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真野中学校10月号（490号）
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

令和４年１１月１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

伝統を学び受け継ぐ

校長 中川 久雄

佐渡各地の紅葉に、秋の深まりを感じる季節となりました。秋と言えば、昔から、
食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋などの言葉があります。作物が収穫さ
れ、気候的にも過ごしやすく、人々が物質的にも精神的にも快適に生活できるからで
しょうか。
学校では、先月の２２日（土）に文化祭が行われました。そこでは、『総合郷土』

で文弥人形、鷺流狂言、佐渡おけさ、和太鼓、茶道、リコーダー、ズンバ（ダンス）
を選択した生徒たちが、これまでの学習の成果を堂々と発表してくれました。また、
展示部門では、同じく『総合郷土』で生花、小物作り、はったん灯籠を選択した生徒
たちの作品が、校内を彩ってくれました。
これら伝統文化の習得は一朝一夕にできるものではなく、長い年月と情熱が必要と

なります。また、それらの伝統文化の多くは、人類の誕生以来、生活を豊かにする価
値あるものとして認められ、受け継がれ、やがて人々の生活に深く根付いていったも
のです。それらの伝統文化を体験したりふれたりすると心が落ち着き豊かになるのは、
きっとその伝統の重みからなのではないでしょうか。
形あるものは、いつかはなくなります。しかし、文化や芸能など、「形のないもの」

が子どもたちの手によって次代に永く継承されていったら、それは、学校や地域の文
化・伝統として永遠に残ります。何と素晴らしいことでしょう。この『総合郷土』を
始められた当時の先生方の発想と着眼点、そしてその実行力に、あらためて敬意を表
します。学校で伝統文化を３～４種類程度定め生徒に体験させている学校はあります
が、１０種類もあるのはまれです。真野中の特色ある教育活動、そして良き伝統をこ
れからも守り受け継いでいきたいと思います。
ところで、佐渡市のホームページによると、令和４年８月末現在の佐渡市の人口は

約５１,０００人。５年前と比較すると約５,０００人、１０年前からは約１０,００
０人の減少となっています。佐渡市の一市民として、そして一教員としても、この現
状を寂しく感じています。また、生産年齢人口の減少は、教育財政にも大きな影響を
及ぼし、教育環境の悪化につながる懸念もあります。
そのため佐渡市では、佐渡の素晴らしい自然・歴史・文化などを学ぶ『佐渡学』を

推進しています。そして、この教育活動を通して、以下のような人材（佐渡市が目指
す『佐渡の未来を担う人、三つの姿』）を育てることを目指しています。
① 佐渡で成長し活躍する人
② 佐渡に帰り心身ともに大きくなって活躍する人
③ 佐渡を外から支え応援する人
当校でも、上記の『総合郷土』の他に、１年生で

太鼓体験と金山学習、２年生で職場体験学習などを
実施しています。これらの活動を通して、地域を知
り、地域に学び、地域に貢献する人材に育ってくれ
ることを期待しています。
伝統を学び受け継ぐ教育活動は、学校の力だけで

は不十分です。子どもたちの郷土愛を育み、豊かな
心を育成するためにも、保護者・地域の皆様方、関
係諸機関の皆様方のより一層のご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。
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１０月２２日(土)に、令和４年度の文化祭が開催されました。

「瑠音燦諏 ～自分らしく奏でる～」のスローガンのもと、合唱
ル ネ サ ン ス

発表会や総合郷土発表会でのステージ発表、総合郷土の工芸や生花

等の作品やお点前、学級展示による学習成果の作品等を保護者の皆様に披露しました。

【合唱発表会】今年度は３年ぶり
に全校合唱を行うことができまし
た。マスク着用ではありましたが、
練習を積み上げて、本番では美し
いハーモニーを披露してくれたと
思います。
【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。

【総合郷土発表】 真野中学校では、「狂言」「文弥人形」「佐渡おけさ」「和太鼓」「ズンバ」「リ
コーダー」「生花」「小物作り」「八反灯籠」「茶道」の１０講座の伝統芸能を地域の講師の方々か
ら学んでいます。文化祭当日は、これまでの学習の成果を堂々と発表しました。

また、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
施していただきました。食堂の装飾やくじの準備など、文化祭を盛り上
げていただきました。大変ありがとうございました。

『文化祭を終えて』
実行委員長 佐々木 千翔

今年度の文化祭スローガンは、「瑠音燦諏 ～自分らしく奏でる～」
でした。合唱発表会では、各学年きれいな歌声を観客の皆さんに届けられていました。また、全
校合唱では、私は指揮者に指名され、緊張しながらも、全校生徒全員ですばらしい合唱を作り上
げることができました。総合郷土発表会では、茶道のお点前、工芸や小物作り、生花の作品展示、
ステージ発表では、文弥人形、狂言、佐渡おけさ、ズンバ、和太鼓、リコーダーとどれもすばら
しい発表でした。作品展示では、美術や技術、家庭科の時間に、一人一人が頑張って作った作品
が並べられ、一人一人の個性が形となって表れた展示になったと思います。
私は、実行委員長として、委員とともにこの文化祭の準備を進めていく中で、やりがいや全校

