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久雄

木々もすっかり葉を落とし、吹く風も日に日に冷たくなるなど、季節はすっかり冬
の装いです。寒さを迎え心配されるのが、かぜやインフルエンザの罹患です。また、
新型コロナウイルスの感染再拡大も心配です。学校では、でき得る限りの予防や対策
に努め、残りの２学期を乗り切りたいと思います。ご家庭でもご協力や対応をお願い
します。
さて、先日の２６日に３年生の進路説明会が行われましたが、強い意志で進路実現
のために弛まぬ努力を続け、ついに夢を叶えた真野中の先輩がいます。その先輩に関
する話を今月の全校朝会でしましたので、以下に紹介させていただきます。
２学期の始業式と９月の学校だよりで、夢の実現や夢をもつ大切さについての話
を紹介しました。それから１～２か月ほど経った１０月１１日、みなさんの先輩が
大きな夢を叶えました。その夢を叶えた先輩の名は、菊地大稀(たいき)さん。何と、
育成枠ではあるものの、佐渡出身者で初めてプロ野球のドラフト会議で指名された
のです。菊地投手は直後のインタビューで入団の意思を示しているので、まもなく
正式に佐渡初のプロ野球選手が誕生します。そして、その人が真野中の卒業生とな
れば、プロ野球ファンでなくても応援したくなるのではないでしょうか。育成選手
では、一軍の試合に出場できないので、一日も早く支配下選手登録を勝ち取って一
軍に上がり、テレビで観戦できる日が来ることを期待したいものです。
ところで、この菊地投手は今から４年前の佐渡高校３年生のときも指名されるの
ではないかと言われていました。しかし、プロの壁は厚く、指名漏れを経験しまし
た。菊地投手は、悔しさとともに自身の力不足を自覚し、投手育成で評判の高かっ
た神奈川県の大学に進学しました。そして、小さい頃からの夢であるプロ野球選手
を叶えるため、ウエイトや投げ込みなどにも意欲的に取り組んでチームのエースに
まで成長しました。
プロ野球選手になるという夢を叶えた菊地投手には、夢の続きがあるそうです。
それは、「佐渡の子どもたちに、もっともっと野球をやってもらうこと。」だそうで
す。何だ、そんなことかと思ったかもしれませんが、そもそも菊地投手がプロ野球
選手を目指した理由の一つが、「佐渡で野球をやっていてもプロ野球選手になれる
ことを証明し、佐渡の子どもたちに夢を与えたい」でした。指名後のインタビュー
でも、「今回、指名されて、ここから自分が活躍すれば、もっともっと野球をして
くれる子どもたちが増えると思います」と自身のさらなる夢を力強く語っています。
自らの夢を叶え、さらには故郷の子どもたちに夢を与えようとしている菊地投手は、
真野中の誇りであり、みなさんの良きお手本です。
夢は逃げていきません。夢は諦めたとき、文字どおり夢となってしまいます。み
なさんの先輩・菊地投手のように、挑戦し続けることが大切です。菊地投手に続き、
多くの真野中の生徒が夢や目標を叶えることを期待し、今日の話の結びとします。
実は、今から８年前、私が相川中の野球部監督だったとき、当
時真野中の２年生だった菊地投手と市内大会で対戦しています。
その時の相川中野球部は市内大会２連覇中で、３連覇を目指して
いました。その当時は３連覇を成し遂げた学校はなく、私の夢は
３連覇を達成することでした。しかし、その夢は後に佐渡初のプ
ロ野球選手となる菊地投手によって打ち砕かれました。今振り返
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ってみると、もちろん菊地投手の投球が素晴らしかったこともありますが、どこか私
の中に「このチームで優勝するのは難しいかもしれない」という不安や弱気な部分が、
夢の実現を妨げたのではないかと思います。
高校卒業時に指名漏れしても、希望を胸に入学した大学でけ
がに泣かされても、プロ野球選手になるという夢をしっかり見
据えて努力を続けた菊地投手のように、やはり、夢や目標を叶
えるには強い意志が必要だということを、改めて教えてもらい
ました。
我々教職員一同は、菊地投手の偉業を励みに、今後も生徒た
ちの夢や目標の実現に向けて、日々全力でサポートしていきま
す。生徒も教職員も互いに夢を語り合い共に成長する学校づく
りに向け、これからもより一層、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。

