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真 野 中 だ よ り 真野中学校 10月号(460)号

＜校訓＞ 立志力行 協力親和 令和元年11月６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

文化祭成功の裏話 ～ 全校朝会講話 ～

校長 渡邉 正人

一期一会（おもてなし）～芸術と心の彩典～をスローガンとして

行われた真野中文化祭、今年はこれまでと趣旨を変えて保護者や地

域の方々を「おもてなしの心」でお迎えして私たちの日々の頑張り

発信しようと取り組んできました。「ようこそ真野中学校へ」の横断

幕とともに玄関前で地域の方々をお迎えする姿、これまでの総合郷

土の学習の取り組みの様子を紹介しながら実に感じのいい笑顔で接

する皆さんの姿を見て、真野中の成長を感じることができました。２日間にわたる文化祭は例年

以上に感動を呼ぶ素晴らしいものとなりました。これも、全校生徒一人一人の頑張りがあったか

らだと考えています。本当にお疲れ様でした。

さて、今日は、そんな大成功の文化祭を裏で支えた人たちの話をします。

１人目は、夏休みが終わり、体育祭を間近に控えた頃の話です。ある日の放課後、誰もいない

はずの校舎内からピアノの音が聞こえてきました。足を運んでみると、そこには合唱祭で歌う予

定であろう曲を一生懸命練習する生徒の姿がありました。まだ、校内は体育祭ムード一色の中、

その先を見つめて、自分が自由にできるはずの時間を合唱の成功を考えながらピアノの練習に励

む姿がありました。実は、その生徒は、合唱祭当日は伴奏者ではなく歌う側で貢献することにな

るのですが、私は、その時、ピアノを熱心に練習している生徒がとても頼もしく感じましたし、「み

んなのためにありがとう」という感謝の気持ちか浮かんできました。

２人目は、グループです。総合郷土の「鷺流狂言」のメンバーです。こちらも夏休み中から何

回も集まって練習を繰り返してきました。総合的な学習の時間以外に時間を取って練習を積んで

きたのです。10月13日（日）に金井能楽堂で行われた国民文化祭への参加のための練習ではあり

ましたが、文化祭の総合郷土発表会では充実した演舞を行い、発表会全体がとても充実したもの

となりました。このなかなか表に見えない彼らの努力も見事なものですし、全国大会での発表と

いう貴重な経験もできたのではないでしょうか。夏休みの暑い中、指導のためにお越しくださっ

た鷺流狂言の北村先生、本間先生にも感謝の気持ちでいっぱいです。

今、２つの例を出して話をしましたが、文化祭実行委員会の皆さんをはじめとして、まだまだ、

たくさんの生徒たちが真野中文化祭の成功を目指して努力をしてくれたことは言うまでもありま

せん。大切なのは、自分の責任を果たすためにひたむきに「努力する心」、その頑張りを互いに認

め合い「感謝する心」、そして、互いの成長を共に喜び合える「素直な心」が大切だということで

す。どれも真野中が大切にしている「３つの心」に繋がっていると言えるのではないでしょうか。

２学期に予定されていた大きな行事、体育祭、文化祭が終わりました。３年生を中心に真野中

生徒全員で、これまでの頑張りを振り返り、成長を喜び合えるそんな時間を２学期後半は送って

欲しいと思っています。
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１０月２６日(土)・２７日(日)の２日間、令和元年度の文化祭が

