
生徒の笑顔が輝いた天中祭

校長 小野 武紀

９月７日（土 、本校の文化祭である「天中祭」）

を開催しました。今年の天中祭の特徴は、生徒が活

躍する姿をより前面に出したことです。限られた時

間の中で、たくさんの生徒たちがパフォーマンスを

したり、発表したりする機会がありました。

そして、今年の天中祭で私が特に感じたことは、

、 。生徒たちの笑顔が素敵であったな ということです

開・閉祭式やステージ発表での生徒たちのはじける

ほどの笑顔は、見ていてとても幸せな気持ちになり

ました。各部門で活動していた生徒たちも、保護者

や地域の方々と笑顔で言葉を交わす姿がたくさん見

られました。これまでの学習や学校生活、御家庭や

地域の方々との関わりなどを通して、生徒たちの心

が豊かに成長していることを実感することができる

天中祭でありました。残暑が厳しい一日でしたが、

たくさの御来賓や保護者、地域の方々にお越しいた

だき、ありがとうございました。
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各部門長による感想発表（閉祭式） 祝 天中祭、大成功！

今年の天中選手権は、予選４組の中から全校生徒の投

。 、票により２組が選ばれました 天中祭本番のステージで

２組とも完成度の高い、見事なダンスを披露しました。
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天中生の団結力と勢いが

伝わる堂々とした態度と

見事な歌声に感動！

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」」 」
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生 徒 の 活 躍

９月２１･２２日市郡秋季体育大会
（陸上競技は９月１４日実施）

【団体】

【 】優 勝 剣道男子 全県出場

【 】女子卓球 全県出場

【 】柔道男子団体 全県出場

サッカー準優勝
【 】剣道女子 全県出場

野球第３位

個人

【１名 全県出場】男子卓球
３位 和田信龍

【３名 全県出場】女子卓球
１位 松村妃愛 ２位 上田桜 ３位 松村未瑠

柔道男子
【 】１位 ５５ｋｇ級 門間健友 全県出場

【 】６０ｋｇ級 佐々木一真 全県出場

【 】６６ｋｇ級 鈴木蓮臣 全県出場

【 】９０ｋｇ級 西本圭那 全県出場

柔道女子
【 】３位 ５２ｋｇ級 鈴木莉花 全県出場

剣道男子
１位 髙橋 寛

剣道女子
１位 畠山桜 ２位 畑澤心愛 ３位 石川優美

【２名 全県出場】陸上競技
１年男子１００Ｍ ２位 眞柄優心
女子共通１００ＭＨ １位 石川知奈
女子共通砲丸投げ ２位 石川知奈

＜各種大会結果＞
第35回秋田県中学校秋季水泳競技大会
男子400ｍ自由形 第１位 三浦幸太郎
男子800ｍ自由形 第１位 三浦幸太郎
女子400ｍ自由形 第６位 加賀谷いずみ
女子800ｍ自由形 第５位 加賀谷いずみ

市郡英語暗唱弁論大会 スキットの部 第２位
船木大史 久米理紗子 後藤優磨 上田桜
加藤汰空

わたしの主張2019県央地区大会
優秀賞 和田ひまり
優良賞 田口怜於 中島雪乃

第35回岩谷杯争奪少年剣道錬成大会
中学校男子の部 第３位

第47回男鹿地区中学校防火･救急救命弁論大会
優秀賞 上田 桜

秋田県少年少女レスリング選手権大会
中学生男子の部 第１位 伊藤洋行

第２位 菊地寛人 大関勁心
中学生女子の部 第１位 武田 愛 北嶋菜智

わたしの主張2019県大会
優良賞 和田ひまり

市郡ソフトテニス１年生大会 ベスト８
佐藤莉奈・櫻庭なな 組 渋谷優羽・藤原日彩 組

応援、御協力ありがとうございました。

10月の行事予定
１日 (火) 新任式 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ英語

２日 (水) ３年実力テスト

３日 (木) 阿部雅龍さん記念講演会

10:40～11:40 天王中体育館

むつみ造園50周年記念植樹

16:00～ 剣道場駐車場横

４日 (金) １･２年生マナー講座 英語検定一次

５日 (土) 土曜塾

６日 (日) 部活動休止日

７日 (月) 天中ペンタゴン 衣替完全実施

８日 (火) ミュージカルワークショップ３年生

９日 (水) 前期終業式

10日 (木) 秋季休業日～11日

14日 (月) 体育の日 潟上市健康マラソン

15日 (火) 後期開始 生徒会任命式 専門委員会

16日 (水) ＰＴＡ評議委員会 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ理科

17日 (木) 職員会議 フッ化物洗口開始

部活動休止日

18日 (金) 議案書読合せ 漢字検定

19日 (土) 土曜塾

20日 (日) 部活動休止日

ＬＩＶＥ21日 (月) ２年 ねじｷｬﾘｱ･ｽﾀｰﾄ･ｳｨｰｸ

22日 (火) 即位礼正殿の儀

24日 (木) １年宿泊学習～25日

３年進路ＰＴＡ
25日 (金)
26日 (土) 土曜塾
28日 (月) ミュージカル公演

劇団ポプラ 「オズの魔法使い」

５･６校時 体育館

部活動休止日

29日 (火) 専門委員会

30日 (水) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ社会

31日 (木) 後期生徒総会 学校運営協議会

◇◆◇ ◇◆◇ありがとうございました
養護教諭の工藤紀子先生が９月３０日で退職さ

れることとなりました。
工藤先生は、年度初めか

らの身体計測や健康診断を
通して、全校生徒の健康管
理とその向上に向けて取り
組んでくださいました。ま
た、体調が悪い生徒や悩み
を抱えている生徒を温かく
迎えて、支えてくださいま
した。
本当にありがとうございました。

１０月１日からは、鈴木智香子先生が保健室で
天中生の健康を支えてくださることになります。


