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真野中学校３９８号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成26年4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

平成２６年度のスタートにあたって
校 長 池 典比古

四月より、校長として真野中学校にお世話になります池典比古と申します。私は、佐渡
に生まれ、高校卒業まで両津ですごしました。しかし、大学進学、その後の教員としての
生活では、佐渡の勤務はなく、実に３８年ぶりの佐渡での生活となります。郷里は非常に
懐かしく、温かさを感じております。これから佐渡の子ども達、そして、真野の子ども達
のために、微力ではありますが精一杯頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願
いいたします。
さて、今年度の真野中学校は新入生３５名を迎え、全校生徒１３８名でスタートいたし

ました。４月７日（月）の入学式では、早速真野中学校生徒の良さをみることができまし
た。２・３年生の式に臨む態度、国歌・校歌・新入生歓迎合唱の歌声等は厳粛な入学式に
ふさわしい立派なものでした。そして、その上級生の様子を目の当たりにした１年生もま
たしっかりとした態度で参加しました。来賓の方々からは、多くのお褒めの言葉をいただ
きました。
私は、入学式の式辞で中学校で取り組み、身につけるべきこととして、願いを込めて、

以下の３点を新入生及び在校生に話しました。

１、中学校は勉強をするところ、授業と家庭学習に努力してほしい
２、自己の個性を知り、良さを伸ばしてほしい
３、人として当たり前のことが当たり前にできる人になってほしい

この３点のなかで、人が社会において力強く生きるための基本となる『人として当たり
前のことが当たり前にできる人になってほしい』ということについて、この紙面を借りて
紹介したいと思います。
当たり前のこととは、色々ありますが、まず『挨拶や返事がきちんとできること』、『し

っかりとした服装で生活できること』、『時間を守ること』、『清掃をきちんとすること』等
です。これらのことは、一人一人がほんの少し気をつければ、誰にでもできることです。
しかし、これがなかなか難しいのです。大人でもできない人がいます。このことは、社会
生活をするうえで、最も重要なことであり、この当たり前のことができる人は、周りの人
から信頼され、必ずや充実した人生を送れるものと信じています。その社会で生きていく
ために最も大事なことを、生徒の皆さんには、この(真野)中学校時代に身につけてほしい
のです。
この数週間、真野中学校の生徒の様子をみると、この当たり

前のことが、すでに身につきつつあるように感じます。これは、
大変素晴らしいことです。しかし、まだまだ十分でないところ
もあります。是非、この真野中学校の３年間で生涯にわたり、
力強く生きるための基本を全生徒に身につけてほしいと思って
います。
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お世話になります。新しい職員を紹介いたします。

校長 池 典比古 新潟市立亀田中学校より転入
この四月より真野中学校にお世話になります校長の池典比古と申

します。前任は、新潟市立亀田中学校です。佐渡の両津出身ですが、
これまで佐渡の勤務経験はありません。素直な真野中学校の生徒と
共に頑張りますので、よろしくお願いいたします。

教諭 市橋 昭夫 佐渡市立赤泊中学校より転入
お世話になります。生徒同様、私自身楽しい学校生活が過ごせれ
ばと思っています。佐渡飛鳥、佐渡の文化の地、素晴らしい教育施
設の整っている真野です。そして、佐渡アルコール共和国の中心地
です。何事も一生懸命頑張りたいと思っています。よろしくお願い
いたします。

教諭 松田 瑞恵 佐渡市立佐和田中学校より転入
伝統ある真野中学校に勤務でき非常に光栄です。「生徒も保護者

も最高だよ」と前任校の校長先生に言われて転任してきました。そ
の言葉通り本当に素晴らしいです。一言うと十返ってくるような能
力の高さに感動しています。その良さをより一層伸ばしていけるよ
うに全力で頑張りますのでよろしくお願いいたします。

