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真野中学校10月号（470号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和２年１０月３０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

文化祭と地域文化
校長 佐藤 光

先日は、ＰＴＡはじめ皆様方の御協力により当校の文化祭を開催することができました。
本当にありがとうございました。今年度はコロナ禍対応のため１日開催とし、これまで行
ってきた小中合同バザーや合唱コンクール、有志によるパフォーマンス主体の生徒会企画
を取り止めました。しかし、「＃笑顔満祭 beautiful pictures」のスローガンのもと全校
生徒による「ふるさと」リレー合唱や音楽の授業での取組を動画で放映したり、学校独自
のお弁当バザーを行ったりとこれまでとは違った趣のある文化祭となりました。
当日のビデオ放映にもありましたが、１年生の音楽ではここ数年、地域民謡「豊田音頭」

に取り組んでいます。小学校でも学んでいますが、中学校ではさらに深く追究しようとし
ています。相川音頭に代表されるように、佐渡で音頭が流行ったのは、佐渡金山の隆盛の
頃、江戸初期のようです。豊田音頭は金銀が運ばれた道中の地名等を単に並べただけでは
なく、韻を踏むような掛けことばが連続して出てくる
ところや、重いお地蔵様を背負って踊る点も独特です。
妻子を亡くした男が境内にあるお地蔵に目をとめ、そ
れを背負って踊り出したのが始まりということで、一
番重いものは116㎏もあります。

…登りつめれば 梨の木地蔵 昔漁師が海より上げて
まつり給いし石仏と云う 子どもの願いは必ずかのう
願いかのうたそのうれしさに 身代わり地蔵を拝んで上げて
今じゃ数さえわからぬほどに 流行る地蔵の恵みも深し…

漁師が海から上げた梨の木地蔵、竜宮が授けてくだ
さった薬師如来、さまざまな身代わり地蔵にと数多く
の石仏が歌われています。実際に残るお地蔵様の数からして民衆の信仰心はとても厚かっ
たことが窺われます。
昭和30年代頃から徐々に踊る機会がなくなり衰退しましたが、周囲の要望もあり、昭和

53(1978)年に保存会が結成され復活しました。ですが、その保存会も後継者不足等により
４年前に解散となりました。
言うまでもなく、文化や伝統を守り伝えていくことは大切なことです。一度失われてし

まえば、二度と再興できないものがほとんどです。豊田音頭の保存会はなくなってしまい
ましたが、私たちができることは、まずは小・中学校で歌い踊り継ぐことではないでしょ
うか。人は芸術的な価値の高い音楽や絵画、書などの造形物は当然のように後世に残そう
とします。金銀山のような有形のものは世界遺産として保護される対象となり得ますが、
採鉱から運搬、宿屋等々それらに関わり、支えてきたのは市井の民衆であり、そうした人
々が折に付け歌い踊った民謡の文化的価値の重みを忘れてはなりません。
金銀が運ばれた道中の地名が数多く盛り込まれている豊田音頭には古くからの歌詞（新

町から小木に至る地名が多い）と現在の新しい歌詞（赤泊に至る地名
が多い）があるようですが、その分岐点となったのが豊田でした。
文化とは「人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果

の総体」（大辞泉）と定義されています。文化をもっているということ
は、とても人間らしく誇らしいことです。豊田音頭一つ取っても、幾
星霜受け継がれ、練り上げられてきた大事な文化です。日本の文化、
地域の文化を大事に受け継ぎ、好きになってほしいと願っています。

60㎏の地蔵を担いで踊る１年生
(10月15日  大光寺にて)
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１０月２４日(土)に、令和２年度の文化祭が開催されました。
『＃笑顔満祭 beautiful pictures 』のスローガンのもと、
総合郷土発表会のステージ発表、伝統文化・工芸の作品やお点
前の披露、技能教科で製作した作品等を地域・保護者の皆様に
観覧いただきました。
【作品展示】 美術、技術家庭科の力作に加え、総合郷土で学んだ作品が所狭しと展示
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。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。
【音楽発表】 今年はコロナウイルス感染症の感染防止の観点から合唱発表は行わず、
代わりに、１年生は豊田音頭、２年生は能楽「謡」、３年生はリコーダー演奏を映像で発
表しました。また、「ふるさと」の歌を全校でつなぐ歌の披露に取り組みました。今まで
とは違う新しい日常を取り入れながらの取組でした。
また、今回は小中合同のバザーはありませんでしたが、PTAの役員のご厚意で昼食バザ

ーを実施して頂きました。このご時世で行事等も自粛続きのため、生徒に少しでも楽しん
で欲しいという思いから、くじなどのお楽しみを考えて文化祭を盛り上げて頂きました。
本当にありがとうございました。
昨年度から取り組んでいる地域への発信活動「おもてなし」は、残念ながら今年はコロ

ナの影響で行うことは出来ませんでした。そこで、文化祭で上映した音楽発表や総合郷土
発表会の様子をDVDに録画して、地区単位で行われている「はつらつ教室」で放映してい
ただく予定になっています。会場にはお呼びできませんでしたが、映像で楽しんでいただ
けたらと考えています。感染症の流行が落ち着いたら、またお呼びしたいと思います。こ
れからも、真野中学校から地域に元気を届けていきます。

『文化祭を終えて』
実行委員長 A

先日無事終了した文化祭は、「＃笑顔満祭 beautiful pictures」の通り美しい思い出がつまった笑

顔満載の文化祭になったのではないかと思います。

今年の文化祭は、新型コロナウイルスの影響で例年とは異なる形での開催となりました。開催でき

る喜びの反面、誰も経験したことのない状況で不安になりながらも、全校が協力し準備をしてきまし

た。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため音楽発表は動画による映像となりましたが、それぞれの

