
和をもって 貴 しとなす
とうと

校長 小野 武紀

「オール天王」を合言葉に、地域と共に歩む学校

づくりを推進するなど、本校教育の充実・発展に大

きく貢献された伊藤一之前校長の後を引き継ぎ、校

長の任に当たることになりました小野武紀です。一

昨年度までの２年間、本校で教頭を務めておりまし

た。これまでの本校勤務の経験を生かし、地域に根

差した学校づくりを更に推進してまいりたいと考え

ております。何とぞ、これまで以上に天王中学校へ

の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

さて、４月５日（金）に行われた本校入学式では

85名の新入生を迎え、全校生徒数254名が、新年度

のスタートを切りました。新入生の凛と引き締まっ

た表情からは、中学校生活への期待と意気込みが感

じられ、また、前日の始業式では、２、３年生の表

情がとても明るく、進級の喜びと新しい学年に向け

た決意がひしひしと伝わってきました。

これから本校生徒がどんな活躍を見せてくれるの

か楽しみでなりません。

ところで、４月１日に新しい元号「令和」が発表

されました。日本最古の歌集「万葉集」から採用さ

れ、「明日への希望とともに、日本人一人一人が大

きな花を咲かせる」という願いがこめられているそ

うです。さて、この万葉集の編纂とおよそ時を同じ

にした飛鳥時代に、聖徳太子が十七条の憲法を制定

しました。この十七条の憲法の第一条に「和をもっ

て貴しとなす」という言葉が出てきます。この意味

は、何事を行うにも、みんなが仲よくし、いさかい

を起こさないのがよいということです。これは、単

に表面的な仲のよさを表しているのではなく、異な

った意見をもった人たちが、しっかりと議論して和

を築くことが大事であるという意味が込められてい

ます。学校運営を考えたときに、保護者の皆さんや

地域の方々、教職員が議論を交わしながら、一致協

力して生徒の指導に当たることが重要です。この一

年、「オール天王」として「和をもって貴しとなす」

をモットーに、生徒一人一人が明日への希望をもっ

て大きな花を咲かせることができるよう力を合わせ

てまいりたいと考えております。何かお気付きのこ

とがありましたら、遠慮なさらずにお知らせくださ

い。今後とも御支援と御協力をよろしくお願いいた

します。

職員組織・学年組織

校 長 小野 武紀 1年主任 近藤 葉子

教 頭 長崎 涼子 1年1組 眞壁 豪

主任主査 小野 博昭 1年2組 佐藤 一平

養護教諭 工藤 紀子 1年3組 佐藤 良介

校務員 佐藤 卓也 1年所属 中川 陽太

事務補助員 三浦 祐子 1年所属 木村 房子

主任調理員 児玉 文子 1年所属 教務主任 中川 努

調理員 三浦 和子 1年所属 支援員 村山 敏子

〃 岩谷 るみ

〃 浅田 智子 2年主任 石川 徳幸

図書館支援員 中村優美子 2年1組 山田 翠

ALT レイリー・ハイタワー 2年2組 佐々木拓人

SC 横尾裕紀子 2年3組 鈴木理恵子

地域コーディネーター 鈴木 亜紀 2年4組 戸田 尚次

2年6組 戸祭ゆき枝

2年所属 研究主任 熊井 修一

2年所属 藤澤加奈子

野球部長 熊井 修一 2年所属 支援員 本山 里美

野球監督 眞壁 豪

サッカー部長 藤澤加奈子 3年主任 中川 利通

サッカー監督 川村 啓吾 3年1組 檜山 信次

男女バスケ部長 倉田 泉 3年2組 伊藤 麗華

男子バスケ 北嶋美智夫 3年3組 川村 啓吾

女子バスケ 佐々木拓人 3年4組 戸田 尚次

バレー部長 戸祭ゆき枝 3年5組 北嶋美智夫

バレー監督 石川 徳幸 ３年所属生徒指導主事 倉田 泉

男女卓球部長 近藤 葉子 3年所属 中川 真人

男子卓球 中川 利通 3年所属 支援員 佐藤 千秋

女子卓球 鈴木理恵子

テニス部長 中川 真人

テニス監督 伊藤 麗華 吹奏楽部長 中川 陽太

柔道部長 戸田 尚次 吹奏楽顧問 山田 翠

柔道監督 佐藤 良介 美術部顧問 中川 努

剣道部長 檜山 信次 陸上競技 倉田 泉

剣道監督 佐藤 一平 水泳 戸田 尚次

１年間よろしくお願いします！
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潟上市立天王中学校

部活動担当

PTA授業参観・総会へおいでください。
□ 期 日 ４月１６日（火）

※事前に資料を配付しますので、ご覧の上、

当日、御持参ください。



天王中マスコットキャラクター

エネガー

天王中マスコットキャラクター

エネミン

よろしくお願いします。

平成31年度(令和元年度)も学校報「天王」を通して学校の取組や生徒の様子、イ

ベント情報などを発信していきます。学校報は、天王中学校のホームページでもご

覧いただけます。

また、学校ブログ「天中ＤＩＡＲＹ」もどうぞ御覧ください。

検索サイトで「天中ＤＩＡＲＹ」と入力してください。また、スマートフォン

の方はこのＱＲコードからも探すことができます。

御意見、御感想等ございましたら、学校までお寄せください。

１年部所属 中川陽太

教科 英語

秋田市立桜中学校から来ました。

好きな食べ物はラーメンです。

失敗を恐れず、積極的に英語に取り組みましょう。

校 長 小野武紀

天王南中学校から来ました。

平成28年度、29年度と天王中学校に勤務していました。
好きな言葉は「思いやり」です。

天中生には常に前進することを目指してほしいと思います。

１年２組担任 佐藤一平

教科は理科

大館市立北陽中学校から来ました。

趣味はスキューバダイビングです。

好きな言葉は「一期一会」です。

３年部所属支援員 佐藤千秋

天王南中学校から来ました。

山を歩いて（トレッキング）

花を見たりすることが好きです。

１年３組担任 佐藤良介

教科 保健体育

天王南中学校から来ました。

趣味･特技は筋トレと英会話です。

一生懸命さと挑戦する気持ちをもって過ごしましょう。

３年学年主任 中川利通

教科は国語です。

羽城中学校から来ました。

クロスワードパズル好きです。

好きな言葉は心機一転です。

２年３組担任 鈴木理恵子

教科は英語です。

秋田市立土崎中学校から来ました。

趣味はキャンプで特技は水泳です。

なりたい自分を目指して、ポジティブに過ごしましょう。

１年１組担任 眞壁 豪

教科は数学です。

羽城中学校から来ました。

好きな言葉は「人生はかけ算だ」です。

毎日笑顔で生活していきましょう。

チーム天王中に仲間入り

よろしくお願いします
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