。

そして、もう少し先まで歩くと、今度は私の右前方にビニール袋が落ちてい

ました。私は、その存在に気付いてはいましたが、その横を通り過ぎようとしました。その時で

す。先程、紙切れを拾った野球部の生徒が何事もなかったかのようにその落ちていたビニール袋

をサッと拾い、さっき拾った紙切れと一緒に近くにあったゴミ箱にそれを捨てに行ったのです。

ほんのわずかな時間の出来事でしたが、実に自然な立ち振る舞いに私は大きな感動を覚えました。

そして一瞬にして私は佐渡高校の野球部の皆さんが大好きになり、応援したくなりました。

皆さんどうでしょうか。これは、そのゴミを拾った生徒さんだけの話でしょうか。私はそうで

はなく、きっと佐渡高校の野球部全体が「そうしたことが当たり前である」という思いで毎日の

生活、毎日の練習に励んでいるのだろうと思うのです。これは、フェリー乗り場で集合する選手

たちの整然と荷物をまとめ周囲の方々の迷惑にならないよう立ち振る舞う姿を見てさらにそう感

じたのです。

真野中の生徒も横断歩道を渡る前後に停まってくれたドライバーさんに礼をす

るですとか、車いすで困っている方に声を掛けて手助けをしてくれたなど、地域

の方からの声をいただくことがあります。嬉しい限りです。こうした「心」は自

分たちの心掛けや努力でいくらでも豊かにする事ができます。そして、その心を

磨く一番よい時が瑞々しい感性と柔軟な心を持つ中学生の時代だと思います。さ

あ、２学期がスタートします。「美しい心」を持つ生徒であふれる真野中学校を

これからも皆さんで目指していこうではないですか。
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令和元年度も、１学期末に生徒・保護者の皆様から学校アンケートにご協

力いただき、ありがとうございました。アンケート結果をもとに教職員で検

討し、２学期そして来年度等への教育活動に生かしていきたいと思います。

真野中学校では、「豊かな人間をめざし、たくましく生きる生徒」を教育目標に、努力事項を定

め、そして目指す学校の姿を明確にして、教育活動に取り組んでいます。

【努力事項】

○ 基本的生活態度をしっかりと身

に付けさせ、目標をもった生活を

させる。

○ 基礎・基本となる学力の定着を

図り、学ぶ意欲を育てる。

○ 「自ら学ぶ力」と「豊かな心」

をはぐくみ、活力のある生徒集団

を育成する。

全職員の共通理解のもと、知恵と力

を出し合い、生徒が自主的に取り組む

学校行事の実現や生き生きとした日常活動を展開することにより、特色ある学校づくりに努めて

まいります。アンケートの一部を紹介します。

１ 生徒アンケートより

１学期の学校生活は「充実していて楽しい」もので

したかの問いには、９４％の生徒が「はい」と答えて

います。２学期の行事に活かしていきたいと思います。

２ 保護者アンケートより

【自由記述】

・ １学年は３人の教員体制でよく見ていただいているように感じ、感謝しています。

・ 部活の大会を見ていると、親世代とのギャップをすごく感じます。我々の頃はすごく上下

関係が厳しく、先輩から上下関係からスポーツのやり方まですべて習いました。今の子ども

たちは上下関係がなく、先輩ではなくお友だちの様です。先輩や仲間が試合をしていても応

援しない、関係ない様子を見て、非常に残念です。必要以上に厳しくとは思いませんが、部

活というのはこれから社会に出て役立つことをたくさん学べる場であってほしいと思います。

・ 「学び舎まのびあ」の新しい取組にチャレンジしているところがすばらしいと思います。

学校の方針や姿勢・対応について そう思う おおむね あまり 思わない

１ 一人一人の個を大切にした教育に取り組んでい ２５．０ ６５．８ ７．９ １．３ると思いますか。

２ 保護者に対して、誠意をもって対応したり、相 ２８．９ ６１．８ ７．９ １．３談に応じたりしていると思いますか。

３ 学力向上に向けて積極的に取り組んでいると思
２８．０ ６０．０ １２．０ ０．０いますか。

４ いじめや暴力、問題行動のない学校をつくるた
２９．３ ６４．０ ５．３ １．３めに努力していると思いますか。

５ 学校は、地域や保護者の意見を取り入れ、反映 ２５．７ ６４．９ ８．１ １．４させていると思いますか。

目指す学校の姿

(1) 生徒が目を輝かせて登校し、安心して楽しく学べる

学校

ア 主体的・対話的で深い学びのある学習指導

イ 温かい人間関係を育てる教育の推進

ウ 心身ともに健康な体をつくる教育の推進

エ 郷土愛を軸としたキャリア教育の推進

(2) 保護者や地域の人々と共に取り組む学校

ア 保護者や地域の人々の声を良く聞く謙虚な姿勢

イ 生徒の現状や目指す姿、教職員の取組の明確な説明

ウ 地域の活性化に繋がる活動の展開と地域、保護者へ

の協力要請

0.0%

50.0%

100.0%

はい いいえ

学校生活が充実して楽しいですか？
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９月１２日（木）に、「スマホ、携帯の安全利用のためのマナー講演会」を生徒向け・

