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真野中学校12月号（471号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和２年１２月２４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学期を振り返り（終業式の講話より）
校長 佐藤 光

２学期も今日で終わりです。夏休み明けからあっという間の85日間でした。このあとの
学活で担任の先生からこれまで努力したことやこれから力を入れていくべきことなどにつ
いてお話があることでしょう。先月の全校朝会で令和３年の新しい自分につなげるために
何をすべきか考えるためにも残された一月を大事にしてほしいと話しましたが、何か見付
かりましたか。まだの人がほとんどだと思います。しっかりこの１年を振り返り、令和３
年の新しい自分像、新しい目標を思い描いてほしいと思います。
さて、４月に入学した１年生もすっかり学校生活に慣れ、部活や学校行事などでの上級

生の姿を見ながら、中学生としてあるべき姿を学んだことと思います。豊田音頭や「ふる
さと」のリレー合唱ではユニークな一面も発揮してくれました。２年生は総合郷土の他に
「謡」の授業や職場体験をとおして地元の文化や産業を深く学び、社会のつながりや広が
りを感じることができたのではないでしょうか。３年生は佐渡金山の見学から始まり、高
校の体験入学、締めくくりとなる体育祭・文化祭での牽引役、専門学校訪問、学年全員で
のリコーダー演奏、給食サービス等々学校の顔としての自覚をもって真剣に取り組んでく
れました。しかし、みんながみんな順調に取り組めたことばかりではないでしょう。中に
はやり残したと感じている人や進路選択に不安が残る人もいることと思います。
先月、真野地区育成協主催の講演会で、かつて南極の越冬隊員としてオーロラ研究に従

事した福田陽子さん（平成13年度当校卒）のお話を全校で聞きました。福田さんは小学校
３、４年生の頃テレビでオーロラを見て以来興味を持ちはじめ、オーロラの研究者になれ
ばずっと見ていられるのではと思い、その道を進みました。御本人は淡々と話されていま
したが、決して順風満帆ではなかったはずです。ですが、大学、大学院と研究を積み重ね、
これまで観測された中で最速のオーロラの明滅現象を発見し、発生のメカニズムを明らか
にすることができたとのことでした。
「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」で始まる有名な高村光太郎の「道程」と

いう詩があります。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。私も中学生の頃知りま
したが、当時はそんな開拓者気取りのようなマネはできないと興味をもてずにいました。
ですが、「僕の前に道はない」のは当然のことであって、大事なのは「僕の後ろに道はで
きる」ということに後になって気付きました。自分で選択して歩んだ道のりが自分の道で
す。みなさん一人一人の歩んできた道のりは違いますが、絶えず自分が判断、決断を繰り
返し今日の日までを創り上げてきています。思うような判断ができずに苦しんだことがあ
ったかも知れませんが、楽しかったこと、うれしかったこと、がんばったこと、素敵な思
い出も数多くあることでしょう。僕の後ろに道がない人はいません。その道はちゃんと生
きてきた証です。それを糧にすることで目の前に道はなくとも道を切り拓ける力が得られ
るのです。
世界も新型コロナウイルスとの共存を選択し、これまでの

常識や方法にとらわれない発想で道なき道を開拓しようとし
ています。それができるのもこれまで人類が積み重ねてきた
英知があるからです。リモートワーク、オンライン授業とい
った出社しない勤務形態、学習スタイルなど従来の感覚や概
念では及ばない道を模索しつつ社会は進展しているようにも
思えます。こうした激動の時代だからこそ個々の主体性が一
層重要視されるのです。世の中がどう動いているのか正しく
理解し、その中で自分はどんな道を歩んでいけばよいのか真
摯に向き合う冬休みにしてください。
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11・12月の教育活動
３年生は、総合学習で福祉学習に取

り組みました。佐渡市社会福祉協議会
の方から出前授業として、「補助犬を
知ろう」・「傾聴ボランティアについ

て」の２回の講演を聞き、社会福祉について勉強してきました。
また、１１月２６日（木）には、真野地区の民生委員さんと一緒に高齢者のお宅を訪問

し、お弁当とメッセージカードを手渡す活動にも取り組みました。地域の現状とこれから
の地域の在り
方について、
新しい気付き
もあったので
はないでしょ
うか。

１２月２日（水）に総合学習の一環として、３年生は島内の専門学校の訪問学習を実施
しました。「伝統文化と環境福祉の専門学校」「佐渡保育専門学校」の２校に分かれて訪問
し、講師の方々から学校の説明の後、体験学
習に取り組みました。中学校卒業後の進路選
択だけでなく、更に先を見据えて生き方につ
いて考えるよい機会になったようです。
また、家庭科の授業では、真野第一保育園

