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真野中学校４１８号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成２８年２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
３つの心 感謝する心 素直な心 努力する心

『本物の素晴らしさ』
校長 池 典比古

暖冬と思われた今年の冬も、１月下旬の記録的な大雪で、佐渡・新潟県内はもとより、全
国的にすっぽりと雪に埋まり、公共の交通機関に大きな影響を与えました。保護者の方々も
除雪を初め大変苦労されたのではないかと思います。私も住居周りの除雪等に追われ、久し
ぶりに降雪による困り感を味わいました。しかし、先週は、そんな中にも嬉しいこと感動する
ことが３つありました。今回、この紙面を借りてそれを紹介したいと思います。
《その１》 嬉しかったこと

先週月曜日(1/25)、学校に出勤すると、前日からの降雪で玄関や校庭に雪が積もり、玄関
まで移動するのも大変な状況でした。すると、生徒達が３年生を中心にスコップやスノーダン
プで除雪作業をしている姿を見つけました。先生方に指示されたわけでもなく、自らの意志
で起こした行動でした。そして、生徒の数は少しずつ増え、玄関周辺は、始業時間前にはき
れいに除雪されたのです。昨年度もこのような光景は見られましたが、本年度初めての降雪
の朝、指示されることなく、仲間のために自主的に動いた真野中生徒の心根が大変嬉しく、
寒さの厳しい朝なのに、何か温かい気持ちになりました。
《その２》 嬉しかったこと
先週日曜日(1/24)の午後、アミューズメント佐渡で『佐渡に学ぶ 芸能学習発表会』が開

催されました。佐渡市の保育園から高等学校までが芸能学習の成果を発表する催しです。真
野中学校からも『鷺流狂言』演目［附子］を４名の生徒が発表しました。午前中にリハーサ
ルを行い、午後３時過ぎに本番となりました。舞台脇で見ている私にも、４人の緊張がわかり
ました。大勢の観客の前、今まで立ったこともない広い舞台、気持ちは、よく分かります。し
かし、本番が始まると４人は、照れることなく、しっかりと動き、大きな声で堂々と演じきりま
した。会場からの拍手は、特に大きく、帰り際には主催である教育委員会の先生方からも絶
賛されました。自分が出来ることを照れることなく堂々とやり遂げた４名の姿は、実に輝いて
いるように思い、私も嬉しい気持ちになりました。
《その３》 感動したこと
《その２》でも書かせていただいた芸能発表会の日、発表の最後を飾ったのが羽茂高校

の郷土芸能部でした。毎年、新潟県の代表として全国大会に出場している芸能部の発表を、
恥ずかしながら私は、今まで１度も見たことがありませんでした。この日は、その発表を見る
のを楽しみにしていました。本番前、私が、楽屋に向かったとき、２人の着物姿の高校生に
出会いました。すると２人は見ず知らずの私に対して、爽やかな笑顔に大きな声で『こんにち
は』と挨拶をしてくれたのです。私は挨拶を返しながら、『凄いな』と思いました。人と接し
たときの礼儀を心得、誰に対してもしっかりと挨拶できる生徒達なのだと。その挨拶には、
照れや中途半端な恥ずかしさは微塵もありませんでした。これができる人は、間違いなく自
信をもって物事に取り組める人です。その後観覧席から羽茂高校の発表を鑑賞しましたが、
それは、まぎれもなく素晴らしい本物の発表でした。演奏・踊り・歌、どれをとっても一糸
乱れぬ発表でした。
厳しい寒さの中で、若者達の『本物の姿』に、人間の素晴らしさを再確認できた、冬の出

来事でした。



- 2 -

生徒アンケートの
結果から

２学期末に実施した生徒の生活アンケートから分かる真野中の様子をご紹介します。

１ 家庭生活について

生活習慣の基本は「早寝・早起き・朝ごはん」ですが、真野中の生徒は、朝食について
は問題ないようです。あいさつは社会生活の基本です。家族という親しい関係であっても
励行したいものです。家での手伝いをきちんと行うことが、自分の仕事を責任をもって行
う姿勢につながります。ぜひ、ご家庭での役割分担を決め、自分の役割を果たす大切さを
感じてほしいと思います。

