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校長 舘岡 和人 

 

前期の学校行事の中で、最も大きな行事の天中祭

が成功裡に終わりました。生徒が生き生きと「自分

の出番だ」と言わんばかりに、輝いていました。 

今年は一人暮らしのお宅 250 軒余りに案内状を発

送し、招待をしました。かなりの方々に足を運んで

いただき、「いゃ～ 昔と違うな」「おぇ（私）の孫○

○だ」と話しかけてくださり、楽しんでくれたよう

でした。ただ、校章入り「天中まんじゅう」の引換

場所が３階ということもあり、交換に不自由をかけ

た場面もありました。今年度の反省を踏まえながら、

次年度また新たにパワーアップした天中祭を開催し

たいと思っています。また、お越しください。 

 

◆ Smile for Smile 

今年の天中祭のテーマは、Smile for Smile（笑顔

が繋ぐ笑顔の連鎖）でした。 

・ 平和は微笑みからは始まる（マザーテレサ） 

・ 気持ちのいい笑顔ほど魅力的なものはない
（スヌーピーの作者） 

微笑むことによって人や周囲は嬉しくなります。

当然と言えば当然、当たり前と言えば当たり前の話

です。 

 

◆ 感動した理由は？ 

全校合唱は「大切なもの」でした。現役の中学校

音楽教諭山崎朋子さん作詞・作曲の曲です。 

卒業を意識した歌詞ではありませんが、 

「あれからいくつもの季節をこえて 時を過ごした」

「いつか会えたら ありがとうって言いたい 遠く 

離れている君に がんばる ぼくがいると」 

と、若かった時に気付かなかった『大切なもの』の

意味を自分なりに解釈し、遠く離れた場所にいる友

だちに感謝している気持ちが伝わってくる曲です。 

 

私は歌詞にも感動しましたが、生徒の歌声の迫力

に感動しました。話を聞いたり、本を読んだり、映

画や劇を見た時に一つ一つの言葉や事象が五感を通

して心に届いた時、人は感動します。大人はややも

すれば損得勘定で物事を判断してしまいがちで、「こ

うすればこうなる」「ああすれば、こうなる」といっ

た欲が絡んできます。 

今回、全校合唱を聴いて感動し心が揺さぶられた

のは、生徒の心の中に地域や保護者の方々に恩返し

がしたいといった素直な心と、その心に欲がなかっ

たからだと思っています。 

◆ サンタクロースは いる？ いない？ 

まだ秋ですが、サンタクロースの話をします。 

 アメリカニューヨークのサン新聞の社説に「サン

タクロースって、いるのでしょうか？」という見出

しが掲げられました。これは、8 歳の少女が新聞社

に出した投書が発端となっています。少女からの手

紙の内容は、「編集者様。友だちがサンタクロースは

いないと言っています。パパに聞いても『いない』

と言っています。どうか本当のことを教えてくださ

い」というものでした。 

 この投書に真正面から答えた記者がいました。そ

して記事にしました。その記事の書き出しは、 

「あなたの友だちは間違っています。お父さんも間 

違っています」と。そして、「サンタクロースはいる 

のです」と書いてありました。 

理由は、「見たことが無いからといって、いないと

いう証拠にはなりません。信仰や希望、愛、思いや

り、真心、信頼など、この世には目に見えなくても

存在する大切なものが、たくさんあります。逆に本

当に大切なものこそ、人間の目には見えないのです。

だからサンタクロースは、います。永遠にいます。

子どもたちの心の中に 1000 年後も 10 万年後も生き

続けます。」というものでした。  

 彼女が亡くなった時のニューヨークタイムスの 1

面は「サンタの友だち、亡くなる」だったそうです。 

 

◆ 大切なものは目に見えない 

本当に大切な人や物、そして時間などは失って初

めて気付く時があります。これから親孝行しようと

思っていたら、親が他界してしまい出来なくなって

しまったという後悔の話は時折聞くことがあります。 

大切なものがあまり近くにあり過ぎて、それが当た

り前になってしまったからなのかもしれません。 

苦境に立ったとき、人の思いやり、優しさ、励ま

しの言葉など、色々な形で私たちは元気付けられ、

又やり直そうという気持ちになってきます。 

何か遠くのものに関心を持つのではなく、日常の

目の前にあるものに関心を持って感謝することで、

何が大切で何が大切でないのかが分かるようになっ

てくるのではないでしょうか。 

 

