
ふるさと天王に生きること

校長 伊藤 一之

、 。先日 全県の小・中学校長の会議が行われました

その中で、学校統廃合や児童生徒数の減少について

次のような驚くべき数字が示されました。

平成14年５月と今年４月を比較すると、全県の児

童生徒数が、100,063名→68,621名（31.4％減 、教）

員数は6,337名→4,964名（21.7％減）と激減してい

るのだそうです。平成14年と言えば、現２年生がち

ょうど生まれた年に当たりますから、ついこの間の

ことです。

では、天王中学校の生徒数の推移はどうか。平成

、 、14年５月の生徒数は344名で 今年は316名ですから

減少率は僅か８％にとどまっています。これがいっ

たい何を意味するのかについては詳細な分析が必要

になると思いますが、大規模な住宅地開発等が行わ

れたわけでもないのにこれだけの減少率で推移して

きたことには、何か天王ならではの特徴的なことや

そのからくりがあるはずです。その一つは、母校天

王中や、自らのふるさととしての天王を大切にして

きた方々が、この地に居を構え子どもを育ててきた

結果なのではないかと思いたいのです。

さて、天王はご承知のとおり、3列の砂丘地とそ

の間の低湿地からなる地形に立地しています。昔、

(二田) (田) (乳)天王の先人たちは フタダ ノ タ ダバ チヂ、「

マデ ヌガル」と言われたほどのぬかるむ低湿地帯

を改良し、遠く17ｋｍも離れた秋田市の新城川から

延々と堰を築き水を引いてきて 、現在のよう(二田堰)

な見事な美田に生まれ変わらせました。

また、風が吹くと猛烈に砂飛ぶ砂丘地に防砂林と

して黒松を植え、梨やブドウなどの果樹栽培の産地

に育て上げてきました。まさに開拓者、パイオニア

の気概に満ちた多くの先人たちの営みによって、天

王という地域は発展してきたのです。

時に自然というものは、今回の熊本地震でも痛感

させられたように、人間にとってはあまりにもむご

い仕打ちをしてくることがあります。地道に積み上

げてきたものを、自然の猛威によっていとも簡単に

覆されたり無にされたりしながらも、それでも負け

ない人々の英知と努力の積み重ねによって、今の天

王は創り上げられました。

天王中の生徒たちには、このような先人たちの努

力を積み重ねる粘り強さや過酷な自然にも立ち向か

う勇敢さ、生活を向上させたいと願う高い志などの

よきＤＮＡが受け継がれていると信じるのです。

ふるさと天王を愛し、母校天王中を誇りに思える

未来を担う人づくりをしたいと思う所以です。

「自律 「協同 「学び合い」教育目標 」 」
～スローガン～

自分はできる それを裏付ける努力をしよう

目指す生徒像

・ ）を自然に行徹底（あいさつと整理整頓

うことができる生徒自律

相手の気持ちを考え 善悪の判断で行動・ 、

できる生徒

いじめを「しない 「させない 「許さな・ 」 」

生徒協同 い」

・学級や学年の目標のために 生協力し合う

徒

よく見る、聞く、話す・教師や生徒を

生徒学び合い

・ に取り組む生徒家庭学習

１の１ 仲良く、協力、一生懸命

１の２ 輝く笑顔！～無敵の１年２組～

１の３ 心が伝わる 二十七人

１の４ 笑顔がたくさん1-４

みんなで協力チームワーク 進もう輝く未来へと

いつも元気な1年5組～アンコールを目指して～１の５

２の１ get the GLORY ～輝かしい未来へ～

２の２ 前進 ～みんなの力でGrade up～

～太陽よりも輝くストーリー～２の３ 笑顔革命

２の４ 百万一心 きずなが繋がる2年4組

３の１ 結晶 ～一つになって輝こう！～

３の２ 愛 ～あらゆるものに愛を～

３の３ 英姿颯爽 ～Heroes' Spirits～

３の４ 飛躍

３の５ 全力 ～チャレンジ～

＊どうですか。どれも真剣な話合いを経て決定した素晴らしい

学級目標です。この1年間で目標に向かってどんな成長を見せ

てくれるか楽しみです。

ＰＴＡ授業参観・総会

たくさんのご参加、ありがとうご

ざいました。間もなく一人一役の所

属も決まります。昨年以上のＰＴＡ

活動へのご理解とご協力をよろしく

（1の4 授業参観の様子→）お願いします
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＜優 勝＞ 【個人種目】
○剣道男子団体Ａ（全県大会出場） ○陸上競技男子個人
予選リーグ １位通過 ・共通1500m 第３位 五十嵐 駿
・天王４－１五城目 ・共通3000m 第２位 五十嵐 駿
・天王２－２羽城（本数勝ち）

