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真野中学校（484号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和４年４月２８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

たくましく成長するための支えに

校長 中川 久雄

真野湾から吹く風も日に日に暖かくなり、春本番を迎えました。４月６日に新入生３

３名を迎え、２年生３８名、３年生３５名、計１０６名で令和４年度の真野中学校がス

タートしました。新年度の始まりというのは、多かれ少なかれ誰もが希望と不安の入り

交じった複雑な心境になります。その中で、生徒たちが自分の力で力強く歩みを進め不

安や困難を乗り越えられるよう、保護者や地域の皆様と共にしっかりと支えていきたい

と思います。

支えるというのは、失敗させないように先回りして助けることではありません。失敗

から学ぶ、挫折を糧にするという経験はとても大切ですし、失敗を恐れていると挑戦す

る心や自分の可能性が失せていきます。また、失敗や挫折を通して、子どもは他者の協

力や支えが必要だということを学びます。

小学校６年生のある女子は、入学してくる１年生の世話をするのをとても楽しみに

して４月を迎えました。最初の仕事が、入学式で１年生の手を引いて席まで連れて行く

ことでした。ところが、席に座らせる直前に、彼女はじゅうたんに足をとられ、転んで

しまったのです。手をつないでいた１年生もそのはずみで一緒に転んでしまい、大声で

泣き出しました。彼女は、強く打った自分の膝の痛みも忘れて、１年生を介抱しました。

自分の席に戻った彼女は涙で頬を濡らしたまま、歯を食いしばって沸き起こる感情を我

慢していました。彼女のそうした様子を見て、担任の先生は声をかけずにそっとしてお

きました。自分で自分の行動を悔い、必死で耐えようとしていたからです。そして、式

が終わると「よく我慢したね。１年生とはこれからだ。いくらでも挽回できる。応援し

ているよ。」と声をかけました。その後、友達からの温かい励ましもあって、彼女は懸

命に１年生の世話をしました。それから１０数年、今は、立派な教師になっています。

ある先輩の先生が教えてくださった話を、紹介させていただきました。失敗にくじけ

ないというのは、失敗をしなくなることではなく、失敗から何を学ぶかだと感じました。

このように、１０６名の生徒がたくましく健や

かに成長するよう、「信頼関係に基づく学校づくり」

・「生徒が意欲的に活動する学校づくり」・「保護者

や地域の人々と共に取り組む学校づくり」を学校

経営の柱に据え、２６名の教職員と共に、一人一

人の生徒を大切にした教育活動に全力を尽くして

まいります。保護者・地域の皆様も、「チーム真

野中」の一員として、今まで以上のご支援とご

協力を、よろしくお願いいたします。
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４月の教育活動から
６日（水）には、新任式・始業式・入学式が行われました。

〈 新任式 〉

教頭：池 正裕（加茂市立七谷中学校より）

教諭：安原 菜摘（燕市立燕中学校より）

教諭：工藤 大人（新発田市立本丸中学校より)

教諭：磯部 八穂（佐渡市立畑野中学校より）

教諭：村川比奈子（兼務校配置換え）

養護教諭：小林美奈子（長岡市立桂小学校より）

庁務員：佐藤 浩樹（佐渡市立畑野小学校より）

介助員：計良 裕美（佐渡市立金井小学校より）

心の教室相談員：山岸 恵子（派遣校配置換え）

ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ：宋 暁 梅（新採用）

ｽｸｰﾙ･ｶｳﾝｾﾗｰ ：仲田 美穂（派遣校配置換え） 【新任式】

令和４年度の教職員体制です。
※総勢２７名の職員です。よろしくお願いいたします。

校 長 中川 久雄 教 頭 池 正裕（数学） 教務主任 本間 悟（理科）
檀副任

１年主任 真子 和哉（国語） １年担任 安原 菜摘（数学） １年担任 工藤 大人（英語）
檀Ｂ担任

２年主任 北 修介（国語） ２年担任 磯部 八穂（数学） 養護教諭 小林 美奈子
担任 ２年副任

３年主任 橘 和広（社会） ３年担任 日下 能婦子（英語） ３年副任 土屋 純子（保体）
檀Ａ担任

事務職員 本井 颯 兼務教諭 村川 比奈子（音楽） 兼務教諭 川原 幾代子（技術）

講 師 原田 国男（美術） 通級指導 萩野 恵 庁務員 佐藤 浩樹

介助員 山本 てるよ 介助員 計良 裕美 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 宋 暁梅

心の教室相談員 山岸 恵子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 仲田 美穂 図書館事務 遠藤 悠子

ＡＬＴ エミリー･ウィザーズ 地域教育CO 伊澤 美惠子 CSﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 金子 直美

〈 始業式 〉
始業式では、２、３年生のそれぞれの学年代表が決意

発表を行いました。２年生代表 ｢言われたことをただや
るだけでなく、自分で考え、判断し、行動することが自
分をレベルアップさせるポイントだと思う｣ 、３年生
代表 ｢今年は、これまでの反省を活かし自己管理をしっ
かり行い、受験生として学習習慣を身に付けること、そ
して、毎日を後悔しないよう全力で楽しみたい｣と新年
度を迎えての抱負を堂々と述べました。

