
今年を振り返る
校長 小野 武紀

令和２年も残すところ一週間となりました。この

一年を例年に比べて長く感じたのは，私だけではな

いと思います。新型コロナウイルス感染症の世界的

な流行により，日常生活が一変し，いろいろなとこ

ろに感染防止策を講じて，たくさんの時間や労力を

費やしてきました。そして，同時に，これまでの暮

らし方や活動を見直す機会ともなり，新たな取組も

生まれるなど改善につながることもありました。

，新型コロナウイルスの影世の中の動きを見ると

響により，４月に緊急事態宣言が全国に発令され，

身体的距離の確保やマスク着用といった「新しい生

活様式」などの感染防止策が呼び掛けられました。

また，７・８月に開催が予定されていた東京オリン

ピック・パラリンピックが来年に延期となるなど，

各種大会やイベントなどが中止や延期となり，各方

面に大きな影響を及ぼしました。７月１日には，プ

ラスチックごみの削減を目的に，全国の小売店でレ

ジ袋が有料となり，環境問題解決の一手が打たれて

います。そして，９月に行われた全米オープンテニ

スでは大坂なおみ選手が２年ぶりの優勝を果たし，

警察の暴力による黒人犠牲者の名前入りのマスクを

着用して人種差別問題を提起したことも話題となり

ました。そして，菅 義偉さんが秋田県出身者とし

て初の総理大臣になるという秋田県民に元気と勇気

。 ，を与えるニュースもありました 振り返ってみると

新型コロナウイルス感染症によるマイナスな話題も

多くありましたが，明るい話題や世界が抱える課題

の解決へ一歩を踏み出す話題などもあり，コロナ禍

であっても世の中は着実に前へ進んでいると感じた

一年でありました。

。それでは，本校のこの一年を振り返ってみます

４月７日の入学式で新

入生88名を迎え，254

名の全校生徒が新年度

の学校生活をスタート

しかし，させました。

その２週間後，新型コロナウイルス感染症による国

の緊急事態宣言を受け，潟上市内の全小・中学校が

となってしまいました。５月に予15日間の臨時休校

定していた は，体育祭

コロナの感染の状況を

，考慮して６月に開催し

感染防止のために新し

いレク種目が登場する

など，例年と内容を変

更して行いましたが，学級の絆を深めるという目的

まを十分に果たすことができるものとなりました。

た，７月に行われた では，春季大会が市郡中総体

団体戦では優勝が中止となった悔しさを晴らし，

， ， ，３種目 準優勝が４種目 個人戦では第１位が８名

第２位が４名，第３位

と見事な成績をが６名

収め，天中生の底力を

発揮しました。９月に

行われた では，天中祭

昨年度に勝るとも劣ら

ない充実したステージ発表となり，今年度新たに取

り組んだ「東湖八坂神社伝統山太鼓」は力強い太鼓

の響きとともに天王中の躍動感を会場中に溢れさ

， 。 ，せ 観ているものに勇気と感動を与えました また

生徒が総合的な学習の

時間に作った野菜やデ

ザートについては，例

年は天中祭で一般販売

をしていましたが，今

年はコロナ対策で販売

部門が軒並み中止となったため 野菜については 無， 「

人販売」に切り替えて例年以上の売り上げとなった

り，デザートについては，当日の給食に提供し，全

校生徒と職員が味わうことができたりなど，新たな

取組により活動の成果を十分に実感することができ

ました。

，このように本校の今年一年を振り返ってみると

コロナに負けずに，工夫を凝らして，そのときその

場でできることに全力を尽くした，まさに，本校の

校訓「堅忍不抜」の精神を発揮し，確実に前進を遂

げた一年であったと感じています。

来る年も，困難をものともせずに，様々な場面

で力を発揮する天中生であることを大いに期待し

ています。

それでは皆様，よいお年をお迎えください。
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の行事予定

