
平成の歩みを振り返る

校長 小野 武紀

平成元年には、消費税が導入されるなど経済界に

大きな変革をもたらし、また、平成４年には、学校

週５日制がスタートするなど、私たちの生活に関わ

る様々な制度や仕組みを改革し 築き上げてきた 平、 「

成」の時代が間もなく終わりを告げようとしていま

す 「令和」を迎えるにあたり、本校の「平成」の。

歩みを振り返り、決意を新たにして新しい時代の第

一歩を踏み出してまいります。

【校舎の移り変わり】

現在の３階建ての鉄

筋コンクリートの校

舎は、昭和53年に建

てられ、その後、改

修工事を経て現在の

姿になっています。

平成３年12月、本校

敷地内に町民柔道場

が作られました。

平成７年、町民剣道

場完成、これに伴い

それまであった相撲

場は、テニスコート

。横に移設されました

平成26年３月、新体

育館竣工、現在の立

派な体育館が完成し

ました。

昭和54年に旧柔剣道

、場が作られましたが

平成25年に新体育館

建設に合わせて解体

され、現在は市剣道

場横の駐車場となっ

ています。

【生徒数の推移】

平成元年度は、全校生徒769名（19学級）で、現

在の約３倍の生徒が在籍していました。その後、少

子化の影響や天王南中学校の新設（平成４年）に伴

い生徒数が減少し、現在に至っております。

【生徒の活躍】

生徒数の減少をものともせず、本校生徒は部活動

等で輝かしい活躍を見せています。平成に入ってか

らの部活動夏季大会における、全県大会優勝以上の

結果をまとめてみました。

H 2 柔道男子県大会優勝 H11 剣道男子県大会六連覇

H 4 剣道男子県大会優勝 剣道男子東北大会優勝

吹奏楽県大会金賞 H12 剣道男子県大会七連覇

H 6 剣道男女県大会優勝 H15 剣道女子県大会優勝

剣道男子東北大会優勝 吹奏楽県大会金賞

吹奏楽県大会金賞 H16 吹奏楽県大会金賞

剣道男子全国大会第５位 吹奏楽東北大会金賞

H 7 剣道男子県大会二連覇 H19 剣道女子県大会優勝

H 8 剣道男子県大会三連覇 H21 剣道男子県大会優勝

H 9 剣道男子県大会四連覇 剣道男子東北大会第３位

H10 剣道男子県大会五連覇 H22 剣道男子県大会二連覇

剣道男子東北大会優勝 H28 柔道男子県大会優勝

剣道男子全国大会第５位 H29 柔道男子県大会二連覇

柔道男子東北大会優勝

この他の部活動もこれらに準ずる成績を多数残し

ており、天中生のパワーは勢いを増し、輝きを放ち

続けています。

「 」来たるべき 令和

の時代も力強く歩ん

でまいります。保護

者、地域の皆様の御

協力をよろしくお願

いいたします。
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生 徒 の 活 躍
４月２０･２１日市郡春季体育大会

○柔道
(全県)男子団体 第３位

個人
50㎏級 谷 涼磨 第１位
60kg級 佐々木一真 第１位
66kg級 鈴木 蓮臣 第１位
55kg級 門間 健友 第３位

女子個人
48kg級 北嶋 菜智 第１位

○剣道
(全県)男子団体 優勝

個人 石黒 航 第２位
(全県)女子団体 第３位

個人 石川 優美 第１位
○卓球男子

(全県)団体 優勝
(全県)個人 保坂日向太 第１位
(全県)鈴木 直凛 第２位
(全県)尾形 澪音 第３位
(全県)鈴木 陸久 第３位
(全県)畠山 優 第５位

○卓球女子
(全県)団体 準優勝

(全県)個人 大日向涼伽 第３位
(全県)上田 桃 第５位

(全県)○女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 優勝
○男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 準優勝
○野球 第３位
○バレーボール 第３位
○サッカー 第３位
○ｿﾌﾄﾃﾆｽ 個人 加賀谷・伊藤組 ベスト８

応援、御協力ありがとうございました。
＜各種大会結果＞
第37回能代市総合卓球選手権大会

中学男子団体 天王中Ａ 第３位
平成31年度
岩手県少年少女 選手権春季大会レスリング
中学生男子の部軽量級 第１位 菊地 寛人
中学生女子の部48kg級 第１位 武田 愛

今年度も文化、スポーツにおける天中生の活躍を
紹介していきます。応援よろしくお願いします。

◇◆◇ ◇◆◇体育祭へおいでください
５月29日(水)９時より天王中学校グラウンドを

会場に行われます。ブラジル体操、100Ｍ走、天
中選手権、大縄跳びなど精一杯練習を重ねて当日
を迎えます。９時の開会式から全員リレーまで見
所がたくさん！ぜひ天中生の最高のパフォーマン
スを見にいらしてください。

、 。プログラムが決定次第 学校ブログで紹介します

５月の行事予定
１日 (水) 天皇即位の日

２日 (木) 休日

３日 (金) 憲法記念日

４日 (土) みどりの日

５日 (日) こどもの日 部活動休止日

６日 (月) 振替休日

７日 (火) 修学旅行結団式

８日 (水) 修学旅行１日目
９日 (木) 修学旅行２日目
10日 (金) 修学旅行３日目

13日 (月) 専門委員会

14日 (火) 天王中学校区三校連携推進委員会

15日 (水) スタディ・デイ 部活動休止日

16日 (木) 国語 前期生徒総会チャレンジテスト

17日 (金) 松陵学習① ＰＴＡ評議員会

18日 (土) 県中学校剣道大会

県中学校春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会～19日

県中学校春季卓球大会～19日

19日 (日) 部活動休止日

20日 (月) 職員会議

21日 (火) ３年実力テスト①

22日 (水) 天王中学校区三校連携協議会

23日 (木) 体育祭係打合せ

24日 (金) 避難訓練 中学生向け地域企業ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

25日 (土) 県中学校春季柔道大会

27日 (月) 衣替移行期間～31日
28日 (火) 体育祭予行
29日 (水) 体育祭 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ

30日 (木) 松陵学習② 数学チャレンジテスト

31日 (金) 体育祭予備日 英検①

「天中スタンダード」知っていますか？

平成29年
度に、生徒
会と先生方
で話し合っ
て作成しま
した。
普段の生

活や学習の
場面で意識しています。
⑦の無言清掃は、潟上市が交流している宮崎県

都城市立山田中学校で行われていたものを本校で
も導入しました。清掃のチャイムで黙想し、清掃
時間は無言で掃き掃除や雑巾がけを分担して行い
ます。移動中でも立ち止まって黙想！清掃終了時
間まで静かに活動します。環境委員が中心となっ

、 。て約束ごとを確認し 今年度も継続しています

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。


