
空高く舞う凧のように
校長 小野 武紀

令和２年がスタートして１か月が経とうとしてい

ます。今年は、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）であります。充」

実した一年となるよう、全校生徒の皆さんには、是

非よいスタートを切ってほしいと願っています。新

年のよいスタートが切れた人はそれを継続し、よい

スタートが切れなかった人は、頑張ろうと思ったと

きがスタートです。今後の立て直しに大いに期待を

しています。

さて、年末のテレビ番組で、凧揚げについての話

。 、 、題がありました 私が子どもの頃は 正月に限らず

グラウンドや広場を使って凧揚げをして遊んだもの

ですが、今の子どもたちはどうでしょうか。そもそ

も凧揚げを知らない子どもも増えてきているのかも

しれません。その番組の中で、次の言葉が紹介され

ていました。

これは、イギリスの政治家でノーベル文学賞を受

賞したウィンストン・チャーチルの言葉です。この

言葉の意味するところは、

ということです。言い換えると、私たちは、困難や

苦しさに立ち向かっているとき、人として一層成長

することができる、回りに流されていては成長には

結び付かない、ということです。

本校の校訓である、 で、困難をも堅忍不抜の精神

空高く舞う凧のように大きくのともせず乗り越え、

になることを、新年に当り、全校生徒成長する一年

に期待するところです。

凧が一番高く上がるのは、風に向かっている

ときである。風に流されているときではない。

向かい風のときこそ、凧は最も高く上がる。

人間についても同じで、逆風のときこそ、高み

に至ることができる。

ドリーン先生、お元気で！
ＡＬＴの山口明美ドリーン先生が、１月１７日に

御退職されました。ドリーン先生は、アメリカの御

出身で、平成２５年８月に潟上市にいらっしゃり、

これまで６年５か月にわたり、潟上市内の全ての小

・中学校で英語の指導を行ってくださいました。ド

リーン先生の明るさやエネルギッシュに活動する姿

に引き付けられ、英語を好きになった生徒も多かっ

たと思います。また、インターナショナルデーやク

リスマス、ハロウィーンなどのイベントを通して外

国の文化にふれる機会をたくさん設けてくださいま

した。ＡＢＣキッズという、公民館主催の英語教室

においても講師を務められるなど、学校のみならず

地域での活動にも積極的に取り組まれました。さら

に、本校のレイリー先生や羽城中のアンソニー先生

など新しく潟上市にいらしたＡＬＴの育成やサポー

トなどの業務もなさっていました。この６年５か月

の間、潟上市でお過ごしになり、日本の文化を深く

、 、理解され あいさつなどの礼儀がしっかりしていて

人に対する気遣いができる、日本人以上に日本人ら

しい感性をおもちの方でした。まだまだ潟上市、本

校で勤務していただきたかったのですが、御家庭の

御事情により、この度、アメリカへ帰国することを

決心されました。昨年１０月には第二子となる女の

子もお生まれになり、二人のお子さんのお母さんで

もあります。この後もお忙しいことと思いますが、

子育てを楽しみながら、益々御健康でお過ごしにな

り、アメリカでも御活躍されますことを心よりお祈

りいたします。ドリーン先生、これまで本当にあり

がとうございました。
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ドリーン先生ありがとう！ Ｓｅｅ ｙｏｕ ａｇａｉｎ！
12月の校報でもお知らせしましたが、ＡＬＴ山口明美ドリーン先生が１月18日に秋田を