） （ ）１日 (金 元日 学校閉庁日・部活動休止日 ～４日
５日 火) ３年実力テスト⑥（
７日 (木) 土曜塾
８日 (金) １，２年生課題点検 職員研修会
10日 (日) 潟上市新春中学校ソフトテニス大会
11日 (月) 成人の日
12日 火 職員会議（ ）
13日 (水 土曜塾）
14日 (木) 課題テスト ３年実力テスト⑦
16日 (土) 潟上カップ剣道大会
17日 (日) 部活動休止日
20日 (水 チャレンジテスト理科 １年ＳＯＳ講座）
21日 (木 フッ化物洗口）
22日 (金) 新一年生保護者入学説明会 英検③一次
23日 (土) 土曜塾
25日 (月) 部活動休止日
26日 火 専門委員会（ ）
28日 (木) フッ化物洗口 漢検③
29日 (金) ２年認知症サポーター中学生養成講座
30日 (土) 潟上市中学校冬季強化交流ﾌｯﾄｻﾙ大会

中央地区ソロコンテスト
31日 (日) 部活動休止日

生 徒 の 活 躍

＜各種大会結果＞

◇県道場対抗少年個人剣道大会
中学校２年女子の部
１１月２９日 県立武道館

第１位 畠山
第２位 石川

◇第９回小玉杯男鹿市交歓バスケットボール大会
１２月１３日 男鹿市若美総合体育館

男子中学校の部 優勝 男子バスケットボールクラブ
女子中学校の部 優勝 女子バスケットボール部

◇第88回全国書画展覧会 書の部
金 賞 ２年 和田

◇第61回秋田県児童生徒美術展
入 賞 ３年 大場 ２年 菅原(莞)
佳 作 ３年 畑澤 髙瀨

２年 藤原(悠) 伊藤(眞)
１年 植田 橋本 土田

☆３年生は立体「紙ひも工芸 、２年生は平面「文字」
」 「 」 。はおどる １年生は 絵文字 を出品しています

◇男鹿潟上南秋小・中学校読書感想文コンクール
優良賞 ２年 中島 石川(優)
佳 作 ３年 和田 松村(妃)

３年 目黒 鈴木(彩)
２年 吉田(美) 石川(莉)
１年 草皆

◇潟上市社会福祉協議会「ふくしの作文」コンクール
優秀賞 ２年 中島 近藤(暖)

◇全日本アンサンブルコンテスト
第43回秋田県大会中央地区予選秋田大会
１２月２０日 由利本荘市 カダーレ
銀賞 管打８重奏「マカーム・ダンス」
芳賀紅愛 久米 吉田(帆) 藤原(心)
杉本南陽 渡辺 三浦(春) 中谷

応援、御協力ありがとうございました。

2年 高校学習会 １２月１１日
男鹿海洋、秋田西、金足農、秋田北、秋田工、秋田令和

の６つの高校の先生方をお招きし、それぞれの高校に関す

るホットな情報を得ることにより、進路先や「今、何を頑

張るべきか」についてより深く考える大変よい機会となり

ました。生徒からは 「今までもっていた高校のイメージが、

変わった 「部活ができればいいと。」

思っていたが、資格や就職について

も考えるきっかけになった 「各校。」

。」特有の教育方針があると分かった

などの感想が聞かれました。

１，２年 進路集会 １2月１８日

コロナ禍における令和２年度の進路学習は、企業
訪問や体験学習が実施できず、例年と違ったものに
なることを余儀なくされましたが、各事業所の方々
や県や市の機関の熱心な御協力と当該学年の職員の
創意工夫により、充実した学習を行うことができま
した。１８日６校時に体育館で行われたこの「進路
集会」は、これまで学年ごとに行われていた進路学
習を、各学年の代表の発表で振り返ることにより、
学習内容や進路についての考え方をより深め、共有
することができました。

◇ ◆年末年始の学校閉庁日について

潟上市は、12月28日(月)から１月４日(月)までの８
日間を、市内全小・中学校の学校閉庁日（児童生徒も
職員も学校に来ない日）とします。この期間は、本校
でも職員が不在となりますので、緊急の連絡がある場
合は、次の方法で御連絡をお願いします。

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 （不審者等は、その日のうちに警察に連。
絡してください ）。


