
天中一丸！大活躍!!市郡中総体

校長 小野 武紀

６月14日（金）から16日（日）までの三日間に渡

り、男鹿潟上南秋中学校総合体育大会が行われ、本

校からは、16競技に140名程の選手が出場し、熱戦

を繰り広げました （悪天候のため一部競技は17日。

（月）に順延）

大会前日の13日（木）に激励会を開催し、出場す

る選手に全校生徒がエールを送りました。激励会の

冒頭で、ＰＴＡ会長の船木継雄さんから、選手への

エールとして 「栄光の架け橋（ゆず 」をブラスバ、 ）

ンドの演奏に合わせて熱唱していただきました。実

直な歌声から、熱い思いが伝わってきました。

続いて各部のキャプテンが大会に向けた意気込み

を語り、各部が互いにエールを送り合いました。

、 、また 全校生徒から募集して結成された応援団は

これまでの練習の成果を十分に発揮し、激励会を大

いに盛り上げ、選手を勇気付けてくれました。

応援団を引き受けてくれた皆さんを紹介します。

団 長 栁澤 きら 団 員 伊藤 啓慈

副団長 鈴木 凪 団 員 鈴木 梢真

旗 手 大関 勁心 団 員 上村 大志

団 員 菅原 莞太 団 員 加藤 汰空

応援団の皆さんに感謝！団 員 栁澤 楽生

応援団による激励が終わるや否や、３年部を中心

とした有志職員が勢いよく現れ、明日からの健闘を

祈り、心のこもったエールを選手に届けました。

その後、全校生徒を代表して、生徒会長の七島悠

梨果さんが、自身もバレーボールの選手として出場

する最後の夏にかける思いを込めて、選手にメッセ

ージを送りました。

私からは、前日にプロ初先発、初勝利を挙げた本

校卒業生、日本ハムファイターズの吉田輝星投手の

ヒーローインタビューの言葉を引用し 「平常心で、

これまでやってきたこを全部出すことを心掛ける」

よう、そして 「全校生徒が力を合わせて、明日か、

らの大会に臨む」よう話しました。

そして、迎えた市郡中総体、本校生徒は４月に行

われた市郡春季大会を上回る見事な活躍を見せてく

れました （結果の詳細については、裏面を御覧く。

ださい ）普段の各部の練習を見て回っている私に。

はうなずける結果でした。３年生を中心にしっかり

とまとまり、黙々と練習に取り組む姿から必ずや力

を発揮してくれるものと信じていました。

本校は、今大会、野球とバスケットボールに全校

応援体制を敷いて臨みました。野球応援では、吹き

荒れる砂嵐の中、吹奏楽部の演奏に合わせて精一杯

の声援を送り続けました。まさしく、天中が一丸と

なって臨んだ市郡中総体であったと言えます。

全県大会出場 団体競技６ 個人競技21名
今回の市郡中総体の結果、団体競技では６競技、

個人競技では21名の生徒が、７月13日（土）～15日

（ ） 。月 に行われる全県大会への切符を手にしました

堅忍不抜の精神で戦い抜くことを期待しています。

女子卓球部 28年ぶり 悲願の優勝
平成３年度に優勝して以来、市郡中総体では28年

ぶりに優勝旗を手にすることができました。４月に

行われた市郡春季大会での準優勝の悔しさをバネに

積み重ねてきた努力が結実した結果となりました。

サッカー部 大躍進！ 見事な準優勝
市郡春季大会では、天王南中に０-12、羽城中に

０－１で敗れ、第３位でしたが、今回、羽城中とは

０－０の引き分け、優勝した天王南中とは０－１と

敗れたものの、優勝に匹敵する見事な活躍でした。

フェアプレー賞も受賞するなどその闘いぶりが称賛

され、努力は報われることを実証したサッカー部員

に大きな拍手を送りたい。感動をありがとう！

令和元年度 天王中学校学校報 教育目標＊「自律 「協同 「学び合い」」 」

令和元年６月２８日（金）
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生 徒 の 活 躍