離れ、アメリカに帰国されました。１月15日(水)に離任式が行われ、全校生徒で別れを惜

しみました。

離任式に先がけて、１年生では、学年全体での英語の時間としてドリーン先生との英語

の授業を行いました。笑顔で英語を使って活動している１年生、温かく見守りながらアド

バイスをしてくれているドリーン先生。楽しい時間となりました。

長い間本校を主として勤務されていたこともあり、小学校の頃からドリーン先生と一緒

に学んできた生徒にとっては、寂しい別れです。離任式では、ドリーン先生が日本語で思

い出や生徒へのメッセージを話してくれました。「間違いを恐れずに！」というメッセー

ジは生徒の心に残るものでした。一生懸命日本語でスピーチしているドリーン先生の姿か

らそのメッセージの大切さも実感できたのではないでしょうか。

ドリーン先生からメッセージをいただいたので紹介します。

Hi Tenno students!
I have known you since you were in elementary school, so I have
many wonderful memories with you at school. That is why saying goodbye
is extremely sad and difficult for me. I have seen you grow and learn
a lot over the years. Your English has improved so much, and I hope you
continue to study English to communicate with many people from around
the world. If you have a chance, I recommend you travel outside of
Japan to see what life is like elsewhere. I would love if you could visit
me in Cal ifornia someday, too. I will never forget you and the great
times we had together. Thank you!!!

Love always, Dori

こんにちは天王中の生徒の皆さん！

私はあなた方が小学校にいたときから知っていたので、あなた方と学校での素晴ら

しい思い出がたくさんあります。だからさよならを言うのは私にとって非常に悲しくて

難しいのです。長年にわたってあなた方が成長し、たくさんのことを学ぶのを見てきま

した。あなた方の英語はとても上達したので、世界中の多くの人々とコミュニケーショ

ンをとるために英語を勉強し続けてくれることを期待しています。機会があれば、日本

以外の国に旅行して、どのように生活しているかを見てみることをお勧めします。いつ

かカリフォルニアの私を訪ねてくれるととてもうれしいです。

私はあなた方をそして私たちが一緒にいた素晴らしい時間を決して忘れません。あ

りがとうございました！！！

ずっと大好きです ドリ



１月９日から１１日の３日間、市内３中学校の代表者が都城市を訪問しました。

都城市立山田中学校の生徒と交流したり、山田のかかし劇団の劇を観劇したり、

地域のボランティアの方に案内していただいたりと、都城市の「ひと、もの、こと」

との関わりを深めてきました。潟上市の生徒を案内するために、山田中学校の生徒会メンバーは

事前に学習会も行ってくれていたとのこと。訪問した３人には、その思いを受けとめ、これから

の天王中学校の生徒会活動に是非生かしていってほしいと思います。

私は今回の訪問で、山田中生と天中生の違いを見付けました。それは「団結力」です山田中

に着いたとき、全校生徒が自分たちで作った歌と劇を見せてくれました。天中は、各学級で見

たときの「団結力」は素晴らしいと思いますが、学校全体で見ると100点の団結力とは言えない

気がします。そのため私は全校で団結する秘訣を聞きました。すると皆さんが口を揃えて「あ

いさつ運動」と言っていました。山田中は全校で交代制で行っているとのことなので天中のあ

いさつ運動にも生かしたいです。 ２年２組 和田 信龍

山田中学校の方は、緊張している私に積極的に話しかけてくれて明るく親切な人ばかりでし

た。授業ではクラスの一人一人が手を挙げ発言して、発言の絶えないクラスでした。天中でも

一人一人が自分の意見を出し合って授業をよりよいものにしていけるように私も進んで発表し

ていきたいです。生徒会の人たちを中心に生徒主体で、私たちのためにいろいろなことを考え

てくれたお陰で都城市のことをたくさん知ることができたので、天中に来たときは生徒会を中

心に自分たちがしてもらったことを返したいです。 ２年１組 松村妃愛

「親切な人たち」これが山田中学校の第一印象です。全校の皆さんが笑顔で迎えてくれてた

くさん話しかけることができました。私は三つの教科の授業を受けました。その中でも国語が

楽しかったです。宮崎と秋田の方言を教え合いました。秋田の方言に興味をもってくれたと思

います。山田中学校は授業前のチャイムの時に黙想（チャイム黙想）をしていました。気持ち

を切り換えて授業を始めることができるので天王中学校にも取り入れたいです。たくさんのこ

とを学ぶことができるいい機会となりました。 １年２組 上田 桜

全校集会で歌や劇の歓迎 一緒に授業全校の前でプレゼン

励ましの言葉 ありがとうございます
奉仕委員会を中心とした地域に元気を届ける活動として、地域のお年寄り

に年賀状をお届けしました。喜んでいただいているとの声をいただき、天中
生も喜んでいます。
学校に届いたお葉書には、受験を控えている３年生への励ましや運動や勉強の

頑張りへの期待、中学校時代の思い出などの言葉をいただいています。素敵な花
の絵手紙をくださった方もいらっしゃいました。ありがとうございました。
また、今回の年賀状を届ける活動に御助力いただきました民生委員、社

