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真野中学校６月号（486号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和４年６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

一生懸命だと知恵が出る

校長 中川 久雄

田んぼの苗が梅雨の雨で日に日にその背丈を伸ばし、生き生きとしてきました。校庭の

花々も一層美しさを増し、生徒たちを優しく迎え入れてくれます。うっとうしい季節では

ありますが、植物にとっては恵みの雨。水やりをしばし休んで、日本の四季をじっくりと

味わうのも趣があるのではないでしょうか。

そんな梅雨入り前の今月２日（木）～４日（土）、３年生の修学旅行で緑豊かな長野・

山梨方面に行ってきました。トイレ休憩で立ち寄ったあるサービスエリアに、武田信玄の

生誕５００年を記念した展示コーナーがありました。上記のタイトル「一生懸命だと知恵

が出る」は、その武田信玄が言ったとされる言葉の一部です。

一生懸命とは、文字どおり、命を懸けて物事を行うことです。命懸けでやれば、何が何

でもやろうとするので、集中力が増し、もっている知識や過去の経験などを総動員するか

ら、知恵が出るのだと思います。

実は、この「一生懸命だと知恵が出る」には続きがあって、「一生懸命だと知恵が出る。

中途半端だと愚痴が出る。いい加減だと言い訳が出る。」です。

中途半端とは、態度や行動などが徹底せず、どっちつかずの状態です。やるのかやらな

いのかはっきりしない状態であれば、気分も乗らないし満足した結果も得られないので、

愚痴しか出ません。

いい加減とは、仕事や学習などを最後までやり遂げなかったり、適当に終わらせてしま

う状態です。このような投げやりな態度では、良い結果など得られるはずがありません。

にもかかわらず、その結果を素直に受け入れられず、または叱られたときに「自分ばっか

り」などと言い訳をしたりします。

そもそも、一生懸命であれば、中途半端になる暇もないし、いい加減になる暇もありま

せん。 つまり、一生懸命であれば、愚痴を言う暇も言い訳

を言う暇もないのです。もし、愚痴や言い訳が出てしまっ

たら、一生懸命ではなくなった証拠だと自戒すべきではな

いでしょうか。

今学期も残すところ１か月を切りました。学期末を迎え、

各学級で今学期の振り返りが行われると思いますが、愚痴

や言い訳をついつい口にしたことはなかったでしょうか。

残り３週間、全力で一生懸命に毎日を過ごしてみましょう。

愚痴や言い訳を乗り越えると、新しい知恵が湧いてきます。
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各種大会の成績
◎佐渡市中学校球技大会の結果
５月２６日(木)・２７日(金)・２８日(土)の３日間、佐渡市各地で佐渡市中学校球技大会が開

催されました。どの会場でも熱戦が繰り広げられ、多くのチーム・個人が地区大会への切符を手
にしました。地区大会・県大会と更に上のステージへ進出する生徒もいます。佐渡・下越の代表
としてさらに頑張ってほしいと思います。

【卓球部】
（男子団体）予選リーグ敗退

対 松ヶ崎中（３－１）勝ち 対 両津中（１－３）負け
対 高千中 （３－１）勝ち

（女子団体）予選リーグ２位
決勝トーナメント 対 両津中（１－３）負け

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３位入賞 地区大会出場
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（男子個人）水澤昊優 第３位 地区大会出場
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（女子個人）工藤彩乃 優 勝 地区大会出場

【ソフトテニス部】
（男子団体） → 予選敗退
第１試合 対 南佐渡中（０－３）負け 第２試合 対 新 穂 中（１－２）負け

（女子団体） → 予選２位通過
第１試合 対 新穂中（１－２）負け 第２試合 対 佐和田中（２－１）勝ち

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥順位決定戦 対 金井中（２－１）勝ち ３位で地区大会出場
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（女子個人） 大久保伊織・松本愛花 ペア 優勝 地区大会出場

【バレーボール部】
１回戦 対 畑野中（１－２）負け

【バスケットボール部】
（女子）
１回戦 対 佐和田中（52－33）勝 ち 準決勝 対 両 津 中（30－55）負け
地区代表決定戦

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥対 南佐渡中（67－44）負け ３位 地区大会出場

（男子）
１回戦 対 新穂中（21－102）負け → 予選敗退

【野球部】
１回戦 対 佐和田中（０－17）負け → ５位決定戦へ
１試合目 対 南佐渡中（１－23）負け

◎下越地区陸上競技大会の結果（6/15・16）
陸上競技

‥‥‥入賞 後藤 晴瑠 400ｍ ２位 県大会出場
‥‥‥〃 200ｍ ７位 県大会出場
‥‥‥髙野 佑輔 3000m ２位 県大会出場
‥‥‥〃 1500m ２位 県大会出場
‥‥‥本間 琳太郎 3000m ５位 県大会出場
‥‥‥〃 1500m ６位 県大会出場
‥‥‥柴原 煌 走高跳 ５位 県大会出場
‥‥‥〃 四種競技 ５位 県大会出場
‥佐々木千翔 砲丸投げ１０位 繰上げで県大会出場
‥‥臼木 想 四種競技 ７位 県大会は６位まで