２ 学校生活について
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あいさつや決まりを守る生徒がほとんどです。少数ながら、学校生活が充実していて楽
しいと感じていない生徒や、いやがらせやいじめを受けた生徒がいることが気がかりです。
学校では「いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止・早期発見・即時対応に努
めています。教育相談体制も整えていますが、お子さんの小さな変化でも、何かありまし
たら学校にお知らせください。また、学校では、友達のよいところを見つけ、思いやりの
気持ちをもって協力・助け合っていく生徒になってほしいと指導しています。ご家庭のご
協力をお願いします。

３ 学習について

家庭学習について

１生生・・・７０分以上
２年生・・・８０分以上
３年生・・・９０分以上

※休日は、平日の２倍が目標です

真野中学校では、小学校と連携して家庭学習の充実に力を入れています。ご家庭にご協
力いただいているノーメディアウィークの取組もそのひとつです。家庭学習への取組はお
おむね良好です。Ｗｅｂテストなど、機会を捉えて家庭学習に取り組むとより効果的です。
身近な目標を定め、それに向けて集中して家庭学習に取り組んでほしいと思います。
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授業で分かったつも
りでも、テストになる
と思うように力を発揮
できないことがありま
す。これは、復習が不
足しているからです。
復習は、早いほど効

果的だと言われていま
す。毎日の家庭学習の
中心に「その日習った
ことの復習」を据える
と、より効果的です。

４ 健康・体力の増進について

○今年度も冬場の体力向上を目指して１・２年生が校舎内をランニングする「合同トレー
ニング」を行っています。ご家庭でも体を動かす習慣づくりに取り組んでいただけたらと
思います。
○真野中学校では、毎月末に「保健だより」を使って翌月の保健指導を行っています。毎
月発行されていますので、ご家庭でもお読みいただき、話題にしていただきたいと思いま
す。２月の保健目標は「心と体の健康について考えよう」です。

５ 総合的な学習の時間について

「総合的な学習の時間」では、全校で伝統芸能や伝統工芸をはじめ佐渡ならではの文化
に触れる「総合郷土」と、学年テーマに基づいて学習する「学年総合」の２つに分けて取
り組んでいます。総合郷土については、文化祭の折に発表や展示をしています。学年総合
についても学年単位の発表会を開催して成果を披露しています。２・３年生の発表会は既
に行われました。１年生の発表会も３月に予定されています。
以下が、各学年の学習テーマです。
１年生・・・「ふるさと学習」～郷土(佐渡市)を島外の人にＰＲしよう～
２年生・・・「職場体験活動を通して、社会に対する見識を広げ、勤労観や職業観を養う。」
３年生・・・「真野の歴史を探り、佐渡の将来(もの・人)について考える。」
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保護者アンケートの結果から

１ 基本的な学校の姿勢・対応について
学校の方針や姿勢・対応については、肯定

的評価が９５％を越えています。
真野中では、３つの心を大切に「豊かな人

間を目指し、たくましく生きる生徒」を育て
ていくことを目標に指導しています。家庭・
地域のご協力をより一層お願いします。

《３つの心》

感謝する心・素直な心・努力する心

２ 家庭での様子について

○「登校する姿が楽しそう」という質問で、あまり・そうでないという回答が２７％に達
していることが気がかりです。小さなサインを見落とさず、声をかけるなどお願いします。
○中学生は、思春期を迎え、心も体も不安定になりやすい時期です。あまり学校のことを
話さなくなったり、家族と一緒にいる時間が減ったりもします。そんな時期こそ、一緒に
何かをする機会が大切になります。共に汗を流すことをはじめ、一緒に何かをする機会を
意図的につくり、一緒に過ごす時間を大切にしていただきたいと思います。

１月の諸行事から
１月７日（木）の

３・４限に、恒例の
「書き初め大会」が
開催されました。全

校生徒が自分で選んだ字を書くもので紙のサイズも自由。
今年の目標や目標にする人物の名前、今気に入っている言
葉など、それぞれ楽しみながら書に親しんでいました。全
校生徒の作品が掲示され、お互いの書を鑑賞しました。
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１月に入って、１・
２年生全員で「合同ト
レーニング」に取り組
んでいます。これは、

