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発行 潟上市立天王中学校

校長 舘岡 和人（たておか かずひと）

昨年度より生徒数１２名の減と

なりましたが、９６名の新入生を

迎え、今年度全校生徒２９５名で

天王中学校がスタートしました。

◆ 天中生 漢字一文字で表せば

４月６日（月）に新任式があり、今年赴任され

た１３名の先生方の紹介を行いました。詳しくは

４月７日に配布されました「教職員の転出入のご

挨拶」をご覧ください。

新任式の中で、「天中生のイメージ」を漢字一

文字で表現してもらいました。

伊藤一之教頭先生は「力」、三嶋隆儀先生と石

井 純先生は「親」、石川徳幸先生と山田翠先

生は「活」、 近江和佳子先生は「直」、前田達哉

先生は「思」、 鎌田純子先生は「盛」、熊井修一

先生は「躍」、萬田裕太先生は「未」、齊藤舞美先

生は「堅」、三浦 祐子さんは「明」、菅原恵美子

さんは「祭」となりました。理由はお子さんから

聞いてください。

力強く真っ直ぐ、活力に満ちて活き活きと躍動

する天中生。そんな中にも親近感を感じさせ、思

いやりがあり、先祖をまつる心の優しさを持ち合

わせています。未完成な部分を残しながらも天中

の歴史を堅守してほしいです。

～天中生よ、

盛年（せいねん）重ねて来（きた）らず～
意味：若い盛りは二度とやってこないので、その時代

をむなしく過ごしてはならない

◆ 強い信念を

３月２６日（木）のさきがけ新聞に、「今年度

の高校入試の定員、全県で１８０人の減」と。中

央地区に関係する学校は秋田南高校３５人、男鹿

海洋高校３０人の２校がその対象となります。と

ても大きな数字です。でも向かっていかなければ

いけません。

人生の岐路に立ちはだかる大きな壁を乗り越

えて、次なる扉を開いてください。

「絶対第一志望校に入るんだ」

◆ 成長するために

１年後当たり前ですが、今年度が終わります。

その時に、「自分が成長した」と思

えるそんな１年になってほしいと

願っています。昨年度の自分から脱

皮し一皮むけた自分に変身してほし

いと思います。

普通の人は飽きっぽいところがあるし、怠け心

もあります。困難にぶつかればあきらめてしまい

たくなります。何かやろうと心に決めても、その

繰り返しでは成長を感じ取ることはできません。

「あきらめず挑戦してこそ活路あり」です。

◆ 入学式から

気持ちを新たにして出発するにふさわしい季

節となりました。そうした中で、新入生との出会

いとなった入学式が４月７日に行われました。

～式辞（要旨）～

小学校六カ年の義務教育の第一段階を終えて、

その義務教育の仕上げというべき、中学校生活が

スタートしました。社会に巣立つ準備の学習と訓

練が、今日から始まります。

中学校でのあらゆる学習は、大人になる準備を

するための時間です。学習を通して知る、分かる、

できる喜び、新しい発見の喜びの場を得ることが

できます。この喜びを着実に積み重ねる努力をし、

知らなかった新しい自分を発見してください。

新しい自分をつくるために皆さんに、三つのこ

とを実践してほしいと思います。

一つ目は、自ら進んで学ぼうとする挑戦意欲を

持ってください。なんといっても学校は勉強をす

るところです。自分から進んで勉強してください。

また、学ぶのは勉強だけとは限りません。部活動

や学校行事を通して、理想とする人間関係を築く

力をつけてください。

二つ目は、規律ある行動です。将来、親から離

れて自分で独り立ちするための自立に向けて、自

分の感情や欲望をコントロールすることのでき

る自立が不可欠です。時間を守る、形を整えるな

どの規律は、社会を正しく生きる人間の知恵であ

ると言えます。目に見える形の美しさは、目に見

えない心の美しさの表れです。心の美しさは、あ

いさつにも表われます。自立に向けて自分を律し

て、あいさつのできる人になってください。

三つ目は、自分は将来この道に進みたい、こん

なことをしたいといった夢やビジョンを持って

ください。「志」を持ってください。あきらめず

挑戦してこそ活路ありです。継続した行動を起



平成２７年度 職 員 紹 介

校 長 舘岡 和人
教 頭 伊藤 一之
主 査 石川 庸子
養護教諭 柿崎 玲
１年主任 佐藤 明 社会 柔道
１年１組 鎌田 純子 国語 バスケ部長
１年２組 杉本亜沙美 英語 テニス部長
１年３組 萬田 裕太 数学 ソフトテニス
１年所属 石川 英樹 保体 野球