６月１４･１５･１６日市郡総合体育大会
【団体】

【 】優 勝 男子卓球 全県出場
【 】女子卓球 全県出場
【 】女子バスケットボール 全県出場

サッカー準優勝
【 】剣道男子 全県出場
【 】男子バスケットボール 全県出場

野球第３位
【 】バレーボール 全県出場

剣道女子
柔道男子

個人

【６名 全県出場】男子卓球
１位 鈴木直凛 ２位 保坂日向太
３位 鈴木陸久 畠山優
ﾍﾞｽﾄ８ 下間大輝 尾形澪音

【２名 全県出場】女子卓球
３位 上田桃 ﾍﾞｽﾄ８ 伊藤綾香

柔道男子
【 】１位 ５０ｋｇ級 谷 涼磨 全県出場
【 】６６ｋｇ級 鈴木蓮臣 全県出場
【 】２位 ６０ｋｇ級 佐々木一真 全県出場

３位 ５５ｋｇ級 門間健友
柔道女子

【 】１位 ４４ｋｇ級 北嶋菜智 全県出場
【２名 全県出場】剣道男子

２位 石黒 航 ５位 後藤優作
【２名 全県出場】剣道女子

３位 畑澤心愛 石川優美
【３名 全県出場】陸上競技

１年男子１００Ｍ
１位 眞柄優心 ５位 伊藤陽向

２年女子１００Ｍ ５位 石川知奈
女子共通１００ＭＨ ４位 石川知奈
男子共通走り幅跳び ８位 眞柄優心

【２名 全県出場】水泳
200m自由形 １位 三浦幸太郎
400m自由形 １位 三浦幸太郎
200m自由形 １位 加賀谷いずみ
400m自由形 １位 加賀谷いずみ

＜各種大会等結果＞
第53回県珠算競技大会兼第47回東北７県珠算競技大
会県予選 中学生の部

個人総合 第１位 村井哉太
第３位 村井柊哉

読上暗算 第１位 村井哉太
第２位 大場有紀乃
第３位 大場智仁

読上算 第１位 村井哉太
第２位 大場有紀乃 大場智仁
第３位 村井柊哉

ﾌﾗｯｼｭ暗算 第１位 村井哉太
第２位 大場有紀乃
第３位 村井柊哉

第47回能代市中学校選抜卓球選手権大会
男子団体 第３位

レスリング沼尻直杯第45回全国中学校選手権大会
男子44㎏級 第３位 伊藤洋行

カダーレダンスフェスティバル ストリートダンスコンテスト2019
（ ）ジャッジ賞 ａｖｅｘ北垣 桜庭 葵 9'ueens

第61回県美術展覧会(県展)
工芸部門 入賞 沼田悠人
陶芸作品「秋の里」を出品しました。
７月３日までアトリオン県民ギャラリーで展示
されています。

スポーツ面、文化面ともに活躍が光りました。
応援、御協力ありがとうございました。

７月には県中総体、吹奏楽コンクール中央
地区大会があります！

○ 吹奏楽コンクール中央地区大会
期 日 ７月７日(日)
会 場 由利本荘市文化交流館

カダーレ
演奏予定時刻 １４時２６分から
演奏曲
課題曲 行進曲「春」
自由曲 吹奏楽のための音詩

「輝きの海へ」
○ 秋田県中学校総合体育大会

７月１３日(土)～１５日(月)
バスケットボール

ＣＮＡアリーナ★あきた
バレーボール

二ツ井総合体育館
森吉総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ

卓 球
能代市総合体育館

柔 道
男鹿市総合体育館

剣 道
秋田県立武道館

陸上競技
秋田市･秋田県営陸上競技場

水泳競技
秋田県立総合プール

応援よろしくお願いします！



７月、そして夏休み…
７月２日(火)被爆体験伝承講話会
広島市では、被爆の記憶が風化しないよう、

被爆者の体験や想いを本人に代わって語り継ぐ
「伝承者」を養成しています。

、 、平成３０年度から始まった厚生労働省 広島市
長崎市が協力して全国に伝承者を派遣する事業に
より、昨年に引き続きお話を聴く機会を得ること
ができました 「伝承者」となっている方々は、。
体験をされた方のお話を基に伝承をしてくださっ
ています。体験者の方のＯＫが出なければ「伝承
者」としてお話しすることができないということ
です。
昨年は、講師の本河先生のお母さんの体験をも