科学が発達してくると、色々なものが科学によっ

て証明されます。しかし、目に見えるものや自分が

確認できるものだけを信じてしまえば、目に見えな

いものは大切にされなくなり、理解もされなくなっ

てしまいそうです。 

思いやり、優しさ、気配り、言葉やあいさつ、そ

して○○など、「本当に大切なものは、目に見えない」

のではないでしょうか。 



平成２７年４月２１日 ３年生実施【全国学力・学習状況調査の結果】

○成果 ●課題【学力の状況】 国語、数学、理科ともに県平均を下回り、全国平均並み

国 語 ○文章を読んで内容を理解する力 ●文章から読み取ったことや自分の考えを書くこと

数 学 ●解く過程や理由を説明すること、問題で聞かれたことや条件にあわない解答もあり
理 科 ●指定された用語を用いて事象が起きる理由を説明すること

・いずれの教科も全県平均を下回っていますが、昨年度実施した県学習状況調査と比べると、その差は縮まってきています。

※国語と数学の結果は、Ａ問題（基本）とＢ問題（活用）の平均の値

将来の夢を持っているが、実現に向けた努力が不足【質問紙の状況】

○「自分に良いところがある」と思う生徒や、「将来の夢や目標を持っている」生徒の割合が、県平

均を大きく上回っています。
●「平日に１時間以上」や「休日に２時間以上」家庭学習をする生徒の割合は、県平均をかなり下回

っています。その原因として、家に帰ってからテレビゲームや携帯（スマホ）をする時間が長い
ことがあげられます。

第57回全県席書会郡市大会◆

条幅 金賞 ３年 加藤麗菜 ３年 草皆優奈

半紙 金賞 ３年 加藤麗菜 ３年 草皆優奈

銀賞 ２年 佐々木みのり

銅賞 ３年 石井風優 ２年 七島悠月

１年 齊藤 光

入選 １年 遠藤亮真

第57回全県席書会◆

条幅 金賞 草皆優奈

銀賞 加藤麗菜

岩谷杯争奪第31回少年剣道錬成大会◆

男子団体 準優勝

第43回東北七県珠算競技大会◆

個人総合競技 優秀賞 ２年 佐藤唯月

読上算競技 第３位 ２年 佐藤唯月

第31回秋田県少年少女レスリング選手権大会◆

男子85 級 第１位 １年 梅田海星kg
女子63 級 第１位 ３年 大関永優美kg
男子40 級 第２位 １年 大関寛穂kg

第37回全日本中学生水の作文コンクール◆

中央審査 佳作 ２年 櫻庭瑠伽

第43回男鹿地区中学校防火・救急救命弁論大会◆

努力賞 ３年 草皆優奈

第43回全県選抜柔道大会（加藤杯）◆

男子団体優勝 最優秀選手賞 有馬雄生

0 20 40 60 80 100

全 国

秋田県

天王中

国 語

0 20 40 60 80 100

全 国

秋田県

天王中

数 学

0 20 40 60 80 100

全 国

秋田県

天王中

理 科

１０月行事予定
チャレンジテスト(英) ３年実テ1(木)

2(金) スマホ・ケータイ教室（⑤⑥）

3(土) 土曜塾(8:30~11:30)

4(日) 全県一斉部活動休止日

5(月) 土曜塾(16:00~17:00)

7(水) 後期生徒会役員選挙

PTA評議員会8(木) 土曜塾(16:00~17:00)

9(金) 前期終業式 英語検定

12(月) 体育の日

13(火) 秋季休業 土曜塾(8:30~11:30)

14(水) 秋季休業 土曜塾(8:30~11:30)

15(木) 後期始業式 Ⅱ期②時間割開始

部活動オフシーズン

16(金) 漢字検定

17(土) 土曜塾(8:30~11:30)

かたがみ音楽祭(吹奏楽部出演)

国文祭メモリアルフェスティバル(和楽器出演)

全県一斉部活動休止日 潟上市文化講演会18(日)

19(月) ３年地域貢献活動 職員会議

20(火) ２年生職業講話

チャレンジテスト(理) 生徒会役員任命式21(水)

専門委員会 土曜塾(16:00~17:00)

１年職場訪問 土曜塾(16:00~17:00)22(木)

24(土) 土曜塾(8:30~11:30)

２年キャリアスタートウィーク（～ 30）26(月)

土曜塾(16:00~17:00)

27(火) １年鍋っこ

29(木) 土曜塾(16:00~17:00)

30(金) 学校納金引落日

31(土) 土曜塾(8:30~11:30)