同 三嶋 隆儀 初任研指導教員
同 長崎 涼子 数学 教育専門監

２年主任 工藤ひとみ 家庭 吹奏楽部長
２年１組 熊井 修一 理科 野球部長
２年２組 渡邉いづ美 英語 バレー部長
２年３組 前田 達哉 数学 サッカー
２年４組 山田 翠 音楽 吹奏楽
２年５組 小林 理 音楽
２年所属 石井 純 国語 バスケ男子

同 北嶋美智夫 数学
同 齊藤 舞美 英語

３年主任 長谷川伸也 理科 剣道
３年１組 石川 徳幸 社会 バレー
３年２組 近江和佳子 美術 美術
３年３組 小林 弥 英語 卓球男子
３年所属 河村 直子 保体 バスケ女子

同 加賀谷久志 技術 卓球女子
スクールカウンセラー 横尾裕紀子
校 務 員 石川 正彦
事務補助員 三浦 祐子
主任調理員 渡部 玲子
調 理 員 石川真理子 佐藤 清美
調 理 員 藤原 友美 三浦 咲子
学習支援員 村山 敏子 菅原恵美子
学校生活支援員 戸田 江美 渡部 玲
図書館支援員 中村優美子
学校安全サポート員 三浦 均
Ａ Ｌ Ｔ 山口明美ドリーン
地域コーディネーター 藤原 仁美

前庭の姫オドリコソウが ☆会員の皆様の所属については、部会所属を
春の訪れを告げています まとめる作業中です。終了次第名簿を配付し

ますので今しばらくお待ちください。

ＰＴＡ役員決定！

会 長 安田 卓也 （３－３琉輝）
副会長 小沼 淳 （３－３翔希 ２－４卓人）

副会長 佐々木美奈子（２－２みのり）
副会長 下田 勝伸 （２－１洋碧）
会計監査 加納かおり（３－１ゆな ３－２みな）

会計監査 柏崎 朋子 （３－１優香）
会計監査 児玉 亜紀 （２－３遥菜）
会計監査 湊 麻喜子 （２－３麻鈴）
１年学年部長 米谷 幸江 （１－３ 翔 ）
２年学年部長 石川 陽子 （２－１康志）
３年学年部長 伊藤 まり子 （３－３匠海）
文化部長 石川 庸子 （３－３美羽）
環境部長 中西 一也 （３－３美緖）

地域活動部長 吉田 敏秋 （３－１朔夜）

５月行事予定

1(金) 開校記念日（生徒休業日）

3(日) 憲法記念日 部活休止日

4(月) みどりの日

5(火) こどもの日

6(水) 振替休日

7(木) きずな集会 ３年実力テスト

8(金) 前期生徒総会 修学旅行結団式

9(土) 全県選抜潟上招待中学校野球大会（～ 10）

10(日) マルちゃん杯東北少年柔道大会

11(月) ３年修学旅行 ２年宿泊学習

12(火) ３年修学旅行 ２年宿泊学習

13(水) ３年修学旅行

15(金)（県春季野球大会~17)

16(土) 中央地区吹奏楽祭 （県春季バスケ、

サッカー、バレー、テニス、卓球（以上～ 17）剣道

17(日) 部活動休止日 全県選抜防犯少年柔道大会

18(月) 尿検査② 心電図検査（全校）

19(火) ３年耳鼻科検診

20(水) 職員会議

21(木) チャレンジテスト（国）

23(土)（県春季柔道大会）

25(月) 全県一斉防災の日 衣替え移行期間

26(火) 避難訓練