個性を表現することができました。また、作品展示では工夫をこらし、見に来てくれた人に楽しんで

もらうことができました。

全校で一つの事を成し遂げた今回の文化祭は良い経験になったと思います。文化祭運営にご協力い

ただいた先生方、保護者の皆様、本当にありがとうございました。
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『文化祭を終えて』
副実行委員長 B

今年の文化祭は、例年とは違う形で１日だけの開催となりました。それでも、記憶に残る文化祭に

なるよう全校生徒で協力して頑張りました。特に自分が頑張ったことは、総合郷土の発表です。自分

は佐渡おけさをやりました。文化祭前から講師の方が教えてくださったことを、しっかりできるよう

に練習をしてきました。自分の目標は、講師の方と同じくらい上手になることでした。当日は、上手

く出来て色々な方からたくさんほめていただき、とてもうれしかったです。ここまで頑張って良かっ

たと思いました。

また、全校で歌った「ふるさと」の曲を聴いて、とても感動しました。一組一組が工夫をして歌っ

て、皆を笑顔にしてくれたあの動画は最高の思い出になりました。学年・クラスは違っても一つにな

って歌えて良かったと思いました。このような企画の運営や準備に協力していただいた先生方、また

文化祭を盛り上げようと頑張った全校生徒の皆さん、とてもいい思い出になりました。ありがとうご

ざいました。

10月の教育活動

９月３０日～１０月２日の３日間、２年生の職場体験が行われました。

今年度もいただいたミッション（学習課題）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２６日（木）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。

（生徒の一口感想）
・取材やカメラ撮影、編集作業などすごく貴重な体験ができて楽しかったです。
・保育園で最初は不安だったけれども、先生方が優しく丁寧に仕事を教えてくれたおかげで不安
じゃなくなって三日間しっかりできました。

・根岸組のみなさんは、とても親切で建設についてとてもわかりやすく教えてくださり、将来に
ついてのいい参考になったので、とても充実した職場体験でした。

・班のみんなと協力しながらミッションをクリアできたのでよかったです。将来に役立つことを
学べたし、貴重な体験ができました。

・ミッションを進めていくなかで真野にたくさん遺跡があることが分かって驚いたし、この職場
体験で働くことの楽しさ、達成感が分かりました。

【受入事業所（敬称略）】

サンアロー化成株式会社、キンちゃん本舗

世界遺産推進課、逸見酒造、真野第１保育園

根岸組、八幡保育園、佐渡博物館、佐渡測量

真野図書館、サドテレビ、中央消防署
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駅伝大会の結果 １０月７日（水） 下越地区駅伝競走大会

男子チーム １１位
区間 １区 C １５位 ２区 D ７位

３区 B ８位 ４区 E １２位

５区 F １４位 ６区 G １８位

女子チーム １７位
区間 １区 H １７位 ２区 I ２０位

３区 J ２１位 ４区 K ２１位

５区 L １３位

これからの予定

１１月の予定 １２月の予定
１日(日) １日(火) 立会演説会
２日(月) ２日(水) 投開票・選挙結果発表
３日(火) 文化の日 女子テニス団体戦 ７日(月) 生徒朝会（認証式）

バレーボール新人戦 ８日(火) 期末保護者会①
４日(水) ９日(水) 期末保護者会②
５日(木) 10日(木) 期末保護者会③
６日(金) 小中合同あいさつ運動 14日(月) 冬休み指導
７日(土) バスケ男女新人戦、野球トキカップ 15日(火) 諸校費引落日

卓球地区新人戦 男子テニス団体戦 23日(水) 生徒会レクリエーション
８日(日) 24日(木) 終業式
９日(月) 25日(金) 冬休み（～1月６日）
10日(火) 歯科検診 テスト範囲表配付
11日(水) 職員会議 １月の予定
12日(木) 生徒朝会 ７日(木) 始業式
13日(金) 市教委要請訪問 ８日(金) 専門委員会⑩
14日(土) 11日(月) 成人の日
15日(日) 15日(金) 諸校費引落日
16日(月) 全校朝会 諸校費引落日 21日(木) 入学説明会・体験授業
17日(火) 歯科指導(２年) 質問教室① 25日(月) 拡大評議員会
18日(水) 小中合同講演会 ３年実力テスト① 26日(火) ３年三者面談（～28日）
19日(木) ３年実力テスト② 28日(木) 標準学力検査①
20日(金) 質問教室② 29日(金) 標準学力検査② 専門委員会⑪
２１日（土）
２２日（日）
２３日（月） 勤労感謝の日
２４日（火） 期末テスト① ﾉｰﾒﾃﾞｲｱｳｨｰｸ
２５日（水） 期末テスト②
２６日（木） 給食ｻｰﾋﾞｽ(3年) 職場体験発表会(2年)
２７日（金） 拡大評議員会
２８日（土）
２９日（日）
３０日（月） 専門委員会⑨

部活動 17:30 終了 17:40 完全退校

【地域の方からの心温まるお電話がありました】
南線の競技場前の押しボタンを利用した生徒が、横断後に気持ちのいい礼

をしてくれましたと、先日地域の方からお電話がありました。地域住民とし
て感動しましたとのことでした。地域での生徒の行動でこのような電話が入
ることはとてもうれしいことです。生徒一人一人が真野中生としての自覚を
持って、行動できていることが素晴らしいですね。

【令和元年度 クリスマス集会】


