
現状維持では後退するばかりである
校長 小野 武紀

，「 。」現状維持では後退するばかりである これは

ミッキーマウスの生みの親であり，ディズニーリゾ

ートの創立者である でウォルト・ディズニーの言葉

す。そして，次のことを表しています。

私は，この言葉を，10月19日に行われた「後期生

徒会役員任命式」で全校生徒に伝えました。学校の

活動や生徒の生活の様子は，毎年同じではなく，そ

の時々の状態をしっかりと捉え，それに応じて活動

していく必要があり，常に改善を目指し，常に前進

する学校をつくってほしいと話しました。

生徒会役員任命式の様子

天王中学校では，昨年度後期，それまであった環

境委員会と福祉委員会の活動内容を見直し，この二

つを統合して 奉仕委員会 とし また 新たに 放「 」 ， ， 「

送委員会」を設けて生徒会組織を改編しています。

さらに今年度は，これまでの全校生徒が前期，後期

どちらもいずれかの委員会に所属するという方式を

改め，前期，後期のどちらか一方で委員会に所属す

るようにしています。現在の天王中学校の実態に即

した活動を展開することができるよう，そして，一

人一人の生徒が充実感をもって活動することができ

るように考えたものです。

これまでの取組を見直し，改善を図らなければな

らないのは，何も生徒会に限ったことではありませ

ん。前述のウォルト・ディズニーの言葉と同じよう

な意味の言葉に があ，「現状維持は後退の始まり」

ります。これは，パナソニックを一代で築き上げた

実業家である です。松下幸之助の言葉

「 。ディズニーランドはいつまでも未完成である

現状維持では後退するばかりである 」。

【 】ウォルト・ディズニー

これら二つの言葉は，私たちの日々の生活や行動

に通じることであり，特に，これから未来に向けて

歩み続ける中学生の皆さんには，是非，心掛けてほ

しい言葉です。忘れずに覚えておいてください。

ネット使用 ＜ 自分の目標
最近，テレビのニュースや新聞記事で中学生のイ

ンターネット使用について話題となることがありま

す。心身の成長に最も重要な中学校３年間の多くの

時間をインターネットの使用に費やすのは大変もっ

たいないことです。次は昨年度の校報でも紹介した

ＩＴジャーナリストの言葉です。

つまり，やるべきことや目標をしっかりともって

いる生徒は，インターネットやゲームにはのめり込

まないということです。将来の夢や目標，今やるべ

きことをしっかりともつこと，それがまだ見つから

ない人は，見つけようと意識して生活することが大

事です。二度と来ない中学校生活を目標をもち，時

間を大事にして過ごしてほしいと願っています。

人間は変わることに恐れをもち，変えることに

不安をもつ。

しかし，全てのものが刻々と動き，一瞬一瞬に

その姿を変えつつあるこの世の中。

「うまくいっているから十分だ 」と考えて現。

状に安んずることは，即，退歩につながる。

今日より明日，明日よりあさってと，日に新た

な改善を心がけたい。

【 】松下幸之助

SNS依存について調べたときに，次のような話

を聞いたことがあります。

○成績が伸びる生徒は，友達に「これから試験勉

」 。強するからLINE抜けるね と言える生徒が多い

○よい成績を取ること，志望校に入ることが今や

るべきことと分かっている生徒は，LINEにはは

まらない。

○部活動に熱心に取り組み，明確な目標がある生

徒も，やはりLINEやSNSにははまっていない。
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１１月の行事予定
１日 (日) 部活動休止日
２日 月 避難訓練② 専門委員会（ ）
３日 火 文化の日 県秋季剣道大会（秋田市）（ ）
４日 水) チャレンジテスト（社会）（
５日 (木) 教科等訪問
６日 (金 ３年スクールカウンセラー講話）
７日 土) 土曜塾（
８日 (日) 英検②二次
９日 (月) 後期生徒総会
10日 火 職員会議（ ）
11日 (水) 男鹿潟上南秋教育研究会教科等研修会
12日 (木) ３年三者面談（～１８日）
13日 (金) １年スクールカウンセラー講話
14日 (土) 県秋季柔道大会（～１５日 男鹿市）
15日 (日) 部活動休止日
18日 (水) チャレンジテスト（国語）
19日 (木 １年思春期健康講座）
20日 (金) ３年後期中間テスト ２年松陵最終発表会
21日 (土) 学習
22日 (日) 土曜塾

