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真野中学校４０９号

真 野 中 だ よ り 平成27年４月22日発行
〈校訓〉 立志力行 協力親和

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 ）

命を大事に、新たな飛躍を・・・
校 長 池 典比古

春といえども、寒さの残る毎日が続きましたが、先週には真野中学校の桜も満開をむか
え見事に咲き誇りました。いよいよ春の到来を実感する頃となりました。
今年度の真野中学校は新入生４７名を迎え、全校生徒１３７名でスタートいたしました。

４月６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、『呼名』の際の大きな『返事』は、今後の飛躍を感じさせる立派
なものでした。ご臨席いただい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。
あれから２週間、生徒は期待通り、元気に学校生活を送っています。私は生徒のそんな

生活を見るにつけ、入学式の式辞でお話ししたことを思い起こしています。
１、命を大事にしてほしい
２、一生懸命学習してほしい
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点なかで最も大切なことはなんといっても、『命を大事にしてほしい』というこ

とです。そこで、この紙面を借りて、あらためてその一節を掲載したいと思います。

先月（３月）中旬、テレビや新聞報道で取り上げられていたとおり、４年前の３月１１
日、忘れもしないあの東日本大震災が発生しました。地震や津波の規模は、想定を遙かに
超えるもので、想像を絶する甚大な犠牲者を出しました。４年が経過した今でも、行方不
明の方々がいるのです。また、現在も多くの人達が自宅を離れ、他の場所で生活すること
を余儀なくされています。私は、この災害の報道に接するたびに心が痛みます。多くの命
が失われたことを深く悲しむとともに、あらためて、命の尊さを噛み締めました。ここに
入学する皆さんと同じように、当時、小学校の卒業と中学校への入学を控えた児童の多く
も被害に遭ってしまいました。中学校に入学して、これもやってみたい、あれにも挑戦し
たいと考えていたことでしょう。そう思うと胸がはりさけそうになります。命さえあれば、
苦しくとも目標に向かって精一杯取り組めば、必ず道は開けます。それが人というもので
す。だから、決して命を粗末にしてはならないのです。今生かされている自分を大切にし
て下さい。そして、大切にしてほしいのは、あなたの命だけではありません。あなたの隣
にいる人の、更にあなたの周りにいる人の、あなたを含めて全ての人の命がかけがえのな
いものであることをしっかりと理解してほしいと思っています。

自分の命は勿論、他人の命も大事にする。それは人として生きることの原点と考えてい
ます。その上で、今後も真野中学校では職員一丸となって、生徒のより良い成長を支援し
てまいりたいと思います。どうぞ今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願いいたしま
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。

教頭 今井 量 上越市立城東中学校より転入
この４月から教頭としてお世話になっております。海を渡り、
上越市から参りました。社会科を担当します。
佐渡の文化の中心地真野で勤められることを光栄に思います。
佐渡の歴史と文化を学び、佐渡の生活を楽しみながら勤めたい
と思っています。よろしくお願いいたします。

教諭 川原 雅史 胎内市立中条中学校より転入
はじめまして。私がかつて青春の熱き血潮をほとばしらせた
舞台である陸上競技場とその裏の松林が新任地の横にある(大分
様変わりしましたが）ことに感慨深いものがあります。
素晴らしい生徒たちと共にあの時の感動を少しでも多く再現し
ていけたら思います。どうぞよろしくお願いいたします。

養護教諭 岩﨑 昌代 佐渡市立真野小学校より転入
１年生と一緒に真野中学校に参りました。生徒の皆さんに爽や
かな挨拶で迎えていただき、感謝しています。また、元気のよい
返事や清掃への取組も素晴らしく、感激することばかりです。
自分探しをする中学生を理解し、応援していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

事務職員 坂井亜矢子 育休より復帰
約１年間、育児休業をいただき、この４月より再び真野中学校
でお世話になっております。今回復帰したときに、生徒会の子ど
もたちにより「お帰りなさい」と玄関に掲示されており、感激し
ました。明るくて素直な生徒たちのために微力ながら精一杯勤め
させていただきます。よろしくお願いいたします。

４月の教育活動から

◎新入生４７名が真野中学
校に入学しました。

まだ肌寒い４月６日（月）の午後、１４名の来賓の皆様
の参加をいただき、平成27年度の入学式が行われました。
新入生入場の後、学級担任からの呼名では、みんなとても

大きな声で返事をしていました。
全校生徒の話を聴く態度や２・３年生による歓迎の合唱

の素晴らしさなど、参加された来賓の皆様からは「とても
素晴らしい入学式で感動しました。」というお褒めの言葉
をいただきました。
真野中学校のよき伝統が息づいていると感じた入学式