教諭 遠藤 満久 佐渡市立高千中学校より転入
伝統ある真野中学校に赴任することができ、本当に嬉しく思って

おります。学習に、部活動に意欲的に取り組む生徒の姿に、高い可
能性を感じました。私自身の特性を生かしながら、子どもたちのた
めに全力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。

教諭 雑賀 裕 佐渡市立金井中学校から転入
お世話になります。精一杯頑張ります。真野中学校の生徒と出会っ

てから１ヶ月が経とうとしています。毎日、元気な挨拶と何事に対し
ても一生懸命な生徒の姿に感動しております。生徒達の無限の可能性
を伸ばせるよう、全力で取り組んでまいります。よろしくお願いします。

庁務員 菊地 優子 佐渡市立小木中学校より転入
閉校になった小木中学校から異動になりました。初めての転勤で

不安もありましたが、真野中生に爽やかな挨拶で迎えてもらい、不
安もすぐに吹きとびました。生徒とともに、感謝する心、素直な心、
努力する心を私も胸に努めさせて頂きます。宜しくお願いいたします。

介助員 坂野 尚子 佐渡市立新穂小学校から転入
はじめまして、介助員の坂野尚子と申します。前任校は、新穂小

学校でした。低学年児童の勉強の手伝いや休み時間には、校庭を走
ったり、ごっこ遊びで過ごしたりしていました。今年から中学生の
皆さんと少し大人の!?会話、コミュニケーションを期待しておりま
す。よろしくお願いいたします。
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ＡＬＴ ニコール・ウエルズ 佐渡市立羽茂中学校から転入
はじめまして。ウエルズ・ニコールと申します。２５歳です。去

年の８月に佐渡島にアメリカのアラスカ州からきました。大学の専
門は、英語でしたが、日本語も勉強しました。今でも勉強していま
す。佐渡はアラスカより暑くて自然が何でも大きいです。花と虫は、
絶対に大きいです。桜はすばらしいです！たくさん物が違いますの
でたのしいです。英語を教えることも楽しいです。学生は、英語を
勉強しながら、いい経験ができればいいです。一緒に頑張りましょ
う。どうぞよろしくお願いします。

お世話になりました。転出・退職職員をお知らせいたします。

介助員 本間 澄代 佐渡市立行谷小学校へ転出
人は、一生のうちで一体どれだけの出会いと別れを繰り返すので

しょうか。私は、真野中学校にご縁を頂き、２年間お世話になりま
したが、皆さんと出会えた事、沢山の喜びと感動を頂いた事は、一
生忘れません。本当にありがとうございました。

事務員 畠野 純子 平成26年４月30日付けで退職
2か月半という短い期間でしたが、生徒の真っ直ぐな目、元気な

声と姿勢を目の当たりにした時、素晴らしい学校だとわかるのに時
間はかかりませんでした。卒業生から在校生へと伝統が繋がる大事
な時期を一緒に過ごせたこと、間近で見られたことを幸せに思いま
す。ありがとうございました。

４月の教育活動から
◎新入生３５名が真野中学
校へ入学しました。

４月７日（月）に入学式を行い
ました。当日は、１４名の御来賓
の御臨席をいただき、３５名の新
入生を迎えることができました。
緊張した中にも、新入生の決意と
在校生の歓迎の気持ちが伝わる入
学式でした。式後には、在校生が
歓迎の合唱「Believe」を演奏しま
した。ご参列いただきました御来
賓、保護者の皆様ありがとうございました。

◎新入生へ生徒会
の説明をしまし
た。

４月１０日（木）に生徒会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝが体育館で行われま
した。生徒会本部が中心となって企画・運営をし、委員会や
部活動の紹介、全校ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝも行いました。新入生は、真剣
に参加していました。また、生徒会本部の手際良い運営に今
後の生徒会活動が生徒の力で着実に進められていくことが期待できるものでした。
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◎授業参観・Ｐ
ＴＡ総会が行
われました。