で保育実習にも取り組みました。園児を喜ば
せようと、一緒に楽しむ玩具づくりにも意欲
的でした。

１２月１５日（火）に、東京税関新潟税関支署佐渡監視署の方々
が来校され、薬物乱用防止教室が開かれました
薬物依存の恐怖や身近に潜む危険について話を聞きました。遊び半分、興味本位でも絶

対手を出してはいけないということをしっかり学んでくれたことと思います。

令和３年度 真野中学校生徒会本部役員の決意

１２月３日（木）に立会演説会、４日（金）
に生徒会役員選挙が行われました。今年は、
１年生の立候補者もあり、選挙運動や立会
演説会は内容の濃いものになりました。投
票の結果は、２年生４名に決まりました。
１１日（金）の生徒朝会では、校長先生か
ら認証書を受け取り、気持ちを新たにしたことと思います。
今後は生徒会本部のメンバーや各専門委員会の正副委員長の委嘱をし、来年度の生徒会

組織がつくられていきます。新役員のこれからの活躍が楽しみです。１年生は来年は上級
生になります。学校行事や自治活動にさらに意欲的に活動してほしいと思います。
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表彰伝達
＜野球＞
佐渡市中学校野球新人大会（１０月１１日） ３位 真野中・南佐渡中合同チーム
佐渡トキカップ大会（１１月８日） ３位 真野中・南佐渡中合同チーム