部活動テスト休み（～２６日）
23日 (月) 県秋季卓球大会（美郷町 男子）
24日 火 〃（美郷町 女子） 勤労感謝の日（ ）
27日 (金) 進路指導委員会②
28日 (土) １，２年後期中間テスト
29日 (日) 土曜塾
30日 (月) 部活動休止日

生 徒 の 活 躍

＜各種大会結果＞

（１０月１７日）県秋季中学校サッカー大会
にかほ市 仁賀保グリーンフィールド
１回戦 天王中１－３由利中

（１０月１１日）潟上市ソフトテニス大会
中学生の部
第３位 櫻庭・藤原 組

（１０月２５日）秋田県道場少年剣道大会
中学校の部 第３位
天王道場Ａ 大野、伊藤、高瀬

潟上市と自分たちの将来に
ついて考える （２年松陵学習）

「 、地域で働く人の思いにふれ
地域の一員としての自己の生
き方や将来の進路について真
剣に考える」ことを目的とし

１０て、２年生の職業講話会が
本校体育館で行わ月１６日、

れました。天王地区の３つの
事業所 「むつみ造園 「潟上、 」
市役所 「三浦醤油店」から講」
師の先生をお招きし、仕事の
内容、仕事をしていて困難なこと、やりがいなどに
ついて教えていただきました。
この講話会を皮切りに２年生は、後期の松陵学習

の時間、職業体験学習に取り組んでいます。２３日
にも、事業所の方々から 「商品のラベルのデザイン、
とキャッチコピーを考えてほしい」などのミッショ
ンをいただきました。グループに分かれ、解決のた
めに、斬新なアイディアを出し合う姿には、潟上市
と自分たちの明るい将来をイメージし、地域のため
に頑張っていこうという気概を感じました。

潟上市の将来を考える

ヒントをいただきました

生徒会役員選挙・討論会 １０月１日
１０月１日、体育館を会場に生徒会役員選挙と事前

の討論会が行われました。討論会では、立候補者が３

年生のコーディネーターから

の質問に答えたり、生徒から

の質問に答えたりする中で、

自分の主張や抱負について真

剣に語りました。 質疑応答の

内容も立派でしたが、それを

見守る生徒たち、特に次のリ

ーダーとなる２年生の態度が

印象的でした。

また、今年度も潟上市の選

挙管理委員会に依頼して記載

台と投票箱をお借りし、それ

らを使っての投票用紙への記

入、投票など、実際の選挙に

近い形で行われました。最初

の投票者と立会人が投票箱の

中に何も入っていないことを

確認したあと、学年ごとの投

票となりましたが、実際の投

票場のような緊張感のある雰

囲気を経験することができま

した。

また、潟上市の選挙管理委

員長様をはじめ、４名の皆さ

んに討論会から投票までを間

近で見届けていただいたこと

も、１８歳に迫った本番に向けての貴重な経験となり

ました。

よりよい天王中を目指して、全員が生徒会会員とし

て自主的な活動を進めていってほしいところですが、

この討論会や役員選挙への関心の高さをみて、天中生

、 、の成長を感じるとともに これからの活動への期待が

ますます高まりました。

１０名の立候補者

熱い思いを伝える

質疑応答も活発に

見届けてくださった皆様

後期生徒会スタート！

天王中のために、１年間尽力してくれた３年生から
バトンを受け取った新メンバー。
新生天王中のために、全校生徒の力を結集すべく、

まずは生徒総会に向けて、力を合わせて準備中です。

会 長 上田
副 会 長 久松、木元
書 記 中島、畠山(栞)
会 計 伊藤(眞)、加藤(音)
執行部員 石川(優)、中谷

学習委員長 加藤章斗生活委員長 大野

放送委員長 藤原(悠)奉仕委員長 櫻庭(な)

給食委員長 渋谷保健委員長 鈴木(梢)
図書委員長 和田


