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真野中学校４１７号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成２８年１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

『自分の命の使い方』
校長 池 典比古

平年の正月からは考えられないような温暖な年明けとなりました。そして、平成２８年、
新年の学校生活が昨日からスタートしました。この冬休み何より良かったことは、生徒に
事故や大きな怪我がなかったことです。生徒が、新年のスタートを無事切れたことを大変
嬉しく思っています。
さて、私は始業式で、生徒一人一人の平成２８年が充実したものになることを願い、以下

の話をしました。
新年にあたり、私は皆さんにある人を紹介したいと思います。その人は『腰塚 勇人(こし

づか はやと)』さんです。腰塚さんは、1965年神奈川県に生まれます。保健体育の教員を
目指し、大学卒業後は、中学校の保健体育教員となります。学級担任・バスケットボール部
顧問として、『熱血指導』の毎日を送りました。しかし、その腰塚さんに悲劇が襲います。
2002年3月1日、スキーでの転倒で『首の骨』を折り、奇跡的に命は取り止めたものの、首
から下が全く動かなくなってしまいました。腰塚さんは、絶望のあまり自殺未遂をしますが死
ぬことはできませんでした。その後、妻、両親、主治医、看護師、生徒達、職場の同僚な
どの応援と励ましを受け、『自分の命が周りのあらゆる人に助けられ、生かされているのだと
いうこと』に気づきます。そして、常に周りへの『笑顔』と『感謝』を忘れずに、『周りの人
々の幸せを願う』日々を送りました。その結果、医師も驚くほどに回復してゆきました。身体
に障害を残しながら(下半身と右半身の麻痺)も４ヵ月の入院と必死のリハビリでついに教員と
して現場に復帰したのです。腰塚さんは、自らが精神的に立ち直り、身体も驚異的に回復し
たのは、周りの応援であり、励ましの言葉や支援があったからだと強く感じました。そして、
自分は人によって生かされたのだから、今度は自分自身が『人を生かすために命を使おう』
と決意したそうです。それを具体的に行動に移すために、自分自身との約束として下記の『５
つの誓い』をたて、日々実践してきたのです。

『口』は、人を励ます言葉や、感謝の言葉を言うために使おう
５つの 『耳』は、人の言葉を最後まで、聴いてあげるために使おう
誓い 『目』は、人のよいところを、見るために使おう

『手と足』は、人を、助けるために使おう
『心』は、人の痛みが、わかるために使おう

私はこの『誓い』に、初めて出会ったとき、正直、心の中が洗われるような気持ちになり
ました。多くの愛情と、優しさの力によって、絶望の淵から生き返ることのできた人間が、最
終的に行き着いた生き方は、他ならぬ人々への限りない慈しみと、深く澄んだ謙虚さである
ことに胸を打たれました。『口』は悪口を言ったり、嫌みを言うために使うのではなく、人を
励まし、感謝のために使ったらどうでしょうか。『目』は人の嫌なところばかり見るのではなく、
人のよいところを見るために使ったらどうでしょう。そうあれば、その人の周りには、温かな
雰囲気が溢れ、気持ちよく様々な事に取り組むことができるものと思います。そして、これが
周りの人の心だけでなく、自分自身の心を人として、よりよい目標を持つことにつながるので
はないかと思います。新たに始まるこの１年、腰塚さんの『５つの誓い』が真野中生徒にとっ
て、清々しい心の風になることを願います。
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１２月の諸行事から

１２月１日（火）の午後、真野小学校６年生を中
学校に招いて「新入生への学校説明会」が行われま
した。６年生を２つのグループに分け、「授業見学」
と「理科の授業体験」を行いました。教科担任制の
中学校の授業がどのように行われているかを見学し
実際に体験することでイメージが湧いたのではない
でしょうか。また、新部長を中心に部活動の説明も
行われ６年生の皆さんは真剣に話を聞いていました。

