
令和元年を振り返る
校長 小野 武紀

今年は、新しい年号「令和」の幕開けとなった

一年であり、日本中に明るい話題がたくさんあっ

たように感じます。日本で初めて開催されたラグ

ビーのワールドカップで日本代表チームが初のベ

スト８に輝き、日本中が大いに盛り上がりました。

また、ゴルフの全英女子オープンに初めて出場し

て優勝した渋野日向子選手、米プロバスケットボ

ールＮＢＡのドラフトで日本選手として初めて１

巡目で指名された八村塁選手、そして、リチウム

イオン電池を開発してノーベル化学賞を受賞した

吉野彰・旭化成名誉フェローなどなど、たくさん

の人たちが日本中に感動と元気を与えてくれまし

た。

本校のこの一年を振り返ってみると、４月５日

の入学式で85名の新入生を迎え、全校生徒254名で

新年度のスタートを切りました。新入生のきりり

と引き締まった表情からは、中学校生活への期待

と意気込みが感じられ、また、２、３年生の明る

く、期待に満ちた表情からは、進級の喜びと新し

い学年に向けた決意がしっかりと伝わり、全校生

徒の今年一年の活躍がとても楽しみであり、大い

に期待しました。

市郡中総体では、女子卓球部の49年ぶりの団体

優勝をはじめ、団体競技では優勝が３つ、準優勝

が３つ、第３位が４つ、個人競技では第１位が７

名となり、全県大会に６団体が、個人競技では21

名が出場するなど、本校の歴史に残る大活躍を見

せてくれました。また、天中祭では、生徒たちの

笑顔が輝きを放ち、これまでの成長を実感するこ

とができました。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。それまでの生徒た

ちの頑張りや学習の成果を存分に発揮できた天中

祭となったと思っています。学校生活においても、

生徒たちは様々な活動に明るく伸び伸びと取り組

み、全校生徒は、落ち着いた中にも活気にあふれ

る学校生活を送ることができたものと捉えていま

す。このように今年一年を振り返ってみると、天

王中にとって、「令和」という新しい時代の幕開け

にふさわしい、よいスタートが切れた一年であっ

たように思います。

来る年も、全校生徒が、本校の校訓である「堅

忍不抜」の精神で数々の困難を乗り越え、様々な

場面で力を発揮することを大いに期待しています。

新年を迎えるにあたって
来年2020年は、東京で２回目のオリンピックが

開催される記念すべき年であり、十二支のスター

トである「子年」（ねどし、ねずみどし）となりま

す。「子年」は新しいサイクルの始まりであり、植

物に例えると成長に向かって種子が膨らみ始める

時期となることから、未来への大いなる可能性を

感じさせる年であります。全校生徒の皆さんには、

このよき節目となる一年を、よいスタートを切っ

て過ごしてほしいと願っています。

「一年の計は元旦（元日の朝）にあり」
そこで、一年のよいスタートを切るために、次

のことを心掛けてください。「一年の計は元旦にあ

り」ということわざがあります。このことわざの

由来には２つの説があるそうですが、その一つは、

戦国時代最高の戦略家として名高い毛利元就（も

うり もとなり）のことばと言われ、次のようなエ

ピソードがあります。

さすが、戦国時代最高の戦略家といわれた毛利

元就の言葉です。毛利元就は、何事も最初が肝心

であるということを言っているのです。年が改ま

って気持ちも新しくなっている時は、よいスター

トを切るにはもってこいの時です。来年、３年生

は進路を決定する大事な年になります。２年生は、

最上級生となり中学校生活最後の年を迎えます。

１年生は２年生となり中堅学年としてこの天王中

学校を支えることになります。

「一年の計は元旦にあり」です。一人一人が今

年一年をしっかりと振り返り、決意を新たにして

一年のよいスタートを切ることを願っています。

それでは、皆さん、よいお年をお迎えください。

元日の朝、家臣が、元就（もとなり）に、お

祝いの料理を食べるように勧めたところ、元就

は、黙って席を立って去ってしまいました。そ

の後、元就はその家臣を呼び出して「なぜ元旦

を祝うのか？」とたずねたそうです。答えるこ

とができない家臣に向かって元就は、こう言っ

たといいます。「世の愚か者どもは、ご馳走を食

べ、酒を飲み、長寿や子孫繁栄を祝って浮かれ

ているが、元旦とはそんな暢気（のんき）なも

のではない。年の初めに一年の事をじっくり考

える、それが本当の祝いというものである。」と

言ったそうです。
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本校では、１年生の職場訪問、２年生の職業体験(キャリア・スタート・ウィーク)、そして３年生

