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豊かな人間を目指し たくましく生きる生徒の育成
感謝する心
素直な心
努力する心

百考は一行にしかず
校長

中川 久雄

ひと雨ごとに秋の深まりを感じる季節となりました。山の木々も自らの存在を示す
かのように、美しく紅葉していきます。実りと彩りの秋は、落ち着きと安らぎをもた
らしてくれるようです。
さて、２学期も後半に入りました。今学期前半は、体育祭や文化祭、１年生は金山
学習、２年生は職場体験、３年生は高校の体験入学など、多くの体験活動がありまし
た。生徒たちは、教室内では体験できない様々な活動に生き生きと取り組んでいまし
た。そして、それらの体験を通して、新たな発見をしたり、いろいろなことを学ぶこ
とができたのではないかと思います。また、私たち教職員も、生徒たちの新たな一面
や可能性を見出すことができました。
みなさんがご存知の「百聞は一見にしかず」ということわざがあります。人から何
回話を聞くよりも自分で実際に一度見たほうがよく分かる、というような意味です。
実は、この「百聞は一見にしかず」には続きがあり、その続きは「百見は一考にしか
ず」だそうです。何度見ても自分で考えなければ前進できない、つまり、見ることよ
りも考えることが大切、というような意味でしょうか。さらに、「百見は一考にしか
ず」には続きがあり、「百考は一行にしかず」だそうです。いくら考えても自分で行
動しなければ意味がない、つまり、考えることよりも実行することがさらに大切、と
いうような意味でしょうか。まとめると、聞くことよりも見ること、見ることよりも
考えること、考えることよりも実行することが大切である、というような意味になり
ます。つまり、思い描いた成果を出すには、よく聞いて、事実を見て、自分の頭で考
えて、行動に移してみることが重要、ということを教えてくれることわざです。
以前にも紹介させていただいたように、私は「学校は失敗しながら、社会に出るた
めに必要な学習や経験をするところ」だと思っています。様々な体験から感じたこと
は、時には感動の一場面として鮮明に脳裏に焼き付けられ、生徒たちの今後の生活や
節目節目において大きな影響を及ぼすことがあるかもしれません。また、将来の生活
に向けての選択や決定を迫られるとき、大きなより
どころになるかもしれません。大人になって中学校
時代を振り返ったとき、今ある自分に大きく影響を
及ぼした体験が必ずあると言われます。
学校では２学期後半も、考えて行動する教育活動
を推し進めていきます。そして、失敗した体験も成
功した体験も含めて生徒たちの今後の成長につなが
るよう、私たち教職員は全力でサポートしてまいり
ます。保護者・地域の皆様、関係諸機関の皆様にお
かれましても、引き続き、学校の教育活動に対して
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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１０月２４日(日)に、令和３年度の文化祭が開催されました。
『 Art is Explosion ～ 今こそはじけろ 芸術の卵 ～』のス
ローガンのもと、学習成果の作品、総合郷土の工芸や生花等の作品
やお点前、合唱・リコーダーや生徒会パフォーマンスのステージ発
表等を保護者の皆様に披露しました。
【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。
【音楽発表会】 昨年は授業でも行えなかった合唱ですが、今年度
はマスク着用ではありましたが合唱発表を実施いたしました。練習
を積み上げて、各学年とも本番では美しいハーモニーと学級のまと
まりを披露してくれたと思います。リコーダー演奏も素敵でした。
【総合郷土発表】 真野中学校で行っている総合郷土学習。文化祭
では、「生花」・「竹細工」・「工芸」の作品を展示しました。また「茶
道」のお点前も披露いたしました。
また、今年もコロナ禍の影響で小中合同バザーはできませんでし
たが、PTAの役員の皆様から、楽しくおいしい昼食の食券バザーを実
施して頂きました。食堂の装飾やくじの準備など、文化祭を盛り上
げて頂きました。ありがとうございました。
コロナ禍で来校はご家族のみとさせていただきましたが、地域への発信活動として、地区単位
で行われている「はつらつ教室」に上映用のDVDをお届けします。音楽発表会や先日の総合郷土発
表会、体育祭やテレビで放映された真野中を扱ったニュースを録画したＤＶＤとなります。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。これからも、真
野中学校から地域に元気を届けていきたいと思います。
『文化祭を終えて』
副実行委員長 A
今年度の文化祭スローガンは、「Art is Explosion ～今こそはじ
けろ 芸術の卵～」でした。スローガン作りでは、真ん中に生徒の人数
分の卵と先生方の卵、そして芸術を表すようなインクを描き、完成させ
ました。みんなと協力し、長い時間をかけて完成したときは達成感を得
ました。また、合唱では当日まで各学年が工夫をして練習をしてきまし
た。その結果美しい歌声が体育館中に響き渡りました。生徒会企画は全
校で楽しめる場を作ろうと実行委員を中心に準備や練習をしてきまし
た。全校パフォーマンスは全校でダンスを踊り団結力を深めた時間にな
ったと思います。私は文化祭実行委員を経験し、みんなと協力し達成感
を味わい成長していきたいと思いました。全校生徒の皆さん、保護者の
皆さん、ありがとうございました。
文化祭に先立ち、１０月１９日（火）に総合郷土
発表会が行われました。今年から文化祭と別日程の
開催となりましたが、地域の講師の方々から学んだ
芸能・文化を堂々と発表してくれました。真野小の
３年生が伝統芸能学習で参観してくれました。ありがとうございました。
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１ ０月１ ３日 ～１５日
の３ 日間、 ２年 生の職場
体験 が行わ れま した。事
前学習のマナー講座や生き方トークを終えての体験活動になります。
今年度も事業所から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。各体験場所では、普段とは違う緊張
した表情が見られ、真剣そのものでした。今回のこの経験を、これからの進路
学習に生かして欲しいと思います。職場体験活動の発表会は、１２月１４日（火）
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。

