
「自律」する夏休みを！

校長 小野 武紀

明日から８月２３日まで、２３日間の夏休みに入

ります。５日間の臨時授業が行われたことにより、

例年に比べて短い夏休みとなりますが、自分の成長

に結び付く、有意義な夏休みとなることを期待して

います。

本校の学校教育目標 「自律 「協同 、さて、 は、 」、 」

です。学校教育目標は、どのような生「学び合い」

徒になってほしいのかを表したものです。

夏休み中は、学校教育目標の特に を心掛け「自律」

て生活してほしいと願っています 「自律」とは、。

自らを律するということですが 「律する」には、、

管理する、制御する、という意味があります。つま

り 「自律」とは、自分をしっかりと管理する、制、

御するということです。

「自律」が表す具体的な行動には次のようなもの

があります。

上にある４つの行動については、夏休み中、常に

心に留め、必ず行ってもらいたいことです。

それでは、どうしたら「自律」した生活を送るこ

とができるのでしょうか。そのためには、自らの価

値観と信念が必要です。分かりやすく言うと 「自、

分は将来どんな人になりたいのか」という「目指す

自分像」をもつことが大事です。この２３日間の夏

休みは、自分自身をしっかりとみつめ 「目指す自、

分像」についても考える機会としてください。

それでは、全校生徒の皆さん、健康で事故のな

、 。 、い 充実した夏休みを過ごしてください そして

８月２４日には、成長した姿を是非見せてくださ

い。楽しみにしています。

「自律」した生活をするとは

・規則正しい生活をする

善悪の判断に基づいて行動する・

・安全なのか危険なのかを判断して行動する

・困難なことにも粘り強く努力を継続する

健闘を讃える！市郡中総体
新型コロナウイルスの影響で、春の大会や各種大

会が中止となり、練習の成果を発揮する場面がこれ
までほとんどありませんでしたが、ついにその日が
来ました。７月11、12日（悪天候のため野球、陸上
は18、19日に順延）に、男鹿潟上南秋中学校総合体
育大会が行われ、本校からは、16競技に140名程の
生徒が参加しました。今年度は全県大会が中止のた
め、ほどんどの３年生にとってはこれが最後の公式
戦となりました。３年間の思いを込めて、これまで
の部活動を通して学んだことを全てぶつけ、中学校
の部活動の総仕上げとして戦ってくれました。

団体戦では優勝が３種目、準優勝が４種結果は、
目、個人戦では第１位が８名、第２位が４名、第３

と昨年度に勝るとも劣らない見事な成績を位が６名
収めてくれました。また、惜しくも入賞は逃した部
や個人も、最後まであきらめない、粘り強い戦いぶ
りは、まさに本校の校訓である「堅忍不抜」の精神
を体現した、称賛に値する見事なものでした。参加
した生徒全員に心からの拍手を送ります。
本大会に先立ち、９日（木）に激励会を開催し、

全校生徒が出場選手にエールを送りました。激励会
に向けて募集した応援団には全校から10名の生徒が
名乗りを上げ、短い練習期間にもかかわらず激励会
では堂々とした姿で立派に役割を果たしました。

団 長 大関 団 員 髙橋

旗 手 久松 団 員 山下

団 員 後藤 団 員 吉田

団 員 三浦 団 員 住田

団 員 伊藤 安田団 員

また、吹奏楽部が、今年度初めて全校生徒の前で
演奏を披露し、これまでの練習の成果を発揮して激
励会を大いに盛り上げてくれました。
そして、伊勢ＰＴＡ会長からは、コロナ禍の制限

された状況の中で地道に努力した選手たちに心から
の「頑張れ」という言葉が贈られました。

令和２年度 天王中学校学校報 教育目標＊「自律 「協同 「学び合い」」 」

令和２年７月３１日（金）

№４

潟上市立天王中学校



栄 光 の 記 録

月１１･１２日市郡総合体育大会 ７
１８･１９日）（野球、陸上競技は

【団体】

女子卓球 柔道男子 剣道男子優 勝
野 球 サッカー(フェアプレイ賞）準優勝
卓球男子 剣道女子

【個人】

優 勝 伊藤 ３位 松村卓球女子
ベスト８ 安田 林

松村 上田
柔道男子

㎏以下級55
優 勝 鈴木(大) 準優勝 佐々木(道)
㎏以下級73
優 勝 鈴木(蓮)
３ 位 佐々木(一)、佐々木(開)
㎏超級73
準優勝 西本 ３位 佐藤