川岸 響 三段跳 ２位 県大会種目なし
松田 大翔 三段跳 ４位 県大会種目なし

‥‥‥高橋 世凪 100mH ２位 県大会出場
‥‥‥銀水 千夏 走幅跳 ２位 県大会出場
‥‥‥石塚 青葉 走幅跳 ７位 県大会出場
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低学年４×１００ｍR ２位 伊藤椿、赤塚結月、池田灯、石見碧葉
‥共通 ４×１００ｍR ６位 伊藤未潤、津田遙、高橋世凪、銀水千夏 県大会出場

◎下越地区水泳大会の結果（6/20・21）

水泳（県大会出場権獲得記録会 下越地区順位）

佐々木千翔 男子100m自由形 ６位 ・ 50m自由形 ３位 陸上出場で辞退
髙野 佑輔 男子100m自由形 １位 ・ 200m自由形 ２位 陸上出場で辞退
臼木 想 男子100m自由形 ４位 ・ 50m自由形 ４位 県大会出場
本間琳汰郎 男子100mバタフライ ３位 ・ 男子200m自由形 ６位 陸上出場で辞退
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ・ﾘﾚｰ 陸上出場で辞退

伊藤 椿 女子100m平泳ぎ １位 ・ 200m平泳ぎ ２位 県大会出場

◎下越地区総合体育大会の結果（6/24・25）

卓 球

（女子団体）対 中条中（０－３）負け 対 新発田川東（０－３）負け
対 水原中（２－３）負け 対 黒 川 中（１－３）負け
→ 準決勝リーグ敗退

（男子個人）水澤昊優 ４回戦敗退
（女子個人）工藤彩乃 ４回戦敗退

ソフトテニス

女子団体 トーナメント
対 加治川中（２－１）勝ち
対 中条中 （０－３）負け

女子個人 大久保伊織・松本愛花 ペア 予選リーグ
対 聖籠中（４－２）勝ち 対 猿橋中（２－４）負け

予選リーグ敗退

バスケットボール

女子 対 村上中等（６０－３０）勝ち 対 村松桜中（６０－３６）負け

柔 道

男子個人 笠井 瑛太 55kg級 第7位
若林 潤介 50kg級 第7位

‥女子個人 池田 灯 52kg級 第3位 県大会出場

６月の教育活動から

６月１７日、長石浜海岸にて小中合同海岸クリーン作
戦を行いました。太陽の照りつける暑い中、小学生と中
学生が声をかけ合いながら協力してゴミ拾いを行いまし
た。大きなゴミ袋で３４袋ものゴミを拾うことができま
した。ボランティアで参加くださいました地域の方々、
民生児童委員の方々のお陰で、とてもきれいな海岸とな
りました。ありがとうございました。是非一度、きれいになった海岸へ遊びにおいでください。

（文責：金子CSﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）
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真野小学校で
月１回行われて
いる児童への読

み聞かせ活動に、中学生がチャレンジしました。図書委員会で
協力者を募り、６月１６日(木)３名の中学生が２年生の児童を
前に、上手に絵本の読み聞かせを行いました。児童の感想もと
てもよかったと聞いています。

今後の予定
７月の予定 ８・９月の予定

１日(金) 通信陸上① 小中合同あいさつ運動 8/12～16 学校閉庁

２日(土) 通信陸上② 8/26 始業式

３日(日) 9/ 1 体育祭予行日

４日(月) 9/ 3 体育祭

５日(火) 総合郷土⑦ 9/ 4 トライアスロン

６日(水) 巡回図書（～8日） 9/ 5 振替週休日

７日(木) 9/ 6 総合郷土⑨

８日(金) 眼科検診 漢字検定 9/ 8 マナー講座（２年）

９日(土) 9/ 8 生き方トーク（２年）

10日(日) 9/ 8 ３年実力テスト

11日(月) 全校朝会 県大会激励会 9/13 総合郷土⑩

12日(火) 総合郷土⑧ 9/14 駅伝大会激励会

13日(水) 期末保護者会① 9/16 佐渡市中学校駅伝大会

14日(木) 期末保護者会② 9/20 総合郷土⑪

15日(金) 専門委員会④ 諸校費引落 9/22 ３年生修学旅行発表会

16日(土) 県総体① 9/27 総合郷土⑫

17日(日) 県総体② 9/28・29 ２学期中間テスト

18日(月) 海の日 県総体③ 9/29 １年金山学習

19日(火) 校内球技大会

20日(水)

21日(木)

22日(金) １学期終業式 体育祭結団式

23日(土)

24日(日)

25日(月) 夏季休業（～８／２５）

26日(火)

27日(水)

29日(木)

30日(金)

31日 (土)

※部活動 １８：００終了 １８：１０完全下校


