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真野中学校４１９号
真 野 中 だ よ り
＜校訓＞ 立志力行 協力親和

平成２８年３月４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

『三送会・・・・』
校長 池 典比古

弥生３月、桜の花芽も徐々に膨らみ、日一日と春めいてきました。いよいよ、義務教育を
終了する３年生５５名の卒業式が来週へと迫ってきています。その卒業式を控え、先週２月
２７日(土)、『三送会(３年生を送る会)』が開催されました。当日は、３年生を中心に５０名
以上の保護者の方々にもご来校いただきました。

私は、三送会に、毎年３つの視点をもち、参加しています。

視点１ 卒業生が三送会を十分楽しみ、まわりに感謝できる会となったか。
視点２ 在校生(１・２年生)は、卒業生に感謝し、卒業生のために精一杯取り組んだか。
視点３ ２年生は、新たな学校のリーダーとして、三送会を感動的なものにできたか。

この紙面を借りて、今年度の三送会の感想を記したいと思います。
三送会は、卒業生の入場に始まり、思い出のスライド、在校生有志による発表と続きまし

た。卒業生は、そのスライド・発表の間、３年間を懐かしみ、大きな歓声をあげ、後輩の出
し物に心から興じる姿がありました。そして、遂には卒業生数人が飛び入りでステージに上
がり、在校生の中に入って息のあったダンスを披露したのです。その場の盛り上がりは最高
潮でした。その後、３年生は、卒業生の出し物として、素晴らしい歌声を響かせてくれまし
た。また、教職員・保護者を初め、３年間に関わった方々に、全員で声を合わせ、感謝のメ
ッセージを発表してくれました。受検を控え、時間のないなか、熱心に練習に取り組んだで
あろう成果を発表してくれたのです。最後は、真っ暗にした会場でのキャンドルステージで
した。ろうそくの炎を見つめながら、３学年部職員からのメッセージを聞く卒業生の中には、
涙を浮かべる生徒も多くいました。その光景を眺めながら、私は非常に晴れやかな気持ちに
なったのです。お預かりした生徒を３年間、使命を胸に、大切に教え導いてきた職員たち、
そして、その思いを理解できる「小さな大人」としての「芽」を心に育みだしている生徒た
ち。偶然に出会いながらも、ともに過ごす中で紡がれる人としての絆や深い慈しみ、感謝の
思いが体育館いっぱいに満ちていることを、３年生のすがすがしい表情から確信することが
できました。また、この三送会に向けて、在校生は、放課後遅くまで準備に取り組みました。
新生徒会としての最初の行事に、生徒会役員をはじめ、在校生は戸惑い、なかなかうまくい
かないこともあったようです。しかし、粘り強く諦めずに取り組んでくれました。会のいた
るところで、一生懸命に取り組む在校生の姿・顔がありました。２年生もリーダーとして精
一杯努力していました。そこにもまた、新しい成長の「芽生え」がみえました。そして、そ
の結果として、感動的な会の成功に繋がったのだと思います。３年生は、後輩のその努力を
よく理解し、企画してくれた在校生に感謝したものと思います。今思うと、今回の三送会は、
私の考える３つの視点をおおいに満たすものであったように思います。会の終了後には、来
校いただいた保護者の方々より大変感動したとの旨の言葉を多くいただきました。私にとっ
て、３年生はもとより、１・２年生の成長も実感できる嬉しい１日となりました。

さて、３年生は、人生で初めて、自らの進路を切り開く高校入試が迫ってきています。体
調を整え、準備を怠らず、全力で臨んでください。そして、３月１１日には、真野中学校の
生徒・職員・保護者・地域で素晴らしい卒業式を迎えましょう。
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２月の諸行事から

２月２日(火)
の５・６限に、
今年度２回目の
生徒総会が行わ

れました。今回は、年間活動報告と会計中間報告を中心
に審議されました。１年間の活動を経験し、堂々と活動
を振り返る３年生の姿は充実感に満ち、１年間の成長が
感じられました。また、生徒数の減少に伴う委員会の
改編についても審議され、規律委員会の仕事が他の委員
会に委譲されることも決まりました。最後に、活動ファ
イルが新メンバーに受け渡されましたが、来年度への期
待を込めてガッチリと握手する姿が印象的でした。
現在、来年度への引継ぎが順次行われています。

２月１５日(月)の３・４限に、３年生は、
真野第一保育園を訪問しました。インフルエ
ンザの流行等の影響で延期されての実施にな
りました。

家庭科の授業でそれぞれで作成した「おもちゃ」を持っての待ちに待った訪問でした。
最初は、保育園児のパワーに戸惑いもあったようですが、すぐに打ち解け、楽しい時間

を過ごせました。子どもの扱いが上手な生徒や苦戦している生徒など、普段の授業とは違
った表情が見られた時間でした。

２月２５日(木)の６限には、今年度３回目の避難訓練が行われました。今回は、不審者
対応ということで、実際に避難するという行動ではなく、「不審者に遭遇した場合、どう
対処すればよいか。」というテーマで、真野交番の木村様にお出でいただいて、全校生徒
に講話をしていただきました。
前半に、佐渡(特に真野・佐和田地区)で、ここ

