
４つの「Ｃ」で充実した夏休みを

校長 小野 武紀

明日から、34日間の長い夏休みに入ります。生徒

たちが、健康で事故のない、充実した夏休みを過ご

すことを心から願うところです。

さて、本日の全校集会で、私から生徒たちに、夏

休み中の生活について次のことを話しました （以。

下は話の概要です）

、 「 」 。夏休み中は ４つの Ｃ を心掛けてください

一つ目のＣは、 です。興味のあるチャレンジのＣ

分野について詳しく調べてみたり、体を鍛えると

か、読書の時間を多く設けるとか、普段は時間が

なくてなかなかできなかったことにぜひ挑戦して

みてください。二つ目のＣは です。チェンジのＣ

気持ちを切り替えて学習に集中する、生活のリズ

ムを夜型から朝型に変える、これまでの悪い習慣

を変えるなど、自分自身をよりよい方向に変えて

ください。３つ目のＣは です。このチャンスのＣ

１か月の夏休みは自分の弱点を克服する絶好のチ

ャンスです。学習面や体力面の強化はもちろんの

こと、精神的にも強くなれるチャンスです。この

チャンスを逃さずに自分のものにしてください。

コントロールのＣそして最後、４つ目のＣは、

です。自分の行動を自分で管理し、制御すること

です。また、その行動がよいことなのか悪いこと

、 。なのか 安全なのか危険なのかを判断する力です

このコントロールを間違えると取り返しのつかな

いことになります。自分自身をしっかりコントロ

ールすることが最も重要です。

以上、４つの「Ｃ」を心掛け、健康で事故のな

い、充実した夏休みを過ごしてください。

「 」夏休み中に心掛けてほしい４つの Ｃ

「自律 「協同 「学び合い」」 」１ hallenge（チャレンジ）C

挑戦、困難なことに取り組むこと

２ hange （チェンジ）C

変える、変わる

３ hance （チャンス）C

（ものごとをするのによい機会）機会、好機

４ ontrol （コントロール）C

管理する、制御する

天中祭がんばろう集会(7/2)
９月７日（土）に開催す

る「天中祭」に向けて、目

的や内容を確認し、全校生

徒が一丸となって取り組む

ことを誓い合いました。

被爆体験伝承講話会(7/2)
昨年度に続き、本校では

２回目となる「被爆体験伝

」 。承講話会 を開催しました

広島平和記念資料館の木谷

富貴子さんを講師としてお

招きし、天王小６年生と本

校生徒が戦争や平和、命の尊さについて改めて考え

るよい機会となりました。

吹奏楽部激励会(7/4)
７月７日（日）に行われ

た全日本吹奏楽コンクール

秋田県中央地区大会での健

闘を願い、全校生徒が吹奏

楽部を激励しました。結果

は金賞には届きませんでし

たが、全員で演奏する喜びが伝わってくる見事な演

奏が会場全体に響き渡りました。

ＰＴＡ授業参観「熟議」(7/9)
今回の授業参観は 「より、

よい天中にするために」と

題して、昨年度も実施した

「熟議」を全学級で行いま

した。各グループから様々

な意見が出され、よりよい

天中にするための意識の高まりが感じられました。

県中総体激励会(7/11)
県中総体に出場する６団

体と個人種目21名の選手の

健闘を祈り、激励会を行い

ました。大会の結果、個人

種目の２名の選手が、見事

に東北大会出場を決めまし

た。これまで御支援と御協力をいただきました保護

者の皆様、御指導いただきましたコーチの方々に深

く感謝申し上げます。そして、大会当日、自主応援

に参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうござい

※裏面に、大会結果の詳細を記載しております。ました。

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７月２２日（月）

№５

潟上市立天王中学校



９日（火） ＰＴＡ授業参観「中学生熟議」 １８日（木）インターナショナルデー
昨年度に引き続き、全校で熟議を行いました。 秋田県内各地から９名のＡＬＴや講師の先生方を迎え、潟上市のＡＬＴの

「よりよい天王中学校とは」そして「目指す天王中学校にするために私たちに 先生方とあわせて１２名の先生方と一緒に楽しいひとときを過ごしました。

何ができるか」ということを仲間と一緒に考えました。２年生、３年生は昨年度に まずはオープニングセレモニーOpening ceremony。ステージ上に並んだ先

続いて２回目ですが、学校生活で様々な経験をしてきたことや違う仲間と話し合うことで考えを広 生方のお話に耳を傾ける生徒の表情には、緊張と期待が見られました。

げたり深めたりすることができました。１年生は初めての経験でしたが、小学校での生活と中学校 校舎内の教室や体育館、道場やグラウンドを使ってのワークショップWorkshopでは、笑顔と歓

での経験をもとにしてじっくり考えたり、友達の考えに触れることでたくさんの気付きがありまし 声があふれていました。様々な国の文化や遊び、英語を使ったコミュニケーションに、友達と協

た。 力しながら一生懸命取り組んでいました。

おうちの方もいっしょに

リズムにのって

ロシアの民族衣装

似合うかな？

英会話English conversation activityの時間には、体育館

いっぱいに広がり、先生方に英語で質問。ＡＬＴの先生だけでなく、天王中の先生方にも質問して

いました。先生方もちょっとどきどき。体育館いっぱいに英語の話し声と笑顔が広がりました。

質問の意味、

わかって

付箋で考えを整理 くれるかなぁ
学級全体で共有

今年もあります！二田駅前夏祭り！！
二田駅前通を会場に今年も「二田駅前夏祭り」が地域の方々 の

協力を得て行われます。松陵学習イベントプランナーコースが中心
となり、松陵学習の成果を発表します。
是非会場に足をお運びください。
ストリートダンス14:10～14:20 よさこい14:20～14:30

