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真野中学校９月号（478号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和３年９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

夢をもつことの大切さ

校長 中川 久雄

熱戦が繰り広げられた東京オリンピックが幕を閉じ、一抹の寂しさと残暑による疲労感
が残る中、２学期がスタートしました。
夏休み中、生徒たちは暑さに負けることなく、学習会や駅伝練習、部活動などに前向き

に取り組み、知力・体力・精神力を鍛えました。そして、何よりも、大きな事故や怪我も
なく、夏休みを過ごしたことを喜びたいと思います。これも、ご家庭や地域で生徒たちの
ことをしっかりと見守っていただいた結果だと思います。心より感謝申し上げます。
さて、学校では、夏休み前から３年生を中心に準備を進めてきた体育祭が、一日順延し

た９月５日（日）に実施されました。秋晴れの下、どの生徒も競技、ダンス、係活動等で
頑張り、東京オリンピックに負けない感動と成長を、全校で共有することができました。
また、保護者の皆様方におかれましては、温かい応援とともに、後始末のほうもお手伝い
いただき、厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
話は変わりますが、先日、本を読んでいたら、夢に関する興味深い記事が目に留

まりました。それは、「中学生の頃もっていた『将来の夢』を実現できる子どもは１
０％もいない。しかし、『将来の夢』をもっていた子どもの方が、『将来の夢がない』
子どもより、現在の自分に満足して仕事をしている。」というデータでした。『将来
の夢』をもったことのある子どもは、社会に出て仕事をする上でも、しっかりと目
標をもち、それに向かって生き生きと取り組むことができるということかもしれま
せん。
２学期始業式の話の中で、卓球の混合ダブルスで金メダルを獲得した伊藤美誠選

手の小学校の卒業文集の一部を紹介しました。そこには、「私はロンドンオリンピックを
目の前で見ました。会場もすごい盛り上がっていました。選手もみんな緊張していて、み
んな、一生懸命頑張っていました。卓球では日本女子が、銀メダルを獲得しました。それ
を見て、私は２０１６年には出場して、２０２０年には、団体優勝、個人戦で優勝したい
と思いました。」と書かれていました。また、母親の超スパルタ指導もあり、伊藤選手は
毎日５～８時間の自宅特訓をしていたそうです。
「オリンピックに出る」という夢を実現させたアスリートの割合がどれくらいな

のかは想像もつきませんが、次のような想像はつきます。それは、伊藤選手のよう
に、夢の実現に向かって「いつまでに」「どうなりたい」という目標を明確に定め、
人の何倍も集中して練習に取り組んだであろうということです。アスリートたちを
見習い、「何のために学ぶのか」「今頑張ることが何につながるのか」ということを
意識して一日一日を大切に過ごせば、夢や目標に近づくことができるはずです。た
とえ、結果的に夢や目標を実現させることができなかったとしても、
その努力は間違いなく、その人を成長させます。そんな２学期となる
ことを期待しています。
我々教職員一同も、生徒たちの夢や目標の実現に向けて、日々の教

育活動を精一杯進めてまいります。より良い学校づくりに向け、今学
期もより一層、保護者・地域の皆様、関係諸機関の皆様のご理解・ご
協力・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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９月５日（日）に、陸上競技場の改修工事のため、真野小
学校グラウンドを会場に、秋晴れのなか今年度の体育祭が行
われました。
コロナ禍の影響で昨年度から取り組んでいるダンスパフォーマン

スは、いかがでしたでしょうか？出来ないことをただ嘆くのではな
く、出来る範囲で新しい取組にチャレンジする真野中魂は、真野小
グランドでもしっかり発揮できていたと考えています。生徒たちの
全力の姿はとても素敵でした。

Road to the Victory ～心を燃やせ 真野中生～

‥‥‥‥蒼組の応援団長をやってみて 蒼組団長 A
先日は、真野中学校の体育祭を見にきてくださりありがとうございま

した。また、ここまで嫌な顔一つせず真剣に練習を頑張った蒼組のみな
さん、夏休みから体育祭を盛り上げるため精一杯頑張ってくれた応援リ
ーダーのみなさん、パネルのみなさん、蒼組と正々堂々戦ってくださっ
た紅組のみなさん、そしてこの体育祭を企画、運営してくださった生徒
会・先生方、実行委員のみなさん、本当にありがとうございました。
最初応援団長になることが決まったとき、とても驚きと不安でいっぱ

