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真野中学校４１６号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成２７年１２月８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
３つの心 感謝する心 素直な心 努力する心

『この一年を省みて・・・』

校長 池 典比古

金北山はすでに冠雪し、寒さが日一日と増す今日この頃です。師走に入り、本年の締めく
くりの月を迎えています。そんな中、真野中学校では、生徒会が本年度の大きな目標の一
つとしてきた、連続無遅刻２００日を達成しました。これは、全校生徒の誰１人が欠けても達
成できないことであり、大変素晴らしいことだと思っています。また、先週、真野中学校生徒
会の新たなリーダーを決定する生徒会立会演説会及び投票が行われました。立会演説会で
は、生徒会長・副会長(男・女)・応援団長のどの候補者も堂々と自身の公約を発表し、真
野中学校のより一層の前進を自らがリードしようとする気概を示してくれました。私自身、そ
の気概に触れ、大変頼もしくまた嬉しく思いました。
さて、生徒の皆さんには、１年の締めくくりの月である１２月に、是非、この一年を省みて、

新年の心構えをしっかりと持ってほしいと思います。実は、私はこの時期になると決まって私
の父のことを思います。
父は平凡な会社員でした。私が中学生の頃(４０年以上も前)は、まだ家に車があるのが珍

しい時代だったので、父は朝６時過ぎには家を出て、５０ＣＣのバイクで３０分かけて街まで行
き、その後、バスに乗り換えて１時間、計１時間３０分かけて通勤していました。毎日同じ時間
に出て、同じ時間に帰り、夕食に少しばかりの日本酒を飲み、風呂へ入り、寝る毎日でした。
遊びに連れて行ってもらった記憶もなければ、父から何か欲しい物を買ってもらったこともあ
りませんでした。趣味に興じる姿を見せることもなく、無口で必要以上のことはほとんど話さ
ない父を私は嫌っていました。生きていて何が面白いのか、私は絶対に父のようにはならな
いぞと当時は思っていました。しかし、自分自身が働くようになってから、考えると、私は父
と同じことをやっているように思えてきました。
今思うと、父は愚痴をこぼすことは、一度もありませんでした。また、何か思うようにいか

ないときに、人のせいにする言葉を聞いたことがありません。ひとえに家族を思い、家族が
生活していけるよう、ひたすら働き、やるべきことを黙々と続けていたのです。私は、自分
が働くようになり、そのことに初めて気付きました。父の生き方は、ごく平凡な生き方ですが、
そのぶれない生き様を、今は、大変誇りに思い、尊敬しています。
そんな父は、新年を迎えることには、実に厳格でした。師走も暮れになると徹底的に大掃

除をし、神棚を整えました。そして、大晦日になると、夕方から灯明をともし、自らも風呂に
入り身を清め、深夜１２時を過ぎると神棚の前に立ちました。灯明の薄明かりの中で手を合わ
せ、長い時間黙想する姿が毎年そこにありました。そして、父があの場所で、何を振り返り、
何を誓い、祈っていたのか、今は、私も想像できるようになりました。
皆さんにも、新年を迎えるにあたり、じっくりと自分のこの一年を振り返ってほしいと思いま

す。家族と一緒に過ごす時間の中で、新しい年の目標を落ち着いてイメージする時間を持ち、
新しい年がしっかりとスタートできることを心から願っています。
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11月の諸行事から
1 1月５日(木)の

夜、真野地区青少年
健全育成協議会と真
野小学校・真野中学

校が共催して「ＳＮＳに関する講演会」が中学校の視聴
覚室で行われました。
講師に県警察本部の生活安全部サイバー犯罪対策課の

方をお招きし、ＳＮＳをめぐるトラブルや犯罪、ＳＮＳ
を使うときの注意点や子どもたちへの指導の仕方につい
て、佐渡の例なども織り交ぜ、具体的にお話ししていた
だきました。スマートフォンやゲーム機、音楽プレーヤ
ーなどの機器は「持たせる前の約束が大切」ということ
が強く印象に残りました。