【菊地大稀先輩を囲む会】
１１月２５日（木）に、菊地大稀先輩が真野
中学校に来てくださいました。そして全校生徒
の前で、夢を持つことの大切さ、好きなことに
チャレンジする心、そして中学校時代に頑張っ
て欲しいことなど、自身の経験を元に、後輩た
ちに温かいメッセージを送って下さいました。
また、大稀先輩には、花束と全校生徒・職員か
らの寄せ書きをプレゼントし、これからの活躍を応援し、先輩と記念撮影を行いました。

「大稀先輩。頑張ってください。」

１１月の教育活動

１１月１日（月）・２日（火）の両日、真野小と合同のオリパラ教育を実施
しました。今夏の東京パラリンピックで活躍された陸上競技・走幅跳びの山本
篤選手をお迎えし、１日目は真野体育館で「挑戦すること」について講演をい
ただき、２日目は佐渡市陸上競技場で、実技指導をしていただきました。早く
走る４つのコツを意
識しながら、実際に
みんなで走ってみま
した。そして最後は、
男女別のリレー対決
で盛り上がりまし
た。

１１月２日（火）歯科衛生士の髙柳美佐緒さんをお招きし、２年生が
歯科指導を受けました。「８０２０運動」という運動があります。８０
歳になっても２０本以上自分の歯を保とう」というものです。若いうち
から、正しいブラッシングが予防につながります。楽しく充実した食生活を送り続けるためには、
毎日の取組が大事です。教えていただいたことを継続していきましょう。
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１１月１７日（水）に、より良い仲間づくり集会が行われました。Ｓ
ＮＳの使い方やＳＮＳで起こるトラブル事例について考える活動を通し
て、正しい使い方と友達との関わり方を学ぶ機会として生徒会が企画しました。ビデオを視聴し
たあと、どういう返信がいいのか、悪いのかグループに分かれて話し合いました。かつては、い
じめ撲滅運動という形でいじめについて考え、標語を作る活動でしたが、形を変えて友人とより
良い関係を築く活動に取り組んでいます。
真野中学校でも今年度は２件のいじめ事案が発生しています。重大事態には至っていませんが、
相手を思いやり望ましい友人関係を日頃から築いていくことが大切と考えています。学校でも、
ちょっとした言葉がけにも注意するよう指導しています。ご家庭で、話題にしていただけたらあ
りがたいです。

先日の文化祭アンケートにご協力いただき、ありがとうございまし
た。新型コロナウイルスへの対応につきましては、賛否両論も予想さ
れる難しい対応となってしまいました。受付業務をＰＴＡにお願いす
る関係上、受付し易い入場券制にしたことで保護者の皆様には分かり 11月９日(火)佐渡市音楽
にくくなりご面倒をおかけしました。また、地域発信活動となるDVD 発表会に３年生が出場
製作を同時に進めさせていただいたことで、食堂での視聴も可能には (アミューズメント佐渡）
なりましたが、昨年度に続くコロナ禍のチャレンジ的なものです。紹
介して期待させても失敗してしまう可能性もありました。実際に当日は、全校パフォーマンスの
映像が切れてしまいました。ご理解いただけたらありがたいです。
【保護者の皆様の感想・声】
○ 細かな配慮がされてい
保護者アンケートより
て、安心して鑑賞すること
大変よかった
よかった
あまり
よくなかった
ができました。ありがとう
各学級の展示作品はいかがで
ございました。
32.0％
64.0％
4.0％
0％
○ コロナウイルス感染症へ したか
の対応で家族１人のみの入 工芸、生花、竹細工の展示作
27.5％
72.5％
0％
0％
場でしたが、２人だと父親 品はいかがでしたか
も母親も見ることができて 茶道のお点前はいかがでした
34.5％
62.0％
3.5％
0％
よかったのにと思いまし か
た。
「音楽発表会」の実施（マス
26.0％
62.0％
12.0％
0％
○ 生徒の妹弟を連れての入 ク着用）はいかがでしたか
場ができないため、子ども
を預けるなどの対応をしな 「音楽発表会」の生徒の様子
37.5％
62.5％
0％
0％
はいかがでしたか
くてはならず、少し戸惑い
を感じた。小学生も中学年 「生徒会企画の部」はいかが 31.0％
59.4％
7.2％
2.4％
でしたか
以上くらいになると中学生
へのあこがれもあるので、
見学の機会が、郷土芸能以外もあったらいいなと思いました。
○ もう少しやれることがあったのではないか。こんなやり方なら小学校みたいな実施で十分。
○ 入場制限については、３年生の家族２～３人までにしてもよかったのではないでしょうか。
ランチルームで鑑賞できることも事前に伝えて欲しかったです。
○ 楽しいバザーも保健整備部の皆さんでがんばっていただいたおかげで、生徒の皆さんの楽し
そうな顔が印象的でした。本当にありがたかったです。
○ 各家庭１人の観覧はとても残念でした。マスクをしての合唱は表情が分かりづらかったです。
コロナ対策のため、色々と制限されてしまい残念でしたが、その中でも楽しく文化祭ができて
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○