での進路実現へと段階を踏みながら進路学習を進めています。

12月20日(金)、各学年で実施した体験活動や進路学習、現在直面している進路選択を通して感じた

ことや考えたことを表現する場として進路集会が行われました。この集会を通して、学びを共有し、

これまでの自身の歩みを振り返り、自己の生き方を見つめ、今後の進路について考えることをねらい

としています。来年度入学する天王小学校、東湖小学校の６年生も迎えての集会です。

１年生は、秋田市民市場、秋田朝日放送、秋田赤十字病院の３つの班が発表しま

した。それぞれの職場で聴いたお話から、働く上で大切なこと、インタビューして

分かったことを発表しました。

２年生は、４日間のキャリア・スタート・ウィークにおける職業体験を通して学

んだことを発表しました。代表の天王小学校、天王グリーンランド、天王つくし苑で体験活動をした

班が、仕事をする上で大切だと思うこと、そしてそのために今すべきことについてそれぞれ考えたこ

とを伝えました。

３年生は進路選択の時期を迎えた今のアンケート結果を基にして、進路目

標達成のために実践したいことや１・２年生そして小学校６年生の後輩たち

へのメッセージなどを学年委員が発表しました。ステージ上の学年委員、そ

してフロアの３年生、先生方へのインタビューなどで構成された発表は、後

輩たちにとって大変参考になるものでした。

振り返りシートから「発表の感想」や今回の集会を通して考える「自分の活動についての振り返

り」を紹介します。

○今日の集会で「コミュニケーションをとる」「人のことを考えて行動する」「責任感をもって働く」

という３つのことが大事だと思った。（１年男子）

○２年生の発表を聞いて「第１印象が大切」ということが分かりました。来年度のＣＳＷで大きな声で

笑顔で挨拶しようと思います。３年生は中１の時期が大切だと言っていました。今からできることを

一生懸命やって３年生につながる土台を作っていきたいです。（１年女子）

○将来の夢や目標に向け、これからの生活でしっかり責任をもって行動すること、協力すること、やり

がいをもつことを大切にしたいと思った。３年生の発表を聞いて今から勉強を後悔しないようにがん

ばりたいと思った。（２年男子）

○私は将来の夢は決まっています。そのために小さな目標を立てて取り組もうと思います。３年生の発

表で「中１の春に戻りたい」と言っていました。私も今から少し後悔しているのでこの先少しでも３

年生になってから後悔しないように毎日こつこつと勉強したいです。（２年女子）

○今と未来は変えられても過去は変えることができません。「～すればよかった」とよく考えてしまう

ことがあるので今の時間を大切にして過ごしていきたい。未来のために今自分ができることを探して

いろいろな道をつくっていけるようにがんばりたい。（３年女子）

○私は挨拶とコミュニケーションが今後大切になってくると思いました。印象を決める挨拶とコミュニ

ケーションは、面接だけでなくその後の社会人生活でも大事になると思います。また、高校の進路だ

けではなくこれからは、その先のことも考えなくてはならないと思いました。（３年男子）

今回の進路集会では、自分の将来の進路を考えたり、進路実現のための学習の大切さを実感したり

することができました。また、笑顔や挨拶、人との関わりなど仕事をする上で大切になることがらと

今自分がするべきことについて考える貴重な機会となりました。



聖農石川理紀之助翁が明治35年に宮崎県山田村谷頭を訪れ、新田開発など理想の農村づくりに関わ

ったことが縁で潟上市と都城市との間に交流が生まれました。これまでも都城市の山田中学校との間

で交流が行われています。本校に定着した「無言清掃」も山田中学校を訪問した天中生が学び、取り

入れたものです。

今年度は、都城市を訪問する年になります。本校からも生徒会長の和田信龍さん、副会長の松村妃

愛さん、上田桜さんが他中学校の代表と一緒に都城市を訪問します。

山田中学校での授業や生徒との交流、地域の方との交流、石川翁に関わる場所の見学などが行われ

ます。多くのことを学び、これからの天王中学校に生かしてくれることを期待しています。

３年生の家庭科の学習の一環として幼稚園を

訪問しました。絵本の読み聞かせをしたり、園

児と一緒に遊んだりと楽しい時間を過ごしまし

た。「戻りたい」という人も…。

じっくり遊ぶ子どもと

走り回って遊ぶ子ども。

それぞれに合わせて関わ

ることの大事さも学びま

した。