大人向けに開催いたします。保護者アンケートの中に、スマホやSNS等のルールづく

りについての質問も入れさせていただきました。保護者の皆様もご一緒に、これから

のスマホやSNS等のつき合い方について考えてみませんか。９月１２日(木)、場所は

真野中学校体育館です。 ① 生徒のための講演会 13：45～14：30

② 大人のための講演会 14：45～15：30

４月１８日に行われた全国学力・学習状況調査の

結果が発表されました。学習指導の充実・改善に役

立てることを目的に毎年実施されています。今年度

から、問題形式が変わり、また英語が初めて加わり

ました。

生徒一人一人の学習状況を把握しながら、正答率

が悪かった問題をチェックして分析し、学力向上

に向けた授業改善や家庭学習の定着に向けた教育

活動に取り組んでいくことになります。

夏休み中には、真野小・中学校の先生方が集ま

り合同研修会を行いました、今回の調査の結果に

ついて情報交換を行ったり、真野地区の子をどのように育てていくか語り合ったりしました。

夏の思い出 ～夏休み中の活動から～

７月２９日（月）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。サザエ獲りと真野湾のクルージングの体験をしました。サザエの壺焼きとスイカをご

ちそうになった上に、サザエをお土産にいただきました。

私たちの周りには「他では見られない素晴らしい海」があることを再確認し、佐渡の、真野の

素晴らしさを改めて確認できた体験活動だったのではないでしょうか。「子ども達が佐渡のことを

好きでいてくれて、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」という漁港の方々

のご厚意で継続している行事です。

音楽の授業で１年生が学習している「豊

田音頭」が実際に踊られる「梨の木地蔵祭

り」が８月２３日（金）に実施されました。

梨の木峠の地蔵堂で、１年生の有志５名が地元の方々と一緒に、祭りを盛り上げてくれました。

国 語 数 学 英 語

全 国 72.8 59.8 56.0

新潟県 74.0 60.0 55.0

佐渡市 73.0(+0.2) 55.0(-4.8) 51.0(-5.0)

真野中 73.0(+0.2) 55.0(-4.8) 54.0(-2.0)
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８月９日（金）に、真野ふるさと会館で緑の少年団交

流集会が行われました。緑の少年団に所属する島内の中

学生が集まり、他校生と５～６名の班を組み、協力してベンチづくりに取り組み

ました。開会式では真野中のＡさんが歓迎の言葉を述べました。参加した真野中

２年生が、他校の生徒たちと和気あいあいと活動する姿が印象的でした。

７月３１日（水）に、真野中を卒業したOB・O

Gの高校生から、高校の授業や部活、進路などに

ついて直接話を聞く会が行われました。当日は、四人の先輩から来校いただき、中学校との違い

を中心にお話を聞かせていただきました。これから本格的に進路選択をする３年生にとって、大

いに参考になったことと思います。

夏休み中の大会の成績

７／２５・２６ 新潟県総合体育大会水泳大会

女子400ｍ 個人メドレー ５位 Ｂ

女子400ｍ 自由形 ６位 Ｂ

女子200ｍ バタフライ ７位 Ｃ

８／６・７ 北信越バドミントン大会

バドミントン 女子ダブルス ３位 Ｄ・Ｅ

男子シングルス ３位 Ｆ

８／ ３ 両津川開きオール佐渡球技大会

ソフトテニス 中学生男子の部 １位 Ｇ・Ｈ ペア

３位 Ｉ・Ｊ ペア

８／ ４ 両津川開きオール佐渡球技大会

バスケットボール 女子の部 ３位

８／ ５ 佐渡オープンウォータースイミング

水泳 5000ｍ総合女子 ４位 Ｂ

８／２４・２５ 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 女子の部 ４位

８／２４ 全佐渡中学校ソフトテニス大会

ソフトテニス 男子の部 １位 Ｈ・Ｋ ペア

３位 Ｉ・Ｊ ペア

８／３１ 大塚ソノエ杯バドミントン大会

バドミントン１年女子シングルス ３位 Ｌ

８／２３ わたしの主張佐渡地区大会

奨励賞 「商店の未来」 Ｍ

第73回 真野中体育祭

期 日 ９月７日(土)

時 間 8：40～15：50

場 所 真野陸上競技場

（雨天時は真野中体育館）
皆様のご来校をお待ちしています。