良かったです。
文化祭を開催していただき、子どもが楽しい文化祭だったと喜んでいました。各学年での合
唱発表もあり、子どもたちの美しい歌声を聞くことができました。ありがとうございました。
残念だったのが、ステージ発表の合唱、リコーダー部の演奏の子どもたちの姿が見れなくて残
念な思いをしていた方々がたくさんいました。ステージの準備が大変かもしれませんが、全員
がステージ上にいたら姿が見えますので、来年の発表はステージ下ではやらないでいただきた
いです。

【３年生の感想】
○

生徒みんながどういうふうに作品を作りたいのかという思いがひしひしと伝わった。合唱も
同じで気持ちがこもっていて素晴らしかった。ステージ発表は面白かった。３年間を通して真
野中学校の文化祭は最高だということを学んだ。
（ Ａ ）
○１～３年生の作品や発表を見て、全て芸術的だった。そして、２年生が有志発表で全体を盛り
上げていたのでリードされたなと思いました。来年も良い文化祭になるなと感じた。
（ Ｂ ）
○自分以外の、特に他学年の作品を見る良い機会になりました。作品は人それぞれの個性が出て
いて芸術を感じました。合唱もそれぞれの学年の個性が出ていて練習の成果が出ていると感じ
ました。自分達の合唱は、当たり前だけど聴けませんでしたが、他学年に負けないぐらい個性
が出ていたらうれしいです。（ Ｃ ）

これからの予定
１２月の予定
１ 日(水) 生徒会役員選挙投開票 ３年実力テスト
２ 日(木) 福祉体験（３年）
３ 日(金) 耳鼻科検診（全校）
４ 日(土)
５ 日(日)
６ 日(月) 生徒朝会（認証式）
７ 日(火) 期末懇談会①
８ 日(水) 期末懇談会② 薬物乱用防止教室（２年）
９ 日(木) 期末懇談会③
10日(金)
11日(土)
12日(日)
13日(月) 冬休みの指導
14日(火) 職場体験発表会（２年、１年参観）
15日(水) 保育実習（３年） 諸校費引落日
16日(木)
17日(金)
18日(土)
19日(日)
20日(月)
２１日（火）
２２日（水） 生徒会レク（クリスマス集会・球技大会）
２３日（木）
２４日（金） 終業式
２５日（土）
冬休み（～1/6)
２６日（日）
２７日（月）
２８日（火）
２９日（水） 年末休業
３０日（木） 年末休業
３１日（金） 年末休業
部活動 17:00 終了
17:10 完全退校
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３学期の予定
１月
１日(土) 元日
２日(日) 年始休業
３日(月) 年始休業
冬休み
７日(金) ３学期始業式
10日(月) 成人の日
11日(火) 専門委員会⑨
12日(水) 生徒朝会、命の授業（1・2年）
14日(金) 命の授業（３年）
、英語検定
17日(月) 諸校費引落日
20日(木) 新入生入学説明会（小６・保護者）
24日(月) 拡大評議員会
25日(火) ３年進路面談（～27日）
26日(水) 標準学力検査（～27日）
28日(金) 専門委員会⑩
２月
１日(火) 生徒総会 ﾉｰﾒﾃﾞｨｱｳｨｰｸ（2～9日）
９日(水) 期末テスト①
10日(木) 期末テスト②
11日(金) 建国記念の日
14日(月) 全校朝会、学校運営協議会
15日(火) 諸校費引落日
18日(金) 三送会、PTA総会
23日（水） 天皇誕生日
24日(木) 拡大評議員会
25日(金) 専門委員会
27日(日) 真野地区芸能祭
３月
１日（火） 同窓会入会式（３年）
３日(木) 公立一般入試（～４日）
７日(月) 卒業証書授与式
24日(木) ３学期終業式