数年の間に実際に起こった不審者事案についての
説明があり、生徒たちからはどよめきも起こって
いました。
後半は、対処法についてお話があり、「まず、

逃げる。近くの家に駆け込む。」「すぐ１１０番」
という言葉が印象に残りました。
これから春が近づくと不審者事案が増えるとの

ことです。今回のお話を肝に銘じ、対処していか
なければならないと感じました。
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全校でつくった三送会

感動をありがとう！
２月２７日(土)の午後、恒例の「三年生を送る会」が開催されました。
在校生の出し物はダンスにコントと多彩で、最後は卒業生も加わり、盛り上がりました。
卒業生による出し物は、合唱とユーモアを交えた呼びかけで、教職員一人一人へのメッ

セージは感動的でした。最後は幻想的なキャンドルセレモニーで幕を閉じましたが、３年
担当の先生方の涙もあり、感動的な会となりました。

在校生有志による出し物

３年生による合唱と１・２年生、先生たちへの「感謝の言葉」

幻想的なキャンドルセレモニー

３月１０日(木) 《短縮授業》

３年生の動き １・２年生の動き

１限 同窓会入会式・ＰＴＡ記念品授与式 午後 卒業式準備
２限 学活(終学活を含む） 13:20 体育館集合、歌練習

※給食なしで下校 解散予定10:20 13:55～会場準備

バス 小木線10:42（笹川は小立乗換）静山10:30 15:30～終学活 部活動なし

３月１１日(金) 登校 １・２年生 8:15 ※３年生・保護者受付

１・２年生 合同朝学活、清掃、式歌練習 9:00～9:15

9:45～11:30 第69回卒業証書授与式
11:40～12:10 卒業生終学活 給食・部活動なし

11:55～12:10 在校生終学活 バス 小木線 12:58

12:15～12:30 見送り 笹川・静山 12:50
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離任式の日程

３月２５日(金) 登校 ８：１５

８：３０～９：００ リコーダー部全国大会激励会

９：００～９：５０ 離任式 その後部活動あり

バス 小木線10:42(笹川は小立乗換) 12:58 静山10:30

２月の大会等の成績

２／２１ 新潟大学全国書初大会
秀作 ３年 Ｎ，Ｍ
秀作 １年 Ｈ，Ｋ

２／２１ 第２２回真野・両津中学校親善バスケットボール大会
女子の部 ４位

３月の予定
日・（曜） ３月の主な予定 ４月の主な予定
４日 (金 ) Ｗeb(国語) 短縮授業 合同トレーニング ６（水）始業式(午前) 入学式(午後)

卒業式予行練習(３・４限) ７（木）生活・学習オリエンテーション
５日 (土 ) ８（金）４月の保健指導
６日 (日 ) 生徒会オリエンテーション
７日 (月 ) Ｗeb(数学) ３年入試事前指導 合同トレ ９（土）野球部第四銀行旗大会

ーニング 10（日） 〃
８日 (火 ) 公立高校一般選抜学力検査 11（月）自転車点検

１・２年生実力テスト 12（火）ＰＴＡ評議委員会
９日 (水 ) 公立高校一般選抜学校独自検査 13（水）身体計測(午前)
10日 (木 ) Ｗeb(英語) 短縮授業 ３年同窓会入会式 ２年内科検診

(１限) １・２年生卒業式会場準備(午後) 14（木）１・３年内科検診
※３年生給食後放課 専門委員会

11日 (金 ) 第69回卒業式 ※午後放課 15（金）校外班会議 眼科検診
12日 (土 ) ﾊﾞﾚｰ夢ｶｯﾌﾟ(1日目)ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ獅子ヶ城ｶｯﾌﾟ 部活動会議(１年生正式入部)
13日 (日 ) 〃 (2日目) 佐渡朱鷺健康マラソン 16（土）オープンスクール 授業参観
14日 (月 ) 公立高校一般選抜合格発表 合同トレーニ ＰＴＡ総会・懇親会

ング ＰＴＡ新旧役員引継ぎ会 18（月）４／16の振替休業日
15日 (火 ) 19（火）３年全国学力学習状況調査
16日 (水 ) 20（水）３年修学旅行
17日 (木 ) １年生総合学習発表会 １・２年家庭訪問
18日 (金 ) 合同トレーニング ※１・２年は４限で下校
19日 (土 ) 中体連陸上強化練習会③ 21（木） 〃
20日 (日 ) 春分の日 バスケットボール全佐渡１年生大会 22（金） 〃
21日 (月 ) 振替休日 26（火）心臓検診(１年生)
22日 (火 ) 総合郷土説明会
23日 (水 ) 27（水）５月の保健指導
24日 (木 ) 終業式 ＰＴＡ会計監査 28（木）市中教研総集会

公立高校２次入試学力検査 ※授業３限まで 給食後下校
25日 (金 ) リコーダー激励会 離任式 29（金）昭和の日

公立高校２次入試合格発表
26日 (土 ) リコーダー部出発
27日 (日 ) 全日本リコーダーコンテスト(東京) ※現段階での
28日 (月 ) 予定です。
29日 (火 ) 今後変更も
30日 (水 ) あります。
31日 (木 )
※ ３月 部活動終了 １７：００ 生徒下校 １７：１０

４月 部活動終了 １７：３０ 生徒下校 １７：４０
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