会福祉協議会の皆様,ありがとうございました。



生 徒 の 活 躍
＜各種大会結果＞

第２回男鹿潟上南秋書き初め展
金賞 鈴木彩子
銀賞 宮城さくら
銅賞 七島悠梨果 畑澤心愛 畠山桜 和田ひまり

第15回潟上カップ剣道大会
中学校女子の部 第１位 畠山桜

男鹿潟上南秋冬季バレーボール強化練習会（松橋杯）
第３位

第５回能代市風の松原中学校卓球大会
女子団体 優勝

第15回潟上市バスケットボール大会
女子バスケットボール 第３位

県中学校新人選抜剣道鷹巣大会
男子 優勝 女子 準優勝

市郡中学校学年別卓球選手権大会
２年男子 準優勝 佐藤 旭
１年男子 準優勝 鈴木直雅
２年女子 優 勝 松村妃愛

準優勝 安田茉央
第３位 林 美有

２部２年女子 優 勝 松村未瑠
準優勝 安田 彩

１年女子 優 勝 伊藤綾香
第３位 上田 桜

応援、御協力ありがとうございました。

の行事予定
１日 (土) 土曜塾

２日 (日) 全県一斉部活動休止日

県中央地区ソロコンテスト

潟上市６人制バレーボール大会

４日 (火) ３年実力テスト⑨

天中ペンタゴン

５日 (水) チャレンジテスト 社会

６日 (木) 学校保健委員会

７日 (金) 学級ＳＳＭ
８日 (土) 県中学校冬季バレーボール大会～９日

大潟錬成剣道大会 土曜塾
10日 (月) 校内研修会(道徳) 部活動休止日

11日 (火) 建国記念の日

県総合卓球選手権大会

13日 (木) 部活動テスト休み～17日

14日 (金) ＰＴＡ授業参観 学年学級ＰＴＡ

２年高校学習会

15日 (土) 土曜塾（最終）

16日 (日) 全県一斉部活動休止日

17日 (月) 職員会議 全校歌練習

18日 (火) 後期期末テスト 実力テスト⑩

19日 (水) 部活動休止日

20日 (木) ＰＴＡ評議員会

21日 (金) 専門委員会

22日 (土) アリナス杯卓球交流大会

23日 (日) 天皇誕生日 男鹿市民卓球大会

24日 (月) 振替休日

25日 (火) 部活動休止日
26日 (水) 全校歌練習

「誕生日は命の記念日」
｢人が生まれるのは奇跡｣
～思春期健康教室～

保健師さん、助産師さんを迎えて１年生を対象に
｢思春期健康教室｣が行われました。
胎児人形を抱っこして、針の穴ほどの大きさから

始まった命が徐々に育っていく過程を実感したり、
妊婦ジャケットを着用してお母さんの苦労を味わっ
たりし、大切に育てられてきた自分を振り返りまし
た。全員が徐々に大きくなっていく赤ちゃん人形の
抱っこ体験、妊婦体験をさせていただきました。

妊娠３か月、５か月、７か月、生まれたばかりの赤ちゃ
んの人形を抱っこして、大きさや重さを実感

妊婦体験でお母さんの大変さを実感

生まれる赤ちゃん
も大変！

  Ἔ 
僕は命が誕生してくることで周りの人が喜んで

くれるというのが心に残りました。命が誕生する
のはすごい確率で、元気に生まれてくることが奇
跡なので命はとても大切だし、これからも守って

。 、いかなければいけないんだなと思いました また
命があることを喜んでくれる期待に応え、これか
らも頑張っていこうと思いました。 伊藤眞紘

｢思春期の心と体｣｢命の大切さ｣｢家族の大事さ｣
など、それぞれが多くのことを感じ、考え、学ぶこ
とができた貴重な時間でした。

お母さんの大切

さがあらためて

分かりました