じっくり練習中茶道14:15～15:30 地域の出店や竿燈会の演技などもあります
相談中



生 徒 の 活 躍
７月１３･１４･１５日全県総合体育大会

個人は２回戦進出以上の結果を紹介します
＜男子卓球＞

団体 ベスト８
（ ）個人 ４回戦進出 保坂日向太 ベスト１６

３回戦進出 鈴木直凛
２回戦進出 鈴木陸久

＜女子卓球＞
団体 予選リーグ敗退
個人 ２回戦進出 上田桃 伊藤綾香

ベスト８＜男子バスケットボール＞
＜剣道＞

男子団体 予選リーグ敗退
男子個人 ２回戦進出 石黒 航
女子個人 ３回戦進出 畑澤心愛 ベスト１６

＜柔道＞
男子個人
第３位 50kg級 谷涼磨 東北大会出場
３回戦進出 66kg級 鈴木蓮臣
２回戦進出 60kg級 佐々木一真

女子個人
第３位 44kg級 北嶋菜智

＜陸上競技＞
男子１年１００Ｍ 眞柄優心 準決勝７位

＜水泳＞
三浦幸太郎 ２００ｍ自由形 決勝７位

４００ｍ自由形 決勝８位
標準記録突破 東北大会出場

加賀谷いずみ ２００ｍ自由形 決勝９位
４００ｍ自由形 決勝８位

＜女子バスケットボール＞ ＜バレーボール＞
、 。健闘しましたが ２回戦に進出できませんでした

。応援、御協力ありがとうございました
＜各種大会結果＞
少林寺拳法秋田県大会
中学生女子の部 優秀賞

渡邉梓･佐々木葵衣(秋田北中)組
中学生男子の部 優秀賞

渡邉梓･保坂遥斗 (土崎中)組
第72回秋田県珠算競技大会
中学生部門団体競技第１位

(村井哉太・大場有紀乃・村井柊哉)
村井哉太 個人競技第２位
第１位 フラッシュ暗算
第３位 読上算 読上暗算

大場有紀乃 優良賞
第１位 読上算 読上暗算
第２位 フラッシュ暗算

村井柊哉 優良賞
第２位 読上算
第３位 フラッシュ暗算

大場智仁
第２位 読上算 読上暗算

８月の行事予定
４日 (日) 部活動休止日

５日 (月) １･３年生出校日

８日 (木) 13時から全館停電
ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ学校運営協議会全体会

９日 (金) 東北中学校水泳大会～11日(県立ﾌﾟｰﾙ)
ボランティアスクール

10日 (土) 東北中学校柔道大会～11日(弘前市)

12日 (月) ～15日(木) 学校閉庁日

18日 (日) 二田駅前夏祭り 部活動休止日

19日 (月) 市教職員研修会

天王中学校区三校連携協議会

20日 (火) １･２･３年出校日

21日 (水) 中学生海外 体験学習報告会ホームステイ

22日 (木) 職員会議 学校評価中間評価検討会

23日 (金) 校内研修会

24日 (土) 天王ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞまつり

25日 (日) 天王ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞまつり
26日 (月) 夏休み明け全校集会

１･２年課題ﾃｽﾄ ３年実力ﾃｽﾄ
27日 (火) 天中祭準備期間
30日 (金) 松陵学習

◇◆◇ ◇◆◇学校閉庁日について
潟上市では、８月12日(月)から15日(木)の４日

間を、市内全小・中学校の学校閉庁日（子どもも
教職員も学校に来ない日）に設定しています。
学校閉庁日は、スポ少、部活動の一斉休止日と
、 。し お子さんが家庭・地域で過ごす日となります
この期間は、教職員が学校に不在となりますの

で、緊急の連絡がある場合は、次のいずれかの方
法で御連絡お願いします。
①教育委員会学校教育課に電話で連絡する。

教育委員会学校教育課
電話０１８－８５３－５３７１
（平日８時30分から17時15分まで）

②さくら連絡網の「学校への連絡」を使って連絡
する。学校で連絡を受け取り確認すると、受付
メッセージが返信されます。
☆即時の確認ができない場合があること、深夜
の連絡については、翌朝の確認となることを御
了承ください。

夏季休業中、冷房設備設置関係の工事や学校の
施設･環境整備に関する工事が行われます。安全
に十分注意して行われることになっていますが、
部活動等で登校する際や面談等で来校される場合
は、十分に御注意ください。
８月８日（木）の13時から17時は全館停電とな

ります。電話がつながらない場合は。上記の緊急
連絡方法で御連絡ください。

「青少年の非行･被害防止標語コンクール」学校賞をいただきました
令和元年度「青少年の非行･被害防止標語コンクール」に生徒の意識向上のきっかけとして全校で取り

組みました。県内2,420点の応募の中で103点が第１次審査を通過しました。本校では18作品が第１次審
査を通過し、学校賞を受賞しました。

１年 中島雪乃 中西莉緒 船木大史 門間健友 和田ひまり 芳賀紅愛 加藤章斗
第一次審査

２年 梶原唯菜 畑澤心愛 近藤美響 三浦幸太郎 安田未步
通 過 者

３年 澁谷実夢 上田 桃 石黒 航 西方 楓花 桜庭 葵 渡邉 梓