でした。
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◎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、最後に全校レクリェーションも行いました。
また、生徒会本部のアイディアあふれる運営で、新入生にもわかりやすい説明でした。
生徒会活動の充実が真野中学校のよき伝統の源であると実感しました。

生徒会役員のあいさつ 映像を使った説明 各部の紹介 最後は全校レク

◎授業参観・ＰＴＡ総会が行われました。

４月１８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いうことで自由に参観いただき、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に参観いただき、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
努めていきたいと考えています。ご意見・ご要望がありましたら遠慮なくお伝えください。
ＰＴＡ総会では、今年度のＰＴＡの活動計画・予算を承認していただきました。
今年度は、小中の食券バザーを小学校に担当していただきますが、小中ソフトバレーボ

ール大会を中学校で主管することになります。
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年生の授業態度は真剣 ２年生は保護者も一緒に １年生は楽しく勉強

3・４月の表彰

○第３６回全日本リコーダーコンテスト《３月２９日》

合奏〈銀賞〉 二重奏〈銅賞〉 四重奏〈銀賞〉
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ご寄贈をいただきました。

馬堀方眼喜孝作の「日本國歴代天皇御真影図」を

安藤茂行様からご寄贈いただきました。

２階図書コーナーに展示したいと思います。

生徒のみなさんはもちろん、保護者、地域の皆様

も学校にお越しの際はぜひご覧ください。

５月の予定〈各担当からのプリントも御覧ください〉

1日 (金 ) 午前授業(３限まで)、部活なし 16日 (土)

2日 (土 ) 17日 (日) 佐渡ロングライド

3日 (日 ) 憲法記念日、佐渡陸上選手権 18日 (月) 短縮授業 生徒朝会 応援練習

4日 (月 ) みどりの日、バスケ練習会 真野地区小中全員研修会

5日 (火 ) こどもの日、バスケ練習会 19日 (火) 総合郷土① 応援練習

6日 (水 ) 振替休日 バスケ練習会 20日 (水)

7日 (木 ) 短縮授業 生活ｱﾝｹｰﾄ(2･3年) 21日 (木) 全校応援練習、陸上大会激励会 陸上大会会場準備

8日 (金 ) 眼科検診 生徒総会 拡大評議員会 22日 (金) 佐渡市中学校陸上大会※弁当

9日 (土 ) 23日 (土) ソフトテニス会長杯大会

10日 (日） 全佐渡卓球選手権大会 24日 (日) ソフトテニス大会予備日

11日 (月 ) 緑の少年団入団式 Webﾃｽﾄ(国) 応援 25日 (月 ) 教育実習開始 陸上報告会

12日 (火 ) 短縮授業 Webﾃｽﾄ(数) 専門委 26日 (火 ) 総合郷土② 部活延長開始～８

2．3年生教育相談開始(～29) 27日 (水 ) 通信陸上突破会 一斉保健指導

13日 (水 ) 短縮授業 1．2年歯科検診 28日 (木 )

14日 (木 ) 短縮授業 Webﾃｽﾄ(英) 29日 (金 ) 生徒会クリーン作戦

耳鼻科健診 応援練習 30日 (土 )

15日 (金 ) 短縮授業 3年歯科検診 応援練習 31日 (日 )

６月の主な予定 ※６月８日まで部活動延長（終了１８：３０ 下校１８：４０)
その後は、終了１８：００ 下校１８：１０

※予定案ですので変更もあります。

１（月）全校朝会 ２（火）朝Ｗeb国語、総合郷土 ３（水）フッ化物、水泳前健
康診断、拡大評議員会 ４（木）朝：Ｗeb数学、免外研英語会場、２年救急法講習会（ま
たは翌日） ５（金）朝：Ｗeb英語、専門委員会、ＰＴＡ３学年部会 ８（月）生
徒朝会、激励会 ９（火）市中学校体育大会１日目 １０（水）市中学校体育大会
２日目 １２（金）教育実習最終日、新潟地区激励会、ＰＴＡ指導者研修会
１４（日）ＰＴＡ研修旅行、（佐渡ロードレース） １５（月）２期時間割、地区陸
上出発、テスト前諸活動休止、ノーメディアウィーク １６（火）新潟地区陸上１日
目、総合郷土、小中合同地区懇談会打合せ １７（水）新潟地区陸上２日目 １８
（木）質問教室 １９（金）中学校区計画訪問（真野小会場。午前中は中学校の授業
を参観） ２１（日）真野地区の集い（陸上競技場と体育館を１日使用。公民館主催）
２２（月）期末テスト１日目 ２３（火）期末テスト２日目、総合郷土、諸活動再開
２５（木）いじめ見逃しゼロスクール研修会 ２８（日）１学年ＰＴＡレク（9:00～
中学校体育館） ２９（月）７月の保健指導 ３０（月）新潟地区大会出発、安全
点検、佐渡会場（バレー）準備