１２月４日（金）の５・６限に、２年生は「総合
学習発表会」を行いました。これは、９月に行った
「職場体験」について、どこの職場でどのような体
験をし、どのようなことを学んだかをお互いに発表
する会でした。当日は、保護者の方々にも参観して
いただきました。体験を振り返ることで、今後の生
活に活かす点を明確にすると共に、表現する力を身
に付ける機会にもなりました。

１２月２日（水）の立会演説会、３日（木）の投票
を経て、来年度の生徒会役員が決定し、１４日（月）
の生徒朝会で認証されました。
今回の選挙は、４つのポストに６人が立候補し、２

つのポストで選挙が行われるという、ここ数年にない 立会演説会
活気のあるものでした。
今回の選挙で当選し、来年度の生徒会役員に認証さ

れたみなさんは以下のとおりです。

生徒会長 Ｍ，Ｉ さん

副会長（男子） Ｉ，Ｒ さん
〃 （女子） Ｋ，Ｙ さん
応援団長 Ｗ，Ｔ さん

今後は生徒会本部のメンバーや各専門委員会の正副 ↑投票風景 認証式

委員長が、今回認証された役員から委嘱を受け、来年
度の生徒会組織がつくられていきます。
厳正な選挙が民主主義の原点です。大人の世界では

今年から選挙資格が１８歳以上に繰り下がります。
そういった意味で、今回の選挙は、将来に向けての

よい学習になったと思います。
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１２月８日（火）の午後、全校でいじめについて考
える「いじめ見逃しゼロスクール集会」が行われまし
た。いじめに関するＤＶＤを鑑賞し、感想と今後取り
組みたいことについて全校生徒で考えました。学年を
超えて班をつくって真剣に話し合う姿を見て、真野の
生徒の素晴らしさを感じました。その後は各クラスで
「学級ほっとプロジェクト」と題し、学級の良いところ
を伸ばす取組を行いました。

１２月２２日
（火）の５・６限
に、今年度２回目
の球技大会が行わ

れました。種目は第１回に引き続いて「バレーボール」。ク
リスマス直前とあって、サンタクロースの衣装を身にまと
って参加する生徒もおり、クラス対抗で熱戦が繰り広げら
れました。
結果は以下のとおりですが、２年生が３年生に勝るとも

劣らないプレーや応援を行い、世代交代が間近に迫ってい
ることを感じさせる大会となりました。

１位 ３年Ｂ組 ２位 ２年Ａ組 ３位 ３年Ａ組

早いもので、卒業式までに３年生が

登校する日は４０日ほどとなりまし

た。いよいよ進路選択のときが近づい

ています。昨年度から、推薦選抜に代

わって特色化選抜が、一般選抜では学力検査と学校独自検査が行われるようになりました。

受験に関する日程は以下のとおりです。１・２年生の保護者の方々も参考にしてください。

特色化選抜生徒三者面談（願書押印） １／１５（金）
３年三者面談（願書押印） １／２７（水）～１／２９（金）
特色化選抜入試面接 ２／１２（金）
特色化選抜内定通知 ２／１６（火）
一般選抜出願 ２／１９（金）～２／２３（火）
一般選抜志願変更期間 ２／２６（金）～３／ １（火）
一般選抜検査日（学力検査） ３／ ８（火）

〃 （学校独自検査） ３／ ９（水）
合格発表 ３／１４（月）
２次募集学力検査 ３／２４（木）
２次募集合格発表 ３／２５（金）

12月の大会の成績
１２／６ 第１６回新潟県中学生バドミントン選手権大会
男子シングルス ３位 Ｆ，Ｒ
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１２／９ 2015佐渡スピーチコンテスト
中学生の部 ２位 Ｔ，Ｔ