【代表生徒による決意発表】
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３３名の新入生を迎えました。
学級担任の呼名に対し、全員が堂々と大きな声で

返事をしました。
また、生徒会長の「歓迎の言葉」に対して、新入

生代表が「誓いの言葉」を述べ、新入生は決意を新
たにしていました。入学式後には、保護者の皆さん
と記念写真を撮り、その後、初めての学級活動で、
新しい中学校の教科書を受け取りました。新入生の皆さんには、これからの３年間で真野
中学校で大きく成長してくれることを願っています。

生徒会オリエンテーション
４月８日（金）の５、６限に、生徒

会オリエンテーションが行われました。
生徒会本部を中心に、新入生に中学校
での活動のもととなる生徒会活動と部
活動を紹介し、早く慣れてもらおうと
いう行事です。今年度は、感染症対策
を行いながらのオリエンテーションで
したが、３年生の堂々とした発表に新１年生も真剣な眼差しで参加することができました。

自分の命は自分で守る
新型コロナウイルス感染、災害や事故、事件など、生命の危険に関するニュースが報道

されています。ＧＷ前の全校集会で「自分の命は自分で守る」ことを再度確認し、場に応
じた正しい判断ができるよう日頃から様々なことを想定して生活していくことを生徒に指
導しました。ご家庭でも確認をお願いいたします。

「自分の命は自分で守る」（生徒への指導内容）
（１）感染拡大防止の徹底。健康観察、検温表記入、手洗い、換気、体調管理。
（２）小中学生の交通事故が増えている。細心の注意を！！
（３）不審な電話があったら、必ず家の人にかわる。家の人がいない場合は電話を切る。
その後すぐに家の人に電話をするか学校に電話をして、親や先生の到着を待つ。

（４）同様のことがあった場合は、すみやかに警察に通報する。

４月２８日（木）にＰＴＡの本部役員会・専門部員会・学級委員会・評議委員会があり、
令和４年度の活動計画を審議いたします。今年度も総会は行わず、書面決議とする予定です。
無理は出来ませんが、できることから少しずつ活動に取り組みます。５月６日に配付する議
案書に目を通していただき、回答票の提出をお願いします。
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今後の予定
５ 月 の 予 定 ６月の主な予定（案）

１日(日) ２(木)3年生修学旅行(１日目)＊

２日(月) 午前４限授業 部活動なし ３(金)3年生修学旅行(２日目)＊

３日(火) 憲法記念日 ４(土)3年生修学旅行(３日目)＊

４日(水) みどりの日 ７(火)総合郷土④

５日(木) こどもの日 ９(木)歯科検診

６日(金) 陸上大会激励会 10(金)下越地区大会激励会

７日(土) 14(火)総合郷土⑤

８日(日) 15(水)下越地区陸上大会①

９日(月) 諸校費引落日

10日(火) 佐渡市陸上大会 16(木)下越地区陸上大会②

11日(水) 陸上大会報告会 17(金)小中海岸清掃

12日(木) 専門委員会 19(日)真野地区のつどい

13日(金) 生徒総会 20(月)下越水泳①

14日(土) 21(火)下越水泳②、総合郷土⑤

15日(日) 24(金)下越球技大会１日目

16日(月) 諸校費引落日 25(土)下越球技大会２日目

17日(火) 総合郷土① 26(日)下越球技大会３日目

18日(水) 尿検査二次、フッ化物洗口 29(水)期末テスト①

19日(木) 30(木)期末テスト②

20日(金) 耳鼻科検診 ７月の主な予定（案）

21日(土) １(金)通信陸上①

22日(日) ２(土)通信陸上②

23日(月) 全校朝会、緑の少年団入団式（２年） ５(火)総合郷土⑦
教育実習生（～６／１０）

24日(火) 総合郷土② ８(金)眼科検診

25日(水) 15(金)諸校費引落日

26日(木) 佐渡市中学校体育大会① 16(土)～18(月)県総体

27日(金) 佐渡市中学校体育大会② 22(金)１学期終業式

28日(土) 佐渡市中学校体育大会③

29日(日)

30日(月) 拡大評議・専門委員会③

31日(火) 総合郷土③

※部活動 １８：００終了 １８：１０完全下校

今年度、佐渡市陸上大会は５月１０日に行われますが、今
年も残念ながら市内全中学生が集う形式ではなくなりまし
た。真野中生は、陸上競技場に隣接する学校であるため、大
会に出場する選手だけでなく補助役員等で大会を盛り上げる
形で全校で参加します。また、佐渡市体育大会は５月26～28
日の３日間で行われます。例年と異なり戸惑うことも多いか
もしれませんが、できる範囲でできることを精一杯取り組ん
でほしいと思います。

＊体育大会 種目別実施日

野 球 ５月26日・27日
( 予備日28日・29日)

卓 球 ５月27日・28日
ソフトテニス ５月26日・27日
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ５月26日・27日
バレーボール ５月28日

＊コロナ感染状況により、会場・日程変

更の可能性もあります。