いでした。なぜならいままでリーダーになったことがなかったからです。
毎日「しっかりできるかな。もし失敗したらどうしよう。」などとても恐
かったです。しかし、応援リーダーや蒼組のみなさんが支えてくださる
おかげで自信がつき、体育祭本番は成功を収めることができました。本
当に蒼組の応援団長ができてよかったです。ありがとうございました。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥最後の体育祭 紅組団長 B
私は、三年間で一番の思い出に残る体育祭になりました。紅はダンス

を決めるまでに時間がかかり、本番までに不安ばかりだったけど、本番
は練習以上によくできていたと思いました。
競技では、男子リレーなどで失敗してしまったけど両者同時優勝とい

うかたちで終わることができてよかったです。失敗やうまくいかなかっ
たことがありましたが、三年間で一番楽しめたし、良い体育祭になった
と思います。応援をしてくださったみなさま、ありがとうございました。

‥‥‥‥‥‥‥‥蒼組のパネル 蒼組パネル長 C
僕たち蒼組パネル係は、「青天霹靂」というテーマをもとに、ペガサス

を描きました。そして見事にパネル賞をとることができました。しかし、
パネル完成までにはいろいろな失敗や苦労がありました。
難しいところは、たてがみと脚の炎と尻尾です。特にたてがみに苦戦

し、四回修正しました。問題は、目で、遠くから見たときに見えるよう
にアイラインも入れて際立たせました。また、一・二年が描いてくれた
星は、とても上手でした。何度か失敗しましたが、みんなの協力で完成
させることができました。世界に一枚しかない最高のパネルです。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥パネル製作 紅組パネル長 D
パネル係全員で協力し、完成期限内に終わらせられたことに感謝して

います。難しい部分を塗る役割でも丁寧に素早くこなしてくれました。
短い間でしたので、思い通りの出来にはなりませんでしたが、楽しく最
後までやりきれたことには変わりないです。初めてのパネル長としての
体育祭は準優勝という結果になってしまいました。パネルを担当してく
れた人たちには、残念な気持ちにさせてしまったと思いますが、みなさ
ん、私について来てくれてありがとうございました。

【成績発表】

競技の部 紅組・蒼組

【同点 両組優勝】

応援の部 蒼 組

パネルの部 蒼 組
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【保護者の皆様の感想・声】
雨天順延のため日曜日開催とな

り、保護者の皆様には、ご面倒をお
かけしました。延期により予定がつ
かず体育祭をご覧になれなかった方
がおられるのも事実ですし、お弁当
の準備等も大変だったと思います。
コロナ対策・生徒の健康面を考慮し
ての判断でした。ご理解をよろしく
お願いします。
多くの保護者の皆様から、アンケ

ートにお答えいただきました。いた
だいたご意見は、来年度の体育祭やこれからの教育活動に生かしていき
たいと思います。ありがとうございました。
（１年保護者）
○コロナの為、色々な事が思うように出来ず悔しい思いもたくさんあ
るかと思います。それでも生徒ががんばっている姿が、かっこよく
素敵でした。大切な経験になったと思います。ありがとうございま
した。

○コロナ禍での開催で、陸上競技場も使用できない中、生徒も先生も
とても様々なことに気をくばり努力されていることが伝わりました。
大変お疲れ様でした。ただ、９月は毎年のことですが、暑く熱中症
になりそうでした。天気も不安定ですし、延期の決断とLINEが遅い
です。

○結果的に、雷注意報が延期の決め手だったのかと思いますが、体育
祭が延期の場合はいつになるのか書かれたプリントが遅すぎたと感
じました。

（２年保護者）
○来年は是非保護者の競技を取り入れて頂きたいです。久し振りに子
ども達の様子や、保護者の方々と交流を持つことが出来、本当に楽
しかったです。色々とありがとうございました。

○大きな声で応援することもままならない状況の中、また密を避ける
等、対策が強いられる中で、子供達のもつ力をパフォーマンスを通
して感じることができました。当初の予定日だった土曜は雨もあり、
延期していただいたおかげで、よい天候の中体育祭ができ、ありが
とうございました。

○女子騎馬戦は、予想よりもはるかに迫力があり、びっくりしました。
休憩をまめに入れ、タイムスケジュールにゆとりがあって良いと思
いました。生徒の所作については、代表の話の時、背筋をしっかり
伸ばす、返事を全員が返すなど教えていくと良いと思いました。

（３年保護者）
○コロナ禍の中で、感染予防の工夫をされており、無事実施できてよ
かったです。

○生徒のいきいきとした姿が見れて、とても感動しました。
○騎馬戦の時は、ハチマキではなく帽子で行った方が良いと思った。
ルールの確認や人数調整等、競技の準備がもっとあった方が良かっ
たと思う。