で団結することの素晴らしさを味わうことができました。最後に、協力してくださった先生方、
生徒の皆さん、PTAの役員の皆様、大変ありがとうございました。
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『文化祭閉会のあいさつ』
副実行委員長 松田 大翔

今日の全校合唱はいかがでしたか。僕が１，２年生の時は、新
型コロナウイルスの影響で全校合唱が行えませんでした。なので、
今日は中学校で最初で最後の全校合唱でした。今回みんなと練習
ができて、よい思い出になりました。１，２年生も初めてだった
と思いますが、とてもキレイな歌声でした。３年生は最後の文化
祭でしたが、悔いのないものにできたでしょうか。１，２年生は
また来年、再来年とより良い文化祭にしてください。

１０月２６日～２８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踏ま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１６日（金）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。

１０月１４日(金)、地域の方々と一緒に
行う「防災学習」が行われました。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ながら、避難所の開設や避難者の誘導
を体験し、身近な地域で起きる災害への対応に理解を深め
ました。
当日は、民生児童委員、ジオパーク推進室、防災課、社

会福祉協議会、真野行政サービスセンターの方々の協力を
得て、地域の方々、生徒を含め１３０人が参加しての学習
となりました。
生徒の感想からは、「災害に対する心構えの大切さが分かった」「いざというとき、行動できる

ようにしたい」「避難される方へ優しく声をかけるなどして気を配りたい」「災害が起きたときな
ど、避難所設営の手伝いを率先してやりたい」などの意見がありました。
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下越地区駅伝大会の結果
１０月５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分に発揮してくれました。男子、女子共に、県
大会出場権を獲得しました。県大会は１１月２日（水）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。

男子チーム 第３位
区間 １区 髙野 佑輔 新１位 ２区 柴原 煌 １１位

３区 本間琳太郎 ５位 ４区 村川 龍 １位

５区 柴原 璃空 ８位 ６区 後藤 晴瑠 ４位

女子チーム 第５位
区間 １区 中川 優愛 ７位 ２区 高橋 世凪 １４位

３区 川原 莉音 ５位 ４区 赤塚 結月 ２位

５区 伊藤 椿 １２位

これからの予定

１１月の予定 １２月の予定

１日(火) 県駅伝大会出発 １日(木) 生徒会役員選挙投開票
２日(水) 県駅伝大会 テスト範囲表配付 ２日(金) 選挙結果発表
３日(木) 文化の日 ５日(月) 生徒朝会（認証式）
４日(金) 漢字検定 小中合同あいさつ運動 ６日(火) 期末保護者会①
５日(土) バレー新人戦 野球トキカップ① ７日(水) 〃 ②
６日(日) 卓球新人大会 野球トキカップ② 12日(月) 冬休み指導
７日(月) 教育相談開始 15日(木) 小読み聞かせ 諸校費引落日
８日(火) 16日(金) 職場体験発表会(２年)
９日(水) テスト前部活動停止 ﾒﾃﾞｲｱｺﾝﾄﾛｰﾙｳｨｰｸ 19日(月) 専門委員会

10日(木) 市中学校音楽発表会(３年参加) ２年生総合学習市教委視察 21日(水) 生徒会クリスマス集会･球技大会
11日(金) 23日(金) 終業式
12日(土) 24日(土) 冬休み（～1月９日）
13日(日) 部活動17:00終了 17:10完全下校

14日(月) １月の予定
15日(火) 諸校費引落日 9日(月) 成人の日
16日(水) 期末テスト① 10日(火) 始業式･確認テスト①
17日(木) 期末テスト② 11日(水) 確認テスト② 専門委員会
18日(金) 第２回学校運営協議会 13日(金) 英語検定
19日(土) 16日(月) 諸校費引落日
20日(日) 19日(木) 入学説明会・SNS講演会
２１日（月） 学校支援訪問(５限授業）部活動なし 20日(金) 漢字検定
２２日（火） 23日(月) 生徒総会議案書学級審議
２３日（水） 勤労感謝の日 25日(水) ３年三者面談①
２４日（木） 進路説明会(３年) 26日(木) ３年三者面談②標準学力検査①
２５日（金） 27日(金) 専門委員会 標準学力検査②
２６日（土）
２７日（日）
２８日（月） よりよい仲間づくり集会
２９日（火） 専門委員会
３０日（水） 生徒会立会演説会

部活動 17:30 終了 17:40 完全退校