開催されました。『一期一会（おもてなし）～芸術と心の彩典～』の

スローガンのもと、作品展示やステージ発表、合唱発表会と盛りだ

くさんの内容で地域・保護者に披露することができました。

【作品展示】 習字、美術、技術家庭科の力作に加え、生徒会（部活動を含む）や学級紹介、

総合郷土の作品がところ狭しと展示されました。時間をかけて制作した作品が並び、工夫を凝ら

した展示も楽しめました。

【総合郷土発表会】 真野中学校では、地域の方々を講師に、総合的な学習の時間を使って、

佐渡ならではの９つの講座で学習しています。そして、今年度から、学習の成果を地域に発信し

ていこうと考え、地域の方々を招待しての発表会としました。まだまだ未熟ではありますが、佐

渡や真野に伝わる文化を学び、地域の一員として地域との関わりを大切にしていきたいと考えて

います。「茶道」のお点前も大変好評でした。

【ステージ発表・全校パフォーマンス】 今年も、バンドやダンスの７のチームが参加し

ました。衣装や照明に工夫を凝らし、それぞれのチームらしさを発揮していました。全校パフォ

ーマンスは、暗い中で揺れるペンライトの光が幻想的で、全校生徒がひとつになることができた

演出でした。

【合唱発表会】 どの学年の合唱も、力を合わせてきれ

いなハーモニーを響かせてくれました。発達段階もあり、

学年で人数のバランスも違うので、声量だけでなく、選ん

だ曲の難易度やバランスなど総合的に審査されました。

結果は右の通りです。３年生の迫力と表現力のある合唱はすばらしかったと思います。きっと

１・２年生の心に残り、受け継いでくれることでしょう。

今年度は、全校合唱の「あなたに会えて…」を１１月５日（火）にアミューズメント佐渡で行

われる「佐渡市中学校音楽発表会」でも披露する予定です。

『感謝』
３Ａ Ｂ

先日、無事終了した文化祭は「一期一会
お も て な し

～芸術と心の彩典～」のスローガン通り芸術

にふれ、日頃の成果や感謝をつたえられたの

ではないかと思います。

私は、実行委員全校パフォーマンス係の一

員として、一ヶ月ほど前から準備をしてきま

した。立候補してくれた５人のメンバーと長

い期間「どうすればお客さんは喜んでくれる

か」「全校が楽しめる事ってなんだろう」と

考えました。当日の形に決定した時にはなんと、すでに当日まで２週間を切っていました。時間が無

い事への焦りや不安で意見がぶつかり、思うように出来ず悩むこともありました。

この文化祭は私にとって、今までで一番不安や緊張、責任を感じる仕事でした。けれど、最後まで

やり通すことができたのは頼りない私たちについて来てくれた全校生徒とずっとサポートして下さっ

た先生方、実行委員の５人、そして、見に来てくださったお客さんのおかげです。本当にありがとう

ございました。この文化祭で得た事を活かし今後も頑張っていきたいと思います。

最後にパフォーマンスのラスト、全校でつくったハート形には感謝の気持ちが込められています。

私たちの感謝の気持ちが届いていると嬉しいと思います。

合唱発表会

最優秀賞 ３年生

最優秀指揮者賞

Ａ さん（３年Ａ組）

『今年のテーマはおもてなし』
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『みんなで何かを成し遂げる難しさとその先にある達成感』
３Ａ Ｃ