４月１９日（土）に授業参観が行われ、多くの保護者の皆
様から授業を見ていただきました。
午前中は、オープンスクールとして自由に学校へ参観いた

だき、午後は、担任の授業を見ていただく、授業参観を行い
ました。当日は、多くの保護者の皆様が、参観いただき学校の様子をご覧いただきました。
真野中学校では、常に「開かれた学校」を目指し、保護者や地域の皆様とともに学校づく
りに努めてまいりたいと考えています。御意見・ご要望がありましたら、教職員に遠慮無
くお伝えください。
ＰＴＡ総会では、今年度のＰＴＡの活動計画が決定いたしました。今年度は、小中の食

券バザーの担当を中学校ＰＴＡの育成部が担当します。保護者の皆様には、様々な面でご
協力をいただくことがあると思いますが、よろしくお願いいたします。

3・４月の表彰

○第３５回全日本リコーダーコンテスト 銀賞 《３月３０日》

○ソフトテニス春季選手権大会 《４月２０日》

２位 Ｔ・Ｔ、Ｓ・Ｒ 組

３位 Ｓ・Ａ、Ｗ・Ｋ 組

５月の予定〈各担当からのプリントも御覧ください〉
1日 (木 ) 午前授業、耳鼻科検診、部活無 16日 (金) 歯科検診②、全校応援練習
2日 (金 ) 17日 (土)
3日 (土 ) 憲法記念日、佐渡陸上選手権 18日 (日) 佐渡ロングライド
4日 (日 ) みどりの日、バスケ練習会 19日 (月) 生徒朝会、全校応援練習
5日 (月 ) こどもの日、バスケ練習会 真野小中全員研修会
6日 (火 ) 振替休日 20日 (火) 総合郷土①
7日 (水 ) １年心臓検診、臨時拡大評議員会 21日 (水) 月曜授業、全校応援練習、陸上大会激励会
8日 (木 ) 全校応援練習・生活ｱﾝｹｰﾄ(2･3年) 22日 (木) 佐渡市中学校陸上大会、弁当
9日 (金 ) 生徒総会、拡大評議員会 23日 (金) 陸上報告会
10日 (土 ) 24日 (土 ) ソフトテニス会長杯大会
11日 (日 ) 全佐渡卓球選手権大会ｼﾝｸﾞﾙｽ戦 25日 (日 ) ソフトテニス大会予備日
12日 (月 ) 職員会議、緑の少年団入団式 26日 (月 ) 教育実習開始（～13日）
13日 (火 ) 尿検査二次、専門委員会、教育 27日 (火 ) 総合郷土②

相談（～30日） 28日 (水 ) ６月の保健指導、ｻﾎﾟｰﾄ委員会
14日 (水 ) 歯科検診①、全校応援練習 29日 (木 ) 通信陸上突破会
15日 (木 ) WEBﾃｽﾄ、全校応援練習 30日 (金 ) 生徒会クリーン作戦
※部活終了18:00 生徒下校18:10 31日 (土 )

６月の予定（案） ※部活終了18:00 生徒下校18:10 ※予定案ですので変更もあります。

２日(月)全校朝会 ３日(火)総合郷土③ ５日(木)救急法講習会（２年） ６日(金)
眼科検診、専門委員会 ９日(月)生徒朝会、市球技大会激励会 10日(火)･11日
（水)市中学校球技大会 13日(金)教育実習最終日 15日(日)PTA研修旅行 16
日（月）職員会議、ノーメディアウイーク（～24日) 17日(火)総合郷土④ 18日(水)
水泳前検診 19日(木)･20（金)期末テスト 23日(月)計画訪問、新潟地区大会激励
会 24日（火）総合郷土⑤、佐渡地区PTA指導者研修会、学警連総会 25(水)７月
の保健指導 26日(木)･27(金 )新潟地区陸上大会 29日(日 )１学年PTAレク 30
(月)職員会議