今年度初めての試みとなります、
地域の方々と一緒に行う防災学習
デーに取り組みました。真野中学校は指定避難所に指定されています。
万が一の時には、多くの被災者が集まって来ます。そんな時に、中学生
ができることは何かを考えながら、防災学習・訓練を実施しました。市
の防災管財課から防災グッズをお借りし、社会福祉協議会からも協力い
ただきました。
（生徒の感想より）
１年 B
二次避難で私語なく避難できて良かったです。園児とも安全に避難で
きたので良かったです。避難所の設営は担当の人達の話をよく聞いて動
けたので良かったです。防災学習では、地震・津波・洪水・土砂災害に
ついて知ることができて良かったです。Ｍ１２で地球が半分に割れると
聞いてビックリしました。猫が机から降りるだけでもＭ-2と発生するこ
とを知って日常でもおこっていることと思いました。片付けもみんなで
協力して片付けられたので良かったです。また、来年も地域の方々など
と訓練をしたいです。
２年 C
地震や津波は、いつくるか分からないからこそ地域の人、同じ学校の
人といざとなったら協力することが大切だなと感じた。避難者をサポー
トするのは、力仕事だけではないから、自分に出来ることを頑張ろうと
思った。避難者には、高齢者、障害者、妊婦、子連れの人などいろんな
人がいるので、それぞれに合った対応をして、避難者を安心させてあげ、
避難者の要望をしっかり聞いて、「ここにいれば安全だ」と思わせられ
るようにしたい。そして、自分自身の身は自分で守れるようにしたいで
す。
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下越地区駅伝大会の結果
１０月６日（水）に下越地区駅伝大会が、新発
田市五十公野競技場を中心とした特設コースで行
われました。夏の暑い時期から積み重ねてきた練
習の成果を十二分に発揮してくれました。男子は、
県大会出場権を獲得しました。県大会は１１月５
日（金）小千谷市白山運動公園陸上競技場周辺特
設コースで行われます。練習を継続してさらに高
みを目指してほしいと思います。
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これからの予定
１１月の予定
１ 日(月) オリパラ講演会① 生徒朝会 駅伝激励会
２ 日(火) オリパラ講演会② 歯科指導(２年)
３ 日(水) 文化の日 バレー新人戦
４ 日(木) 市小中再編懇談会
５ 日(金) 県駅伝大会 小中合同あいさつ運動
６ 日(土)
バスケ新人戦・野球トキカップ
７ 日(日) 地区新人卓球
テニス男子団体
８ 日(月)
９ 日(火) 市中学校音楽発表会(３年参加)
10日(水) テスト範囲配付
11日(木) プロジェクト支援訪問 部活動なし
12日(金) 福祉協力活動(３年)
13日(土)
14日(日)
15日(月) 全校朝会 諸校費引落日
16日(火)
17日(水) いじめ見直しゼロスクール集会
18日(木) 学校運営協議会
19日(金)
20日(土)
ﾒﾃﾞｲｱｺﾝﾄﾛｰﾙｳｨｰｸ
２１日（日）
２２日（月）
２３日（火） 勤労感謝の日
２４日（水） 期末テスト①
２５日（木） 期末テスト②
２６日（金） 進路説明会(３年) 専門委員会
２７日（土）
２８日（日）
２９日（月） 生徒朝会
３０日（火） 生徒会立会演説会
部活動 17:30 終了
17:40 完全退校
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１日(水)
２日(木)
３日(金)
６日(月)
７日(火)
８日(水)
９日(木)
13日(月)
14日(火)
15日(水)
22日(水)
24日(金)
25日(土)
７日(金)
10日(月)
11日(火)
12日(水)
17日(月)
20日(木)
24日(月)
25日(火)
26日(水)
27日(木)
28日(金)

１２月の予定
生徒会役員選挙投開票
選挙結果発表
耳鼻科検診
生徒朝会（認証式）
期末保護者会①
〃 ② 薬物乱用防止教室(２年)
〃③
冬休み指導
職場体験発表会(２年)
諸校費引落日
生徒会クリスマス集会
終業式
冬休み（～1月６日）
１月の予定
始業式
成人の日
専門委員会
生徒朝会
諸校費引落日
入学説明会・体験授業
拡大評議員会
３年三者面談（～27日）
標準学力検査①
標準学力検査②
専門委員会