準優勝 佐藤、３位 髙橋(寛)剣道男子
優 勝 畑澤、３位 石川剣道女子

水 泳
男子1500ｍ自由形 １位 三浦
男子 400ｍ自由形 １位 三浦
女子 400ｍ自由形 １位 加賀谷
女子 800ｍ自由形 １位 加賀谷

女子共通 ｍハードル陸上競技 100
２位 石川

８月の行事予定
１日 土 夏季休業（～２３日）（ ）

２日 (日) 部活動休止日

３日 (月) 土曜塾（～７日）

５日 (水) ２年課題点検

６日 木 体育館暖房点検 校舎ワックスがけ（ ）

７日 金 午後断水あり 校舎ワックスがけ（ ）

９日 日) チアフル・ブラス・フェスタ（男鹿文化）（

11日 (火) 学校閉庁日・部活動休止日（～１６日）

１・２年課題点検 ３年学習会(～１８日)17日 (月)

19日 (水) 職員校内研修会

20日 (木) 職員会議

22日 (土) 数検①

23日 (日 英検①二次試験）

24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
25日 火 天中祭準備期間（～９月４日） 眼科検診（ ）
28日 金 松陵学習⑦（ ）
29日 (土) 土曜塾
30日 (日 ＰＴＡ奉仕作業 部活動休止日）

先輩から学ぶ ７月１７日（金）

本校卒業生で、日赤秋
田看護大学に在学中の千
葉先生が、養護教諭にな
るための実習を本校で７
月６日から行っていまし

、 、たが 最終日のこの日は
「喫煙リスクについて学
ぼう」というテーマで３
年２組の生徒に保健指導をしました。10分という短
い時間でしたが、クイズの出題、パワーポイントを
使っての説明、勧められたたばこを断る場面の設定
などの工夫に富んだ講話は、生徒たちの心に印象深
く残ったものと思います。いつか母校で活躍できる
よう、これからも頑張ってください。

改めて喫煙について考えました

地域企業ガイダンス ７月２２日（水）
５，６校時、県秋田地域振興局の主催による「中

学生向け地域企業ガイダンス」が本校体育館や教室
を会場に行われました。これは、キャリア教育の一

若者の地元定着を目的として、中学生環として 「、
やその保護者を対象に、企業からやりがいや魅力を

、 」発信し 地元企業の重要性や役割を知ってもらおう
というものです。生徒たちは、それぞれ事前に選択
した３つのブースを回り、各企業の丁寧な自社のア
ピールを聞くことにより、
将来のビジョンをもった
り、そのために今しなけれ
ばならないことに気付いた
りすることができました。
貴重な機会を与えてくだ

さった企業の皆様に心より
感謝いたします。

◇参加してくださった企業等の皆様
青南商事（製造） 秋田プライウッド（製造）
正和会（医療・福祉） 若美電気工業（建設）
北日本運輸（運輸） 向学舎グループ（教育）
秋田ダイハツ（販売） 秋田県警察（公務員）
きららホールディングス（福祉） 菅与組（建設）

◇参加した生徒の感想
・将来秋田に残りたい、という気持ちが何回も出て
きた。みんなのために秋田で働きたい。
・改めて、今の中学校の勉強がベースになるのでと
ても大切だなと思った。
・どの会社の人も自分の仕事や、地元で働くことに
誇りと自信をもっていて、すごいと思った。

仕事に自信と誇りを！

児玉さん、 浅田さん
おいしい給食をありがとうございました

この度の定期人事異動で給食調理員の児玉さんが追分
、 。小へ 浅田さんが天王小へ異動されることとなりました

浅田さんは平成30年４月から、チーフの児玉さんは
30年12月から毎日、私たちにおいしい給食を作って
くださいました。
特に今年度は、お盆やふき

んの洗浄について改善を加え
てくださるなど、いつも安全
・安心を第一に考えてくださ
いました。本当にありがとう
ございました。このあとも元
気にご活躍ください。