私は正直不安でいっぱいでした。最初はみんなやる気もあまりなく、

練習もダラダラとしていてクラスにまとまりがあまりありませんでし

た。今年は練習期間も少なく本当にこれで間に合うのか？という気持ち

に何度もなりました。しかし、私たちはみんなで歌詞の意味を考え話し

合い、課題を見つけ、たくさん練習してきました。声が出ているから終

わりにしよう、そろってきたから終わりにしよう、とするのではなく、

良くなってきたから次は強弱を意識しようなどと最後まで工夫しました。その結果、本番ではみんな

で心を一つにして今までで一番良い合唱にすることができました。団体で何かをするということは、

自分の思い通りに物事が進まないこともたくさんあるけど、やり終えた後、みんなで達成感を分かち

合えたので良かったです。このメンバーで最後の文化祭を終えることができて良かったです。

『総合郷土発表会を振り返って』
３Ａ Ｄ

総合郷土発表会。そのオープニングを飾ったのは僕達の文弥人形チー

ムの発表でした。

文弥人形は、人形を動かしたり、扇子などの道具を上手に扱う技術が

必要だったりします。そのため、１年生の頃から一生懸命練習をしてき

ました。今年度の発表会はその努力と自分自身の実力が試されるものと

なりました。しかし、本番は満足できる出来ではありませんでした。一

番の要因は、物語の終盤で主役との息が合わなかったことです。悔いの残る結果となってしまいまし

たが、この３年間を通して、文弥人形の楽しさを知れたこと、そして次の世代に文化を伝えられたこ

とは良い経験になったと思います。

スローガンの「一期一会」の通り、人との出会いやおもてなしの心を大切に生きていこうと思えた

二日間となりました。

10月の教育活動
天皇陛下御即位記念で行われ

た「国民文化祭にいがた2019」

の佐渡能楽の祭典が、１０月１

３日（日）金井能楽堂で行われ、総合郷土で鷺流狂言を学習する生徒６

名が参加しました。大勢の能楽ファンの前で堂々と演ずる姿はすばらし

いものでした。

１０月２日～３日の２日間、２年生の

職場体験が行われました。台風の影響も

あり、残念ながら３日目が中止となって

しまいました。それでも、今年度もいただいた課題（ミッション）の解決に向けて、仲間と協力

して取り組むことができました。事業所の皆さんからも、高い評価をいただきました。職場体験

活動の発表会は、１１月１５日（金）に体験先の事業所の方々をお呼びして行われる予定です。

保護者の方もぜひ来校していただき、子どもたちの頑張りを見ていただきたいと思います。
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２学期の大会成績

駅 伝 －１０月９日 下越地区駅伝競走大会

女子 チーム３位

区間 １区 ８位 Ｅ ２区 ６位 Ｆ

３区 ３位 Ｇ ４区 ４位 Ｈ

５区 ４位 Ｈ → 新潟県大会（１１月１日）に出場

赤泊人生駅伝大会 オープン参加 真野中学校Ａ ３位

オープン参加 女子の部 第１区 １位 Ｈ

第２区 １位 Ｇ

第３区 １位 Ｅ

第６区 １位 Ｊ

ソフトテニス １０月 ５日 オール佐渡秋季選手権団体戦 男子 １位

佐渡市読書感想文コンクール ２年 自由読書 ２席 Ｋ

３席 Ｌ

これからの予定
11月の予定 12月の予定（案）

５日(火) 佐渡市中学校音楽発表会 ２日(月）専門委員会

６日(水) 職員会議 ３日(火）生徒会立会演説会

７日(木) 専門委員会 ４日(水）生徒会役員選挙

８日(金) 小中合同挨拶運動 ５日(木）生徒会選挙結果発表

９日(土) バスケ新人戦佐渡市予選 ６日(金）小中合同挨拶運動

10日(日) バスケ新人戦佐渡市予選 ７日(土）男子テニス下越大会

11日(月) ９日(月）生徒会役員認証式

12日(火) 学習会① 10日(火）期末保護者会①

13日(水) リコーダー部演奏訪問① 11日(水） 〃 ②

14日(木) 生徒朝会（選挙告示） 12日(木） 〃 ③

15日(金) 職場体験発表会、学習会② 16日(月）冬休み指導

16日(土) 20日(金）拡大評議員会

17日(日) 23日(月）校内球技大会

18日(月) 期末テスト（１日目） （今年は登校日）

19日(火) 〃 （２日目）、太鼓体験（１年） 24日(火）２学期終業式

20日(水) 学校保健委員会、リコーダー部演奏訪問② 冬休み（～1/6）

21日(木) 小６児童体験入学

22日(金) ３学期１月の予定（案）

23日(土) 勤労感謝の日 ７日(火）始業式 専門委員会

24日(日) ２・３年実力テスト①

25日(月) ８日(水）教育相談

26日(火) ２・３年実力テスト②

27日(水) 職員会議 13日(月）成人の日

28日(木) 在宅給食サービス補助活動（３年） 24日(金）新１年生入学説明会

29日(金) 拡大評議委員会 27日(月）専門委員会

30日(土) 県リコーダーコンテスト 28日～30日 ３年三者面談

12月から 部活動 終了 １７：００ 完全下校 １７：１０ 29日・30日 ＮＲＴ