１２／１２ 人権作文コンテスト佐渡地区大会
学校賞 Ｍ，Ｉ

１２／１９ ハッピーカップｉｎ佐渡中学生バドミントン大会
女子ダブルス １位 Ｓ，Ｍ、Ｓ，Ｈ 組

１２／１９ いきいきわくわく科学賞2015（第51回県児童生徒科学研究発表会）

優秀賞 「佐渡 真野地域及びその周辺のわき水の研究」
ジオパークグループ （Ｈ，Ｒ、Ｈ，Ｍ、Ｆ，Ｒ、Ｗ，Ｔ）

奨励賞 「佐渡の地層から産出するホタテガイの仲間の特徴と絶滅要因の推測」
Ｉ，Ｙ、Ｙ，Ｙ、Ｔ，Ｈ

「佐渡 真野地域の地層と化石」
Ｉ，Ｒ、Ｈ，Ｔ、Ｈ，Ｈ

１２／２２ 真野地区バスケットボールナイターリーグ戦
男子の部 ３位

１月の予定
日・（曜） 主な予定 ２月の主な予定
７日 (木 ) 始業式 書き初め大会 専門委員会⑨ １（月）全校朝会

部活動なしで下校 ２（火）Ｗeb(国語) 生徒総会
８日 (金 ) ３年実力テスト、１・２年確認テスト ４（木）Ｗeb(数学) 短縮授業

(１～３限) １月の保健指導 専門委員会⑩
９日（土) 佐渡病院「小さな音楽会」(リコーダー) ５（金）Ｗeb(英語) 質問教室①
10日 (日 ) ８（月）生徒朝会 質問教室②
11日 (月 ) 成人の日 ９（火）期末テスト①
12日 (火 ) ３年実力テスト、１・２年確認テスト 10（水）期末テスト② PTA教養部会

(１・２限) 合同トレーニング 11（木）建国記念の日
13日 (水 ) 月曜授業 ６限Ｗebテスト(国・数・英) 12（金）公立特色化選抜面接日
14日 (木 ) 特色化選抜三者面談 ＰＴＡ教養部会 15（月）三送会強調週間開始(～19日)
15日 (金 ) 合同トレーニング 16（火）公立特色化選抜内定通知日
16日 (土 ) 佐渡リコーダーフェスティバル練習 17（水）第２回サポート委員会
17日 (日 ) 20（土）真野両津地区親善ﾊﾞｽｹ大会①
18日 (月 ) 臨時拡大評議員会 合同トレーニング 21（日） 〃 ②
19日 (火 ) ３年総合学習発表会(5,6限) ３年身体計測 22（月）振替休業日(2/27の分)
20日 (水 ) 短縮授業 ２年身体計測 23（火）拡大評議員会
21日 (木 ) 生徒朝会(臨時生徒総会) １年身体計測 第２回ＰＴＡ評議委員会
22日 (金 ) 入学説明会(小６保護者対象) 英語検定 24（水）３月の保健指導

合同トレーニング 26（金）月曜授業 専門委員会⑪
23日 (土 ) インドアテニス大会(男子) 公立一般志願変更(～3/1)

陸上強化練習会① 卓球新人大会 27（土）三年生を送る会 ＰＴＡ総会
24日 (日 ) インドアテニス大会(女子) ３月の主な予定

佐渡に学ぶ芸能・学習発表会(狂言) ８（火）公立高校一般選抜学力検査
佐渡リコーダーフェスティバル ９（水） 〃 学校独自検査

25日 (月 ) ＮＲＴテスト(３教科) ２月の保健指導 11（金）第69回卒業式
合同トレーニング 14（月）公立高校一般選抜合格発表

26日 (火 ) ＮＲＴテスト(２教科) 臨時拡大評議員会 ＰＴＡ新旧役員引継ぎ会
27日 (水 ) ３年生三者面談① 20（日）春分の日
28日 (木 ) 〃 ② 生徒朝会(任命式) 21（月）振替休日
29日 (金 ) 〃 ③ 24（木）終業式 公立２次学力検査
30日 (土 ) バスケットボール新人戦① 25（金）離任式
31日 (日 ) 〃 ② 27（日）リコーダー全国大会(東京)

※３学期 １月 部活動終了１７：００ 生徒下校１７：１０
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