体を動かす機会が減る冬場の健康維持と来シーズンに向け
ての体力強化を目的に例年行っているものです。１５分間
自分のペースで走りますが、友達と話をすることなく、一
生懸命取り組んでいます。３学期いっぱい毎週月曜と金曜
の放課後に行う予定です。

1月の大会の成績
１／２３ 新潟支部バドミントン大会
男子シングルス ２位 Ｆ，Ｒ

１／２３ ソフトテニスインドア選手権大会
男子の部 ３位 Ｉ，Ｒ Ｈ，Ｍ ペア

１／３０ 佐渡市中学校バドミントン団体選手権
女子の部 １位

１／30,31 佐渡市中学校新人バスケットボール大会
女子の部 ３位

２月の予定 ※３年生の２・３月のＷebテストはありません。

日・（曜） 主な予定 ３月の主な予定
１日 (月 ) 生徒朝会 ２（水）全校式練習(２限)
２日 (火 ) Ｗeb(国語) 生徒総会 ４（金）Ｗeb(国語) 短縮授業

拡大評議員会 ※テスト前諸活動休止 卒業式予行練習(３・４限)
３日 (水 ) 合同トレーニング
４日 (木 ) Ｗeb(数学) 短縮授業 専門委員会⑩ ７（月）Ｗeb(数学) ３年入試事前
５日 (金 ) Ｗeb(英語) 質問教室① 指導 合同トレーニング
６日 (土 ) ８（火）公立高校一般選抜学力検査
７日 (日 ) １，２年生実力テスト
８日 (月 ) 生徒朝会 質問教室② ９（水）公立高校一般選抜学校独自検査
９日 (火 ) 期末テスト① ※給食を食べて放課 10（水）Ｗeb(英語) 短縮授業
10日 (水 ) 期末テスト② ＰＴＡ教養部会 ３年同窓会入会式(１限)
11日 (木 ) 建国記念の日 １・２年生卒業式会場準備
12日 (金 ) 公立特色化選抜面接日 合同トレーニング (午後) ※３年生給食後放課
13日 (土 ) 11（金）第69回卒業式 ※午後放課
14日 (日 ) 13（日）佐渡朱鷺健康マラソン
15日 (月 ) 全校朝会 合同トレーニング 三送会強調週間 14（月）公立高校一般選抜合格発表
16日 (火 ) 公立特色化選抜内定通知日 合同トレーニング
17日 (水 ) 短縮授業 ＰＴＡ新旧役員引継ぎ会
18日 (木 ) 17（木）１年生総合学習発表会
19日 (金 ) 合同トレーニング 18（金）合同トレーニング
20日 (土 ) 真野・両津バスケットボール親善大会① 19（土）中体連陸上強化練習会③
21日 (日 ) 真野・両津バスケットボール親善大会② 20（日）春分の日 バスケットボール
22日 (月 ) 振替休業日(2/27の分) 全佐渡１年生大会
23日 (火 ) 拡大評議員会 第２回ＰＴＡ評議委員会 21（月）振替休日
24日 (水 ) 短縮授業 ３月の保健指導 24（木）終業式 ＰＴＡ会計監査
25日 (木 ) 短縮授業 避難訓練(６限) 公立高校２次入試学力検査
26日 (金 ) 月曜授業 公立一般志願変更(～3/1) 25（金）リコーダー激励会 離任式

合同トレーニング 公立高校２次入試合格発表
27日 (土 ) 短縮授業 三送会 ＰＴＡ総会・懇親会 26（土）リコーダー部出発
28日 (日 ) 真野芸能祭 中体連陸上強化練習会② 27（日）全日本リコーダーコンテスト
29日 (月 ) 短縮授業 全校卒業式練習 専門委員会⑪ (東京)
※３学期 ２・３月 部活動終了 １７：００ 生徒下校 １７：１０
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