11月10日(火)に、
アミューズメント佐
渡で開催された発表
会に、今年は全校生
徒が出演しました。

曲は、合唱コンクールでも発表した「白いページ」。合
唱コンクール以降も練習を重ね、レベルアップした演奏
をすることができ、全校の絆がより一層深まりました。
ご多用の中、多くの保護者の皆様からもご来場いただき、 リハーサル風景

ありがとうございました。

11月18日(水)の５，６限には、歯科衛生士の方を講師
に迎え、「歯肉炎予防教室」が２年生を対象に行われまし
た。自分の歯垢の状態がわかる「染め出し」を行い、実
際に磨き残しの状態をチェックした後、正しいブラッシ
ングを教えていただきました。生徒たちの感想には、「自
分の磨き残しにびっくりした。」や「これまで間違った歯
の磨き方をしていた。」というものが多く、大きな気付き
があったようです。

来年度の生徒会の
役員を決める選挙が
行われました。この
選挙は、生徒会長１

名、副会長男女それぞれ１名ずつ、応援団長１名を選ぶ
ものです。真野中学校では、ここ数年、複数の立候補者
がいず、信任投票になることが多かったのですが、今回
は６名の立候補があり、これまで選挙運動が行われてき
ました。12月２日(水)に立会演説会が、３日(木)に投票
が行われ、それぞれ信任・当選が決まりました。 選挙活動の様子

選挙結果については、次号で詳しくお知らせします。
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11月20日(金)に、今年度の生徒会役員たちの公約でもあった、
「連続無遅刻２００日」が達成されました。
これは、昨年度から続く記録で、全校生徒137名全員の自覚が

ないとできないものです。
その日の給食時には、右の写真のように、みんなで達成を祝う

「くす玉割り」のセレモニーが行われました。次なる目標である
250日、さらに300日を目指して全校生徒が心をひとつにして頑張
ってほしいと思います。

リコーダー部

荒波を乗り越え、Ｗ金賞受賞！

11月28日(土)に、新潟県リコーダーコンテストが南魚沼市民会館で開催されました。爆
弾低気圧のため前日に海を渡るはずが、欠航に次ぐ欠航で、当日朝一番の便での移動とな
りました。大会事務局の配慮で、佐渡からの参加校は出演順を後半にしていただき、演奏
をすることができました。しかし、会場に到着後、すぐに楽器を組み立て、わずか10分の
リハーサルで本番に臨むというとてもハードな日程となって
しまいました。にもかかわらず、アンサンブル・合奏とも
に金賞を受賞しての全国大会出場は見事でした。日頃の練
習の積み重ねと本番度胸に敬服するばかりです。
なお、全国大会の日程は以下の通りです。

第37回全日本リコーダーコンテスト

期日：３月27日(日) 会場：江戸川区総合文化センター

激励会でのひとコマ

11月の大会の成績

１１／７，８ 新潟県中学校新人大会佐渡市予選会
バレーボール 女子の部 ３位
ソフトテニス 男子の部 ３位

女子の部 ３位
バスケットボール 女子の部 ２位 ＜新潟地区大会出場＞
バドミントン オープン男子シングルス １位 Ｆ，Ｒ

オープン男子シングルス ３位 Ｕ，Ｈ
女子Ａクラスシングルス １位 Ｓ，Ｍ
女子Ａクラスシングルス ２位 Ｓ，Ｙ

１１／６ 第61回青少年読書感想文コンクール新潟県審査
課題読書の部 最優秀賞 Ｔ，Ｔ ＜全国審査会へ出品＞

題 ＝「想いを伝える」
書名＝『夏の朝』

自由読書の部 優秀賞 Ｍ，Ｉ
題 ＝「目いっぱい今を生きて」
書名＝「妖怪アパートの幽雅な日常」

佳 作 Ｏ，Ｉ
題 ＝「ぼくが出会った最高の本」
書名＝「ＤＯＵＢＬＥＳ！！」
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１１／１１ 中学生の税についての作文 佐渡市教育長賞 Ｎ，Ｄ

