
地域へ発信、地域に貢献

校長 小野 武紀

学校は今、 に向９月７日（土）に開催する天中祭

けて、これまでの活動の成果を、保護者、地域の皆

様に披露できるよう取り組んでいるところです。

「松天中祭では、本校の特徴的な教育活動である

の成果も発表します 「松陵テーマ陵テーマ学習」 。

学習」は、地域の方々などを講師としてお招きし、

全校生徒が縦割りになり、９つの体験コースに分か

れて学習しているものです。これまで１０数年にわ

「オール天王」を具現化たり続いており、いわば、

した教育活動 学習の目的に、地域貢献がありです。

「二田駅前夏祭り」や「天王グリーンランドます。

まつり」でも、その活動の成果を披露しています。

今後も、学習の成果を地域へ発信し、地域の活性化

に向けて、少しでもお役に立てればと考えておりま

す。天中祭では、保護者、地域の皆様の多数の御来

校をお待ちしております。
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お待ちしています。

「松陵テーマ学習」の学習内容

体験コース 学 習 内 容

、 、 。ストリートダンス 本物のストリートダンスにふれ 自分たちの振り付けも考え ダンスを披露する

よさこい よさこいソーラン踊りで、みんなで動きを合わせて踊りを完成させ、披露する。

八坂和楽器 琴、横笛、尺八、打楽器などの和楽器について学び、曲を演奏し、披露する。

茶道 茶道の礼儀作法などを学び、天中祭や二田駅前夏祭りでお客様をもてなす。

絵手紙 自分の近況や心情を文字や絵で表し、絵手紙やうちわなどを制作する。

報道（写真） カメラを用いて、天中の魅力や生徒の活動の様子などの情報を発信する。

天中ファーマーズ 自分たちの手で安全で新鮮な野菜を育て、天中祭などで販売する。

特産物ＤＥ名産品 地域の特産品を活用して名産品を開発し、天中祭などで販売する。

、 。 。天中イベントプランナー 地域のイベントを企画・立案し 運営に当たる 今年度も二田駅前夏祭りを行う

二田駅前夏祭り(8/18) 、天王グリーンランドまつり(8/25)で成果を披露
昨年に引き続き、今年で２回目となる「二田駅前夏祭り」に、本校の松陵テーマ学習の生徒が参加し、こ

れまでの学習の成果を披露しました 地域密着型特別養護老人ホーム 聚恵苑 の御指導 御協力のもと 天。 「 」 、 、「

」 。 、中イベントプランナーコース の生徒が企画・運営に関わりました 歩行者天国となった二田駅前通りでは

「ストリートダンスコース」と「よさこいコース」の生徒が、炎天の中、力いっぱいの見事な踊りを見せま

した。また、聚恵苑の施設内では 「茶道コース」の生徒が、これまで学んできた「おもてなしの心」で来場、

者にお茶を振る舞いました。地域の方々と力を合わせて、地域を盛り上げた貴重な機会となりました。

８月25日（日）の天王グリーンランドまつりには 「よさこいコース」の生徒が、市民企画「グリーンラン、

ドまつりヤートセ選手権2019」に出場しました。笑顔いっぱいのパフォーマンスで会場を魅了しました。

ストリートダンス 茶 道 よさこい天中イベントプランナー

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８月２７日（火）
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生 徒 の 活 躍

８月１１日東北大会

○柔道男子個人
50㎏級 谷 涼磨 ２回戦進出ならず

○水泳
男子400m自由形 三浦幸太郎 第20位

＜各種大会等結果＞
第61回全県席書会郡市大会

条幅 特賞 草皆康介
金賞 鈴木彩子
銀賞 宮城さくら

半紙 金賞 鈴木彩子
銀賞 草皆康介 畠山桜
銅賞 宮城さくら

第61回全県席書大会
条幅 銀賞 草皆康介

第67回男鹿潟上南秋柔道大会
中学校男子の部 準優勝
中学生男子の部 優勝 鈴木蓮臣

全国珠算教育連盟東北地方連合会主催
第47回東北七県珠算競技大会

読上暗算 第２位 村井哉太
ﾌﾗｯｼｭ暗算 第３位 村井哉太
読上算 第３位 村井哉太 大場有紀乃

第13回全国中学生少林寺拳法大会
女子組演武の部 渡邉 梓 第３位

第７回秋田市中学校新人軟式野球交流大会
第３位

第14回東北地区選抜内山杯争奪少年剣道錬成大会
中学生女子個人の部 第３位 石川優美

敢闘賞 畑澤心愛

９月の行事予定
１日 (日) ＰＴＡ奉仕作業 部活動休止日

（全県総体出場部活天王地区運動会

動による入場行進、本校吹奏楽部による

入場行進曲演奏と演奏発表もあります）

２日 (月) 天中祭準備期間～５日

５日 (木) 松陵学習⑩ チャレンジテスト国語

６日 (金) 天中祭(校内) 天中祭準備

７日 (土) 天中祭(一般公開) 部活動休止日

９日 (月) 振替休業日
10日 (火) 生活学習強調週間

11日 (水) 市郡教科等研究会(午後) 部活動休止日

１年１組が数学の授業を行います

12日 (木) ２年脊柱側わん症検査

13日 (金) 松陵学習（まとめ）

14日 (土) 市郡秋季大会（陸上競技）

15日 (日) 部活動休止日

16日 (月) 敬老の日

17日 (火) 青少年健全育成あいさつ運動

19日 (木) 中央教育事務所長訪問

20日 (金) チャレンジテスト数学

21日 (土) 市郡秋季大会１日目(出校日)

22日 (日) 市郡秋季大会２日目

23日 (月) 秋分の日 部活動テスト休み～２５日

24日 (火) 振替休業日

25日 (水) 職員会議

26日 (木) 前期期末テスト
きずな集会 専門委員会

27日 (金) １年ＰＴＡ親子レク
28日 (土) わか杉チャレンジフェスティバル
30日 (月) 生徒会役員選挙・討論会

～ 自分の夢を探して令和元年度天中祭テーマ 彩
い ろ ど り

いろ

いよいよ天中祭！皆様をお待ちしています
１日 時 令和元年９月７日(土) ８:４５～１５:２０

２会 場 天王中学校体育館、各教室

（体育館）【ステージ発表】
＜午前＞8：45～10：25
・開祭式 ・八坂和楽器 ・ストリートダンス
・よさこい ・吹奏楽部演奏
＜午後＞13：10～15：20
・合唱コンクール ・全校合唱 ・閉祭式

10：45～12：45【イベント･展示･喫茶食堂】

＜１階＞ ＜２階＞ ＜３階＞
・受付､食券当日販売所 ・お茶会(図書室) ・食券引換(２－３)
・エネガー食堂(理科室) ・美術部展(美術室) ・教科作品展示( )１-１～３
・お食事処一般(調理室) ・お食事処(生徒) ・松陵作品展示( )２－６･１
・バザー(技術室) ・松陵物品販売( )２－２

・学級新聞･学級旗(視聴覚室)

＜玄関前＞
・おやじの会出店（焼きそば、フライドポテト、玉こん）
・ＰＴＡかき氷、飲み物販売

駐車スペースが限られて
おりますので、乗合など
御協力お願いします。駐
車場は、剣道場横、校舎グ
ラウンド側、Ｂ＆Ｇプール
横を御利用ください。