とにお母さんの絵本の絵を使いながらお話しして
いただきました。今年の講師の先生は、木谷富貴
子先生です。どのようなお話を伺うことができる
でしょうか。
この秋田にも戦争があり、土崎は終戦前日から

当日にかけて最後の空襲を受けたところです。皆
さんの周りにも戦争を経験された方がいらっしゃ
るのではないでしょうか。夏休みの広島や長崎の
原爆の日や終戦記念日を前にして、御家庭で戦争
のことを話題にしてみてはいかがでしょうか。当
日は、天王小学校６年生も一緒に講話会に参加し
ます。
保護者の皆さんや地域の皆さんも講話会に参加

することができます。どうぞおいでください。

昨年度の
講話会から

原爆ドーム

天王中学校でどんなことがあるの？
インターナショナルデー７月18日(木)

潟上市内で天王中学校が最初に行った行事で
す。県内各地の中学校･高等学校からＡＬＴの先
生や講師の先生を迎えて行います。今年度も能代
松陽高校や上小阿仁村の講師の先生やＡＬＴの先
生、男鹿南秋のＡＬＴの先生あわせて９名の先生
を迎えます。レイリー先生、ドリーン先生、アン
ソニー先生と合わせて１２名の先生が天王中に集
合します。出身地は、ＵＳＡ、アイルランド、ロ
シア、オーストラリアなど…何年か続けていらし
てくださっている先生、今年が初めてという先生
も！また新たな出会いが楽しみです。
当日は、Opening ceremonyで、先生方の紹介の

あとWorkshopです。遊びや料理、スポーツなど様
々な国の文化や習慣にふれる機会です。今年はど
んなワークショップが開設されるか楽しみです。
(各学級が２つのワークショップを体験します。)

後半は、English
conversation activity
です。体育館に集合
し、多くの先生方と
英語の対話を楽しむ

時間です。この時間
は、天王中の先生方
にも生徒から英語の
質問が…。ちょっと
ドキドキする時間で
もあります。
楽しみながら英語や他の国の文化とふれる笑顔

あふれる時間になります。今年はどんな出会いが
(写真は昨年度のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)あるでしょうか。

心で聴きたい 語り継がれる広島の歴史 天王中学校で聴いてみませんか？
ヒロシマの記憶を語り継ぐプロフェッショナル“被爆体験伝承者“講話会

興味をおもちの方は是非天王中学校へ！
期 日 令和元年７月２日（火）
場 所 天王中学校 体育館
時 間 １３：３０～１４：５０

（１３：２０頃までに体育館にお入りください。）

講 師 木谷 富貴子氏

知っていますか？
あの日、ヒロシマで、あったこと

潟上市立天王中学校・天王中学校学校運営協議会

被爆体験伝承者等派遣事業 ＜国立広島原爆死没者追悼平和祈念館＞

広島市は、被爆の記憶が風化しないよう、被爆者の体験や想いを本人に代
わって語り継ぐ「伝承者」を養成しています。今回、平成30年度から始まった厚
生労働省、広島市、長崎市が協力して全国に伝承者を派遣する事業により昨年度
に続き、お話を聴く機会を得ることができました。

昨年度行って好評だった講話会
です。今年も広島から講師の先
生を迎えて行います。

是非お誘い合わせの上、おいで
ください。

連絡先 天王中学校 教頭 長崎涼子
電話 ０１８－８７８－２２２２



７月の行事予定
１日 (月) ３年実力テスト②

２日 (火) 被爆体験伝承講話会

きずな集会（天中祭頑張ろう)