私は今回の都城市訪問で、都城市の特色を見付けてくるとい

う目標があります。都城市と潟上市は、環境も違えば文化も異

なります。

その違いの中で、地域・学校特有の取組や活動等を見付け、

今後の天王中に生かして、よりよい学校にしていきたいです。



生 徒 の 活 躍

＜各種大会等 結果＞

◇日本バトントワリング・チア選手権2019秋田地区大会
ペアバトン中学生 第１位 ＬｉｔｔｌｅＳｔａｒ

小野真帆乃 鈴木彩子

◇連覇賞 男鹿潟上南秋中学校総合体育大会４連覇
男子卓球部

◇全県中学校選抜卓球五城目大会 女子団体第３位

◇秋田県ジュニア水泳記録会
１３～１４歳４００ｍ自由形 第３位 三浦幸太郎
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ１５００ｍ 第３位 三浦幸太郎

◇第８回小玉杯男鹿市交歓バスケットボール大会
中学校男子 準優勝 バスケットボールクラブ

優秀選手賞 渡部優真

◇第60回秋田県児童生徒美術展
入賞 ３年武田風花 鈴木凪
佳作 ３年澁谷実夢 高橋蓮燕 後藤優作

鎌田栞苗
２年安藤大地 櫻庭苺佳 鈴木暖

３年生は立体「紙ひも工芸」、２年生平面「文
字は踊る」を出品しています。

入賞作品は、１月９日（木）～１２日（日）県
の展覧会(秋田市文化会館)で展示されます。

◇全日本アンサンブルコンテスト
第42回秋田県大会中央地区予選秋田大会
銀賞 管楽８重奏「ファンタジー･パストラーレ」

渡部真歩 鈴木彩子 鈴木仁南 久米理紗子
梶原唯菜 宮城さくら 三浦香麗 渡辺裕名

銅賞 管打７重奏「名も無き物語」
加藤和 三浦明梨 藤原心奈 進藤希美
岡山徠心 伊藤空 後藤健介

応援、御協力ありがとうございました。

ドリーン先生
ありがとう！

潟上市のＡＬＴ山口明美ド
リーン先生が１月17日に退職
し、アメリカに帰国されるこ
とになりました。

昨年夏から天王南中学校地
区担当として勤務され、本校
においても英語を指導してく
ださいました。５年間天王中学校で勤務された
ので皆さんの中でも小学校の時、そして中学校
入学後ドリーン先生との楽しい時間を過ごした
思い出をもつ人は多いでしょう。

本校での勤務日は１月15日(水)、ドリーン先
生の離任式も行われます。残り少ない一緒に過
ごせる時間を大切にしましょう。

の行事予定
１日 (水) 元日 年始休業～３日

５日 (日) 部活動休止日

６日 (月) ３年実力テスト

７日 (火) １・２年生課題点検日 土曜塾

８日 (水) 市教職員研修会 三校連携協議会
９日 (木) 職員会議 校内全体研修会

学校運営期末評価検討会 部活休止日

都城市との子ども交流事業～11日

（引率、生徒３名参加）

10日 (金) 学校運営期末評価検討会 土曜塾

11日 (土) 土曜塾

男鹿なまはげカップ柔道錬成大会

12日 (日) 市新春中学校ソフトテニス大会

イーハトーブ花巻剣道大会

能代市風の松原卓球大会（男子）

13日 (月) 成人の日

14日 (火) 冬休み明け全校集会

３年実力テスト １･２年課題テスト

15日 (水) ドリーン先生離任式 部活動休止日

16日 (木) フッ化物洗口

17日 (金) 新入生入学説明会･体験入学

漢字検定③

18日 (土) 土曜塾 潟上カップ剣道大会

19日 (日) 部活動休止日

能代市風の松原卓球大会（女子）

20日 (月) 生活学習強調週間～２４日

思春期健康教室（１年生）

22日 (水) チャレンジテスト理科 部活動休止日

23日 (木) フッ化物洗口

24日 (金) 英語検定③一次

25日 (土) 市郡中学校学年別卓球選手権大会
26日 (日) かたがみｶｯﾌﾟ中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
27日 (月) きずな集会 ＬＩＶＥ会議

部活動休止日

28日 (火) 専門委員会

30日 (木) 認知症サポーター中学生養成講座

フッ化物洗口

31日 (金) 第３回学校運営協議会

◇◆ 年末･年始休業期間について ◆◇
12月29日(土)から１月３日(金)の６日間は、年

末･年始休業期間となっており、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、次の方法で御連絡お願いします。
①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。

②連絡内容によっては、関係機関にも直接連絡し
てください。


