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真野中学校７月号（487号）真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和４年７月２２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

「努力」と「自律」が習慣化する夏休みに
校長 中川 久雄

観測史上最速で梅雨が明け、農作物や生活用水が心配されましたが、梅雨空を思わせるこ
こ１週間の雨で少しは持ち直したのでしょうか。３年生が技術の時間で栽培している鉢植え
も一息つき、収穫のピークを迎えています。
今学期早々、島内の新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が真野地区を中心に急増しま

した。そのため、修学旅行の延期を余儀なくされるなど、不安定な新学期の始まりでしたが、
その後は、大きな計画変更や事故等もなく、何とか夏休みを迎えられそうです。これもひと
えに、保護者、地域の皆様、関係諸機関の皆様からのご理解とご支援のお陰と感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。夏季休業中におきましても、地域で子どもたちの様子に気
を配っていただければと思います。よろしくお願いいたします。
さて、今月の全校朝会で、努力の意味について下記のような話をしました。

私は「努力すること」には、三つの大きな意味があると思います。
一つ目は、佐渡市体育大会の報告会で話したように、「目標や夢を追いかけ努力していた

時間、人は輝きを放つ」ということです。努力することは苦しいことの方が多く、時にはか
っこ悪く映るかもしれませんが、何かに打ち込んでいる人の姿は輝いて見えます。
二つ目は、「努力によって人は成長する」ということです。結果として目標や夢を達成す

ることができなかったとしても、努力するという行為そのものに、人間としての大きな価値
があります。辛いことに対しても決してあきらめず、目標や夢に向かって努力を継続するこ
とで、間違いなく人は成長します。
三つ目は、「努力する姿を認めてくれる人がいる」ということです。仮に良い結果が得ら

れなかったとしても 、黙々と努力する姿を周りの人が必ず見ています。そして、その姿を
高く評価しています。長い人生の中では、「目標や夢の実現」という結果を出すことよりも、
こうして周りから評価されて築いた信用の方が、大きな力になることが少なくありません。
これからも、今話をした「努力の意味」を心に刻み、何事にも努力する生徒になってくだ

さい。

また、今日の終業式で、以下のようなタイムマネジメントの話をしました。

この夏休みは、律するほうの「自律」、特に自分で時間を管理する〈タイムマネジメ
ント〉に取り組んでもらいたいと思います。と言っても、特別なことをするわけではあ
りません。自分で立てた生活予定表どおりに生活するだけです。夏休み中は、先生方が
「時間だよ」とか「～しなければならないよ」などと、声を掛けることはできません。
立つほうの「自立」のためにも、自分自身で時間や行動をコントロールできる訓練をし
てもらいたいと思います。

国民栄誉賞を受賞した松井秀喜さんは、「僕は才能はないけど、人
よりも努力することはできる。」と言っています。また、「あの人は
努力家だ」とか「自分をコントロールできる」という評価は、将来、
仕事をしたり人と関わったりしていく上で、とても重要な資質にな
ってきます。
２学期以降のさらなる成長につなげるためにも、少しずつ「努力」

と「自律」を習慣化してほしいと思います。
保護者、地域の皆様におかれましても、何かの機会に、または意

図的に、人生や社会人の先輩としてご教示くださいますようお願いいたします。
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６月３０日（木）、１年生は総合的な学習の時間
で、小木の「深浦学舎」へ行き、太鼓体験学習に取
り組みました。佐渡を拠点に国際的に活動している

「鼓童」の経験と蓄積をいかした体験プログラムを経験してきました。１年生みんながと
ても楽しそうに体験していました。

男子の部 優勝 ３年生チーム
２位 ２年生チーム
３位 １年生チーム

女子の部 優勝 ３年生チーム
２位 ２年生チーム
３位 １年生チーム

７月１９日（火）、校内球技大会が行われました。今回
の種目はドッジボールです。各学年の団結をねらいとして
生徒会応援団が中心となり企画されました。どの学年も大
いに盛り上がり、白熱した球技大会となりました。さらに、
クラスの団結、全校生徒の団結に向けて学校生活を頑張っ
て欲しいと思います。

令和４年度体育祭スローガンが決まりました

～ 戮力協心 ～
りくりょくきょうしん

体育祭スローガンが決まり、いよいよ動き出します。
今年度は、佐渡市陸上競技場での実施となります。コロ
ナ禍の中、制限された状況での体育祭実施となりますが、
真野中生が一致協力して体育祭を成功させて欲しいと思
います。

第76回 真野中学校体育祭

期日 令和４年９月３日（土）
時間 ８：４０～１４：３０
場所 佐渡市陸上競技場
（※雨天時体育館で実施）
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体育祭実行委員長 高橋 世凪

私は、この体育祭に生徒全員が本気で参加し、強く思い出に残るようなものにしたいと
思います。そのためには、体育祭に向けて準備を入念に進めることがとても重要だと思い
ます。その準備を実行委員みんなで頑張っています。
中学校では、小学校と違い、生徒自らの手で体育祭をつくりあげていきます。自分達で

考え、実行していくからこそ思い出深いものになり、練習を準備の段階から本気で取り組
むからこそ嬉しさや達成感が大きく感じられます。全校生徒の皆さんが主役となり、団結
し、常に全力で取り組むことで素晴らしい体育祭をつくれると思います。体育祭スローガ
ン「戮力協心」の下、勝利の道を一致協力して切り拓いていきたいと思います。
最後になりますが、実行委員を中心にみんなで盛り上げていきます。応援よろしくお願