○柔道男子個人決 勝：天王３－０八郎潟
・50kg級 第３位 登藤 広夢(県)
・55㎏級 第１位 川口 睦己(県)○柔道男子団体（全県大会出場）

・天王５－０羽城 ・60㎏級 第１位 三保 扇(県)
・天王５－０井川 ・60㎏級 第３位 木村 大翔(県)
・天王４－０五城目 ・66㎏級 第１位 有馬 雄生(県)

・73㎏級 第１位 渡部 智偉(県)
・81kg級 第１位 櫻庭 将太(県)○卓球男子団体（全県大会出場）

・天王３－０五城目 ・90㎏級 第１位 菅原 光輝(県)
・天王３－０羽城 ・90㎏級 第２位 横山 海斗(県)

○剣道男子団体Ｂ ○剣道男子個人
・天王３－１羽城 ・第１位 渡部 大翔
・天王３－０天王南 ・第２位 石黒 波

＜準優勝＞ ○剣道女子個人
・第１位 伊藤 涼奈○卓球女子団体（全県大会出場）

・天王３－１五城目
○卓球男子個人・天王３－１大潟

( )・天王０－３井川 ・第１位 真壁 駆斗 県
( )・第２位 加藤 慎太郎 県

( )○バレーボール女子（全県大会出場） ・第３位 菅原 康大 県
予選リーグ

○卓球女子個人・天王２－０五城目
( )・天王２－０羽城 ・第５位 藤原 果穂 県

( )決勝トーナメント ・第６位 戸田 真莉亜 県
・天王２－１天王南
・天王０－２大潟

○バスケットボール女子
・天王７０－６５天王南
・天王６７－６２羽城
決勝リーグ
・天王５５－３７五城目
・天王５９－８３井川

＜第３位＞
○バスケットボール男子
・天王６１－５２井川
・天王３８－６９羽城
・天王６９－５４八郎潟
・天王３７－５０五城目

○サッカー
・天王０－１羽城
・天王１－３天王南

＜第４位＞
○ソフトテニス女子団体
・天王０－３八郎潟
・天王０－３五城目
・天王０－３天王南

○野球：１回戦敗退
１年間よろしくお願いいたします。・天王０－７八郎潟

平 成 ２ ８ 年 度 市 郡 春 季 体 育 大 会 結 果

ＰＴＡ役員の方々を紹介します
役　職 氏　名 生徒名 学年・組

ＰＴＡ会長 伊藤　正人 七海 １－３
ＰＴＡ副会長 下田　勝伸 洋碧 ３－４

ＰＴＡ副会長 佐々木美奈子 みのり ３－２
ＰＴＡ副会長 米谷　幸江 翔 ２－２
ＰＴＡ副会長 船木　継雄 ほのか １－４
会計監査 小玉　英子 太陽 １－１
会計監査 柏崎　朋子 さやか １－２
会計監査 児玉　亜紀 遥菜 ３－３
会計監査 伊東　ゆき 葉月 １－１
１年部部長 菊地　有樹 萌乃果 １－２
１年部副部長 松橋　明子 宗大 １－３
２年部部長 藤原江梨子 千鶴 ２－２
２年部副部長 鈴木　亜紀 陽南 ２－３
３年部部長 湊　麻喜子 麻鈴 ３－１
３年部副部長 山片　久美 瞬 ３－３
文化部長 安田　卓也 愛梨 １－２
文化部副部長 木元　裕美 一颯 ２－４
環境厚生部長 小沼　  淳 卓人 ３－２
環境厚生部副部長 齊藤　  勉 駿 ３－１
地域活動部長 進藤　麻由 来夢 ３－４
地域活動部副部長 吉田　敏秋 太尊 ２－４