１０／１９（４・５級） １１／１３（３級） 英語検定
３級 ３年 Ｋ，Ｓ、Ｔ，Ｔ、Ｋ，Ｒ、Ｎ，Ｋ

Ｗ，Ｋ、Ｉ，Ｙ
２年 Ｍ，Ｉ

４級 ３年 Ｗ，Ｍ
２年 Ｕ，Ｍ、Ｓ，Ａ

５級 ２年 Ｋ，Ｙ
１年 Ｈ，Ａ

１１／１７ 新潟県よい歯の学校運動 優秀校（佐渡市支部）

１１／２８ 新潟県リコーダーコンテスト
金賞 四重奏 〈全国大会出場〉

Ｔ，Ｔ、Ｎ，Ｍ、Ｓ，Ｓ、Ｉ，Ｍ
金賞 合奏 〈全国大会出場〉

Ｉ，Ｍ、Ｓ，Ｓ、Ｔ，Ｔ、Ｈ，Ｓ、Ｎ，Ｍ
Ｆ，Ｍ、Ｋ，Ｗ、Ｋ，Ｙ、Ｋ，Ｙ、Ｓ，Ｍ
Ｓ，Ａ、Ｎ，Ｎ、Ｍ，Ｉ、Ｔ，Ｎ、Ｈ，Ａ
Ｋ，Ｙ、Ｓ，Ｉ

※12月の大会成績については次号に掲載します。

１２月の予定
日・（曜） 主な予定 １月の主な予定
１日 (火 ) 短縮授業 小学生体験入学(5,6限) ７（木）始業式 書き初め大会
２日 (水 ) 生徒会役員選挙立会演説会 専門委員会⑨
３日 (木 ) 生徒会役員選挙投票 ８（金）３年実力テスト(1,2,3限)
４日 (金 ) 小中合同挨拶運動 １・２年確認テスト( 〃 )

選挙結果発表 拡大評議員会 保健指導
５日（土) 県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会① ﾊﾞｽｹｯﾄ強化練習会 11（月）成人の日
６日 (日 ) 〃 ② 〃 12（火）３年実力テスト(1,2限)
７日 (月 ) 専門委員会⑧ 13（水）月曜授業
８日 (火 ) Ｗeb(国語）) いじめ見逃しゼロ集会 ６限Ｗebテスト(国・数・英)
９日 (水 ) 短縮授業 Ｗeb(数学) 14（木）特色化選抜三者面談
10日 (木 ) Ｗeb(英語) ＰＴＡ教養部会
11日 (金 ) 18（月）生徒朝会
12日 (土 ) 新人バスケ新潟 19（火）３年総合学習発表会
13日 (日 ) 22（金）入学説明会(小６保護者対象)
14日 (月 ) 生徒朝会 期末保護者会① 23（土）インドアテニス大会(男子)
15日 (火 ) 期末保護者会② 陸上強化練習会
16日 (水 ) 期末保護者会③ 24（日）佐渡リコーダーフェスティバル
17日 (木 ) インドアテニス大会(女子)
18日 (金 ) 25（月）ＮＲＴテスト(３教科)※予定
19日 (土 ) 保健指導
20日 (日 ) 26（火）ＮＲＴテスト(２教科)※予定
21日 (月 ) 生徒朝会 拡大評議員会 27（水）３年生三者面談①
22日 (火 ) 午前短縮授業 校内球技大会(5,6限) 28（木） 〃 ②
23日 (水 ) 天皇誕生日 29（金） 〃 ③
24日 (木 ) 終業式
25日 (金 )
26日 (土 )
27日 (日 )
28日 (月 )
29日 (火 ) 閉庁日
30日 (水 ) 〃
31日 (木 ) 〃
※２学期 １２月 部活動終了１７：００ 生徒下校１７：１０
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