４日 (木) 吹奏楽部激励会

５日 (金) 松陵学習⑥

６日 (土) 東湖八坂神社祭典

（ ）７日 (日) 吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ中央地区大会 カダーレ

東湖八坂神社祭典
全県一斉部活動休止日

８日 (月) 生活学習強調週間～12日
９日 (火) 市教育委員訪問

第２回ＰＴＡ

フッ化物洗口保護者説明会

10日 (水) 天中祭部門別打合せ

11日 (木) チャレンジテスト社会

全県大会激励会

12日 (金) 松陵学習⑦ 漢字検定

13日 (土) 県中総体１日目

14日 (日) ２日目

15日 (月) ３日目 海の日

16日 (火) 専門委員会

17日 (水) 職員会議

18日 (木) インターナショナルデー

19日 (金) 松陵学習⑧

21日 (日) 全県一斉部活動休止日

22日 (月) 情報モラル講座（４校時）

きずな集会（報告会）

夏休み前全校集会

23日 (火) 夏季休業日～８月23日

１･２年家庭訪問、３年生三者面談

学習ボランティア ～２４日

土曜塾開始

26日 (金) 中学生海外ﾎｰﾑｽﾃｲ体験学習(～8/2)
（オーストラリア ２年生４名参加）

今年もやります！
二田駅前夏祭り

昨年度、松陵学習天中イベントプランナーコー
スが中心となって企画し、地域の商店街や施設、
町内方の協力を得て行われて好評だった「二田駅
前夏祭り」が今年も行われます。現在、聚恵苑の
職員の方の御指導・御協力を得ながら計画や実際
の準備を進めています。
そして、実施日が決まりました！今年は、

８月１８日(日)
に行います。松陵学習で学習した成果を発表した
り、地域の方と交流したり…。これから詳しい計
画を立て、交渉を進めていきます。
何があるか・・・詳しいお知らせは後ほど…。
お楽しみに！！

地域と共に・・・
学校としてできること、地域と共にできること

６月７日(金)学校

運営協議会、いじめ

不登校対策委員会が

行われました。

学校運営協議会の

様子は 「天中コミス、

ク通信」でもお知ら

せしておりますが、どちらの会議においても学校

の取組についてや、学校と地域の関わりについて

活発な意見が出されました。地域との関わりに関

する意見を中心にいくつか紹介します。

・日焼けした子が琴を弾いているのがいい。教えて楽

しい，教わって楽しいという，人間関係がよくでき

ているお陰ではないか。

・自転車の悪い乗り方については車から声をかけたこ

とがある。地域の人が勇気をもって声をかけ，学校

に連絡をしてほしい。

・子どもの交流もだが、親の交流を深めることが地域

の活性化につながる。

・地元意識が強くなるイベントを大切にしたい。

昨年度の二田駅前夏祭りを天中校区に広げたい。

・居場所づくりなど，対応は一人一人違う。不登校は

人数だけで何かを判断するのではない。

・可能な限り，無理のないように，学校に気軽に足を

運びたい。

・世代間の交流の場があるといい。地域で関わるた

めの機会を作っていきたいが、いろいろな考え

方があり、なかなか難しい。

・学校として何ができるか、行動として起こしてい

くか考えたい。

中川陽太先生
３ヶ月間ありがとうございました

４月からの３ヶ月間、お休みしていた木村房子先生
の代わりに英語を担当していた中川陽太先生が、天中
を去られることとなりました。
陽太先生は、１年部所属として朝も、休み時間

もそして放課後も常にそばにいてまだ中学校生活
に慣れない１年生を温かく支え、励ましてくれま
した。英語が苦手な生徒には、朝早くから勉強を
教えてくれました。
また、吹奏楽部の副担当として吹奏楽祭や普段の

練習の時に部員が頑張る姿を見守ってくれました。
本当にありがとうございま

した。
７月からは、木村房子先生

が復帰し、１年生に英語を指
導することとなります。