○競技等、内容理解や安全面の確認が不十分だった様子を強く感じま
した。騎馬戦はすぐに取れる帽子でないとキケンすぎます。また、
３年学年種目の借り人・物リレーも何を探しているか伝わらず、ダ
ラダラして競技になってなかったです。松竹梅や騎馬戦など奪い合
うキケンな競技ばかりで安全面での確認を考えてほしいです。

○コロナ禍の中で、体育祭を行うことで先生方が大変だったと思いま
すが、子供達のために体育祭を開いていただき、本当に感謝の気持
ちでいっぱいです。最後の親子競技も良い思い出になりました。何
より子供達の頑張る姿、笑顔色々な表情が見られて良かったです。ありがとうございました。

保護者アンケートより

とても思う そう思う あまり 思わない

「生徒が活躍する体育祭」に
67.6％ 31.0％ 1.4％ 0％

なっていましたか

生徒は係、応援、競技に全力 77.5％ 19.7％ 2.8％ 0％
で取り組んでいましたか

体育祭を通して、生徒の成長
74.7％ 21.1％ 4.2％ 0％は感じられましたか

今年の体育祭はよかったと思 29.4％ 63.2％ 7.4％ 0％いますか
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９月の教育活動

１０月１３日から３日間、２年生では課題解
決型職場体験が予定されています。事前学習として、９月１日に「マナ
ー講座」、10日「生き方・働き方トーク」に取り組み、準備を進めていま
す。あいさつは社会生活の基本。正しい言葉づかいと態度やあいさつを
学んだり、職場体験でお世話になる事業所の方との「生き方・働き方ト
ーク」で、仕事に対する姿勢を学んだりしました。３日間で仕事の大変
さとやりがいをきっと学んできてくれることを願っています。そして、
進路選択にもきっと役に立つことでしょう。

今年度の受入先（10事業所） … よろしくお願いします。

逸見酒造 様 ・ 市世界遺産推進課 様 ・ 根岸組 様 ・ 真野図書館 様

佐渡市スポーツ協会 様 ・ フレッシュマツヤ 様 ・ 佐渡測量 様

ふれあいハウス潮津の里 様 ・ 佐渡博物館 様 ・ 真野第一保育園 様

10月の予定

１０月の予定 １１月の予定
１日(金) 英語検定、小中合同あいさつ運動 ３日(水) 文化の日
２日(土) 陸上記録会 ５日(金) 県中学校駅伝大会、合同あいさつ運動
３日(日) ９日（火）市中学校音楽発表会
４日(月) 防災学習デー、専門委員会、教育相談 11日(木) プロジェクト訪問
５日(火) 生徒朝会、総合郷土⑫ 15日(月) 全校朝会、諸校費引落日
６日(水) 下越地区駅伝 18日(木) 学校運営協議会
７日(木) 佐渡総合高校体験入学、Web配信ﾃｽﾄ(英) 23日(火) 勤労感謝の日
８日(金) Web配信ﾃｽﾄ(国) 合唱練習（短縮授業）24日(水) 期末テスト①
９日(土) 野球オンヨネカップ① 25日(木) 期末テスト②
10日(日) 野球オンヨネカップ② 26日(金) 専門委員会
11日(月) Web配信ﾃｽﾄ(数) 30日(火) 生徒会役員選挙立会演説会
12日(火) 総合郷土⑬
13日(水) ２年職場体験①、３年実力テスト １２月の予定
14日(木) 〃 職場体験② １日(水) 投開票
15日(金) 〃 職場体験③、諸校費引落日 ２日(木) 選挙結果発表
16日(土) ６日(月) 生徒朝会（認証式）
17日(日) ７日(火) 期末保護者会①
18日(月) ８日(水) 期末保護者会②
19日(火) 総合郷土発表会（午後） ９日(木) 期末保護者会③
20日(水) 13日(月) 冬休み指導
２１日（木） 15日(水) 諸校費引落日
２２日（金） 文化祭準備 23日(木) 生徒会レクリエーション
２３日（土） 24日(金) 終業式
２４日（日） 文化祭
２５日（月） ２４日の振替休日
２６日（火） 総合郷土ふり返り
２７日（水）
２８日（木） 羽茂高校オープンスクール
２９日（金） 専門委員会
３０日（土） 【文化の秋】
３１日（日） 卓球ダブルス戦

部活動 17:30 終了 17:40 完全退校
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