いします。

新潟県総合体育大会
７月１６日（土）・１７日（日）に新潟県総合体育大会が行われました。真野中学校か

らは、陸上競技１１名、水泳２名、柔道１名の選手が佐渡の代表として出場しました。二
日間とも梅雨明けの暑い日でしたが、精一杯力を発揮してくれました。

【陸上競技】
後藤 晴瑠 200m 予選 23秒95

400m 予選 53秒60
髙野 佑輔 1500m 決勝 ４分21秒19 8位

3000m 決勝 ９分35秒81 9位
本間琳太郎 1500m 予選 ４分50秒69

3000m 予選 10分11秒37
柴原 煌 四種競技 決勝 １４７３点 24位
佐々木千翔 砲丸投げ 予選 ７ｍ56cm

◎高橋 世凪 ○佐々木千翔 ○相良 札二 ○石塚 青葉 ・伊藤 未潤
実行委員会 ・小倉 一平 ・松田 大翔 ・菊地 陽和 ・計良侑実里 ・髙野 佑輔

・薄木 美咲 ・後藤 晴瑠 ・一色ここな ・石見 碧葉 ・中川実乃里
・逸見 亜伊 ・本間龍之介 ・赤塚 結月 ・池田 灯 ・伊藤 椿
・右近 愛海 ・岡﨑 琴羽 ・佐々木莉緒 ・中川 優愛 ・中澤 美仁
・濱本 未来

蒼 紅

３年 ◎柴原 煌 ○松田 大翔 ○清野瀬里香 ◎髙野 佑輔 ○後藤 晴瑠 ○菊地 陽和
小倉 一平 川岸 響 川﨑 唯音 島倉 一織 藤井 逞 村川 龍
相良 札二 佐々木千翔 知本 侑樹 山本 朔馳 三條 祐人

応 石塚 青葉 伊藤 未潤 佐藤 華琳 薄木 美咲 大久保伊織 銀水 千夏

援 ２年 菊地 悠貴 若林京太郎 高橋 有輝 細野 我至
中川実乃里 藤井 桃華 石見 碧葉 金子智恵美

１年 永井 柊 松田 佳樹 柴原 璃空 若林 潤介
池田 灯 中川 愛菜 伊藤 椿 中澤 美仁

３年 ◎若林 優奈 ○菊地 禾芭 滝 惺雲 ◎松本 愛花 ○計良侑実里 笠井 良晟

パ 三浦 滉太 工藤 彩乃 津田 遙 水澤 昊優 山本 照嘉 高橋 世凪

ネ
ル ２年 尾上 桜雅 相良 笑花 笠井 唯鶴 金子 琉佳

１年 金子 正和 知本 望花 臼木 柊 髙野 美桜

う か てん せい か よう ねん か

テーマ 雨 過 天 晴 花 様 年 華
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銀水 千夏 走幅跳 決勝 ４ｍ66cm 11位
石塚 青葉 走幅跳 予選 ３ｍ83cm
高橋 世凪 100ｍH 予選 17秒56
４×100mR
伊藤未潤 赤塚結月 予選 53秒43
高橋世凪 銀水千夏

【柔道】
池田 灯 女子52kg級 １回戦敗退（優勝候補と激闘の末惜敗）

【水泳】
臼木 想 50m自由形 予選 29秒63

100m自由形 予選 １分06秒77
伊藤 椿 100m平泳ぎ 予選 １分36秒38

200m平泳ぎ 予選 ３分24秒65

これからの予定

日 行 事 予 定 日 行 事 予 定
７月 17日(水)

22日(金) １学期終業式 18日(木)
23日(土) 19日(金)
24日(日) 20日(土)
25日(月) 夏季休業（～8/25） 体育祭練習（3年） 21日(日) 文弥人形公演（佐渡博物館）
26日(火) （3年） 22日(月) 体育祭練習 ○
27日(水) （3年） 23日(火) ○
28日(木) （3年） 24日(水) 私の主張佐渡大会 ○
29日(金) （3年） 25日(木) 部活動なし
30日(土) 大会（テニス・バレー・卓球） 26日(金) ２学期始業式 専門委員会 部活動なし
31日(日) 大会（バレー） 27日(土)

８月 28日(日)
１日(月) （3年） 29日(月) 体育祭練習
２日(火) 北信越① (長野) （3年） 30日(火)
３日(水) 北信越② 31日(水)
４日(木) 北信越③ ９月の予定
５日(金) 北信越④ １日(木) 体育祭予行
６日(土) 大会（野球・男女バスケ）北信越⑤ ２日(金) 小中連携合同あいさつ運動
７日(日) 大会（野球・卓球） ３日(土) 体育祭
８日(月) ４日(日) トライアスロン
９日(火) ５日(月) 振替休日
10日(水) ６日(火) 総合郷土⑨
11日(木) 山の日 ８日(木) マナー講座（2年生）
12日(金) 学校無人化・諸活動停止期間 ９日(金) 3年実力テスト・生き方トーク(2年)
13日(土) 13日(火) 総合郷土⑩
14日(日) 14日(水) 佐渡市駅伝大会激励会
15日(月) 15日(木) 諸校費引落日
16日(火) 16日(金) 佐渡市駅伝大会(午前)

夏休み中の部活動 18日(日) 科学の祭典～19日

※駅伝・リコーダー 8：30～ 9：45 20日(火) 総合郷土⑪

午前 9：30～12：00 午後 13：00～15：30 28･29日 中間テスト
体育祭練習 10：00～12：00（1・2年 11：00～）