＜バレー＞
佐渡市中学校１・２年生大会（１１月３日） ３位 真野中学校

＜テニス＞
オール佐渡秋季選手権大会女子（１１月３日）３位 真野中学校

＜卓球＞
全佐渡卓球選手権（１２月１９日）

中学男子ダブルス ２位 Ｅ・Ｆ
中学女子ダブルス ２位 Ｇ・Ｈ

３位 Ｂ・Ｉ
＜女子バスケ＞
佐渡市新人大会（１１月７・８日） ３位 真野中学校（地区新人大会出場 BEST８）

生徒全員で創る真野中学校
２年 Ｂ

次期生徒副会長になりました、Ｂです。生徒副

会長に選ばれたからには自分自身の仕事を責任を

持って果たしたり、新しく本部役員となったメン

バーと団結して学校を盛り上げたりしていきたい

と思っています。また、私の目標は、学校全体の

礼儀の改善と行事の企画・運営の方法の工夫です。

これらのことを実行し、より良い真野中学校にす

ることができるように努力したいです。そして、

理想の真野中学校に近づけるためには私が積極的

に行動するのはもちろん、全校の皆さんの協力が

必要不可欠です。生徒全員でさらに良い真野中学

校を創り上げていけたらいい

なと思います。皆さんの期待

を裏切ることの無いように、

精いっぱいこれからがんばろ

うと思います。ともに、より

良い真野中学校を創っていき

ましょう。

新生徒会長として
２年 Ａ

私は新生徒会長として、互いの笑顔を自分たち

でつくれる学校を目指していこうと思います。そ

のために私は二つのことを頑張ろうと思います。

一つ目はあいさつです。あいさつは生活してい

る中でとても重要な役割を担っています。あいさ

つを当たり前にできる学校にするために、私は本

部、評議・応援の役割を明確にして、あいさつ運

動を行っていこうと思います。あいさつができる

と同時に笑顔も増えると思います。

二つ目は生徒同士の交流です。生徒同士の交流

を深めることによって、生徒同士の関係がより深

くなると思います。だから私は学年関係なく関わ

り合える球技大会など、様々な機会をつくってい

きたいと思います。そして生徒一人一人が主体性

・率先力を身につけ自分たちで新しい企画をつく

れる学校にしたいです。

私はこの二つのことを目標に活動し、来年度の

真野中学校をより良い学校にしていきたいです。

新生徒会副会長として
２年 Ｃ

このたび、新生徒会副会長になりましたＣです。

今年は、いろいろな行事で密を避ける工夫をして

きた、例年とは違う一年でした。そんな中、全校

が楽しむ企画を考えていた先輩の姿を見て、自分

にできることはないかなと思うようになり、副会

長に立候補しました。副会長として来年度にがん

ばりたいことがいくつかあります。

一つ目は、学年に関係なく一緒に協力する企画

を考えることです。全校でいっしょに取り組むよ

うな楽しい企画を考えて全校で盛り上げたいです。

二つ目、あいさつがよい学校にすることです。

あいさつをするをことで明るい関係になり、あた

たかい場が作れるからです。朝のあいさつや、人

と会ったときのあいさつができる学校にしたいで

す。最後に、私は来年度初めて生徒会本部に所属

します。まだまだ未熟ですが、生徒会長を支え、

よりよい学校にできるようにがんばります。

新応援団長になって
２年 Ｄ

この度、応援団長になったＤです。応援団長と

して、みなさんが楽しめる行事を企画し、運営す

ることを中心に頑張っていきたいです。また、普

段の生活態度も見直し、周囲から頼られるよう努

めたいと思います。また、先輩方を見習い、全校

生徒のみなさんの意見も取り入れつつ、よりよい

真野中学校を創りあげていきたいです。しかし、

コロナの影響で先行きが見えづらい中で、課題や

困難は絶え間なくやってくると思います。そんな

時は、新しい生徒会三役の仲間と協力し、助け合

っていけたらいいなと思っています。一人が困っ

たらみんなで助け合い、支え合う

良い関係を作りたいです。そして,

私たち４人と、全校生徒のみなさ

んが互いに支え合い、成長しつづ

けていける新しい真野中学校を一

緒に築いていきましょう。
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佐渡市児童生徒科学研究発表会・いきいきわくわく科学賞2020
１年 Ｊ 「摩擦力で人を支えられるか？」

第６６回青少年読書感想文コンクール新潟県審査
優秀賞 「にもつ」を背負うということ １年 Ｊ 「天使のにもつ」

第６６回青少年読書感想文コンクール佐渡地区 入賞
課題図書 二席

「にもつ」を背負うということ １年 Ｊ 「天使のにもつ」
自由図書 三席

失われた時間 １年 Ｇ 「モモ」
青い鳥 ２年 Ａ 「青い鳥」
マララの祈り ３年 Ｋ 「武器より一冊の本をください

少女マララ・コスフザの祈り」

これからの予定

１月の予定 ２月の予定
１日(金) 元旦 ２日(火) 第２回生徒総会
２日(土) 10日(水) 期末テスト１日目
３日(日) 11日(木) 建国記念の日
４日(月) 12日(金) 期末テスト２日目
５日(火) １年太鼓体験、『鼓動』公演(全校)
６日(水) 冬休み 23日(火) 天皇誕生日
７日(木) 始業式 24日(水) 拡大評議員会
８日(金) 専門委員会⑨ 26日(金) 専門委員会 １年スキー授業
９日(土)
10日(日) 【お知らせ】
11日(月) 成人の日 コロナウイルス感染症の拡大傾向の現状か
12日(火) 身体計測(１年) ら今年度2月20日(土)実施予定の三送会及びP
13日(水) 身体計測(３年女子) TA総会につきまして、開催の有無及び日時・
14日(木) 身体計測(２年) 内容を検討しているところです。３学期初め
15日(金) 身体計測(３年男子) オンライン交流会 にはご連絡できるかと思います。
16日(土) リコーダーフェスティバル ご理解のほどよろしくお願いします。
17日(日) バレーボール１年生大会
18日(月) 命の授業(１・２年生)
19日(火) ３月の予定
20日(水) ２年スキー授業 命の授業(３年) ３日(水) 同窓会入会式
２１日（木） 入学説明会(小６・保護者) ４日(木) 公立一般入試１日目
２２日（金） ５日(金) 入試２日目（一部の高校実施）
２３日（土） インドアテニス大会 ８日(月) 卒業式
２４日（日） 12日(金) 合格発表
２５日（月） 拡大評議員会 17日(水) 拡大評議員会
２６日（火） ３年三者面談① 19日(金) 専門委員会
２７日（水） ３年三者面談② ＮＲＴ３教科 20日(土) 春分の日
２８日（木） ３年三者面談③ ＮＲＴ２教科 22日(月) 公立二次学力検査
２９日（金） 専門委員会⑩ 23日(火） 二次合格発表
３０日（土） 24日(水） 終業式
３１日（日）

部活動 17:00 終了 17:10 完全退校

いつもの年と違う冬休み…
地域からの反響もあった前庭のケヤキの電飾。下校する頃はイルミネーショ

ンが綺麗です。明日から冬休み。例年ならクリスマスやお正月に家族や友だち

と大はしゃぎなのに、今年はかなり事情が違います。コロナウイルスの感染拡

大の状況を見れば仕方ないのかとも思います。その分ご家庭でゆっくり過ごし

て、新しい年のスタートに備えて欲しいと思います。マスク・手洗いの感染予

防をしっかりお願いします。始業式にはみんな元気に登校してください。
【クリスマス集会】


