
根っこを伸ばす
校長 伊藤 一之

先日、市郡総体が行われました。各部の活躍はも
とより、運動部に所属していない生徒の懸命の応援
も見事でした。来月の全県大会への切符を手にした
部もあれば、残念ながらこの夏で３年生が引退する

(結果の詳細は裏面に）ことになった部もありました。
しかし、その試合結果だけが部活動に取り組んだ

ことの意義ではないはずです。繰り返し練習して身
に付けた技と体力、苦しいことにも耐えて頑張り続
ける気力、仲間や先輩との活動から学んだ他人を思
いやることや礼儀の大切さなど、これからの人生に
とってかけがえのない経験や宝物を得たはずです。
人としての成長を考えた時、中学生時代はその基

盤をしっかりと培わねばならない時期です。３年間
一生懸命に何かに努力を積み重ねた人と、そうでな
い人では実に大きな差が出ることは自明の理です。
もしかすると、中学生にとって頭では分っていても
その重要性を自分のものとして自らの行動に結び付
けていくことは、まだ少々難しいことかもしれませ
ん。そこに気付かせてあげるのは教師であり親であ
るわれわれ大人の責任です。
６月はバラの花が美しい季節でした。庭に咲く芳

醇な香りのモダンローズに先立って咲くバラがあり
ます。天王の道端や荒れ地にたくさん自生している
「野いばら」です。わらび採りや草刈り時には厄介
者ですが、白い花は小ぶりでこぼれる程の房咲きと

、 。 、なり 見事な芳香を放ちます 秋には赤い実を付け
リースの材料にもなります。じつは、この野いばら
の根が、市販されているバラ苗の台木になっている
のです。生育力が旺盛であるため、野いばらを台木
として様々なバラを接ぎ木しているのだそうです。
また、家庭菜園などでキュウリを栽培する際に、

収量も多く丈夫という理由で接ぎ木苗が好んで栽培
されますが、これも生育旺盛なかぼちゃの台木にキ
ュウリを接ぎ木するのだそうです。
話が脇道にそれてしまいましたが、植物が成長す

、 。るためには 根の働きが重要であるというわけです
人間を植物と比較するのははなはだ失礼ではありま
すが、人間も生きるための「根っこ」を太く、深く
伸ばす必要があることは言うまでもありません。
それでは、中学生にとっての健全で丈夫な根っこ

とは何でしょうか 天中生にとっての根っこは 自。 、「
」 「 」 、分を律する力 であり 仲間を思いやる力 であり

「 」 。 「 」学び合い高め合う力 であります まさに 自律
「協同 「学び合い」の教育目標がそれに当たりま」
す。３年間で未来を生きぬくための基盤となる力＝
根っこを確かに伸ばしてほしいと願っています。学
校の存在意義は、子どもの根っこを太く、深く伸ば
してこそと常に肝に銘じています。

前日の雷雨により朝方は

グラウンドのあちこちが水

浸しの悪コンディション。

急きょＰＴＡ会員にもグラ

ウンド整備作業の協力をお

願いして開催にこぎつけま

した。全校生徒の熱い頑張りが天気も味方につけて、最後は絶

好のコンディションに。色別対抗選手リレーでは４組が勝利し

てフィナーレ。天中生の「疾風迅雷」のテーマのごとく輝く姿

をご覧いただくことができました。

すでにご案内の

とおり、７月５日、

本校を会場に京都フ

ィルハーモニー室内

合奏団によるクラシ

ックコンサートが行

われます。これは文

化庁による事業に応

募したところ、見事ワークショップの様子↑

当選となり本校での実施が実現するものです。本物の音楽をじ

かに聞くことのできる貴重な機会ととらえています。それに先

立ち、６名の団員が来校し吹奏楽部とのワークショップを行い

ました。当日は吹奏楽部との共演や天王中学校区内３校の校歌

も披露される予定です。保護者の皆様もぜひおいでください。

(八戸学院大４年）本校の卒業生である今井尚也さん

が３週間の教育実習をしています。イケメン

のサッカー青年で、保健体育の教員を目指し

て子どもたちと一生懸命汗を流しています。実習は来週で終了

しますが、今井さんの今後の活躍にエールを送ります。

今年度の学校経営の方針や学

力向上対策について説明し、話

合いを行いました。また、今年

度から評議員会のメンバーにス

クールカウンセラーや養護教諭

を加えて 「いじめ・不登校対策、

委員会」を同時に開催し、本校

のいじめ防止策や不登校対策の

取組についても説明し、ご意見

をいただきました。
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平成２８年６月２２日（水）

№４

潟上市立天王中学校

６/５ 体育祭

６/８ 京都フィルワークショップ

６/１３～ 教育実習中
今井 尚也さん

６/１７ 第１回学校評議員会

今年度の学校評議員

さん安田 次男
さん櫻庭 美幸
さん金子せい子
さん安田 宝悦
さん佐々木美奈子

よろしくお願いいたします



男子団体 優勝（県大会出場）□柔道

個人

・50kg級 登藤 広夢第３位

・55㎏級 川口 睦己(県)第１位

・60㎏級 三保 扇(県)第１位

・60㎏級 木村 大翔(県)第２位

・60㎏級 鈴木 陽南第３位

・66㎏級 有馬 雄生(県)第１位

・73㎏級 渡部 智偉(県)第１位

・81kg級 櫻庭 将太(県)第２位

・90㎏級 菅原 光輝(県)第１位

・90㎏級 横山 海斗(県)第２位

男子団体 優勝（県大会出場）□剣道

渡部 大翔(県)男子個人 第１位

菅原 巧真(県)第２位

伊藤 涼奈(県)女子個人 第１位

男子団体 優勝（県大会出場）□卓球

真壁 駆斗(県)男子個人 第１位

加藤慎太郎(県)第３位

女子団体 準優勝（県大会出場）

藤原 果穂(県)女子個人 第３位

□バスケットボール

男子 第５位

女子 準優勝（県大会出場）

準優勝（県大会出場）□バレーボール女子

第３位□サッカー

女子団体 第３位□ソフトテニス

１回戦敗退□野球

□陸上競技

男子2･3年1500m 五十嵐 駿(県)第４位

男子共通3000m 五十嵐 駿(県)第３位

□水泳

男子100m背泳ぎ 加賀谷 篤(県)第１位

加賀谷 篤(県)男子200m個人メドレー 第１位

男子100m平泳ぎ 安田 晃介(県)第１位

男子200m平泳ぎ 安田 晃介(県)第１位

市郡総合体育大会結果 ７ 月 の 行 事 予 定

秋田県中学校春季体操競技大会□
ゆか競技 菊地 愛華第３位
総合 菊地 愛華第６位

◇第33回北日本少年少女レスリング大会
中学男子の部59㎏級 遠間 航陽第３位

◇第６回巻キッズレスリング大会
軽中量級 大関 寛穂第３位
軽量級 吉田 天斗第３位

◇第50回秋田県珠算競技大会
個人総合競技 佐藤 唯月優 勝

フラッシュ暗算競技 佐藤 唯月優 勝
読上算競技 大場文弓華優 勝

◇第24回羽城中学校招待剣道大会
牧野 匠真優秀選手賞
準優勝◇第14回天王招待中学校剣道大会

◇岩城マリンカップ男子バスケットボール大会
優 勝

鈴木 要成最優秀選手賞

生 徒 の 活 躍

1(金) 新入生情報交換会(6 校時)
3(日) 全県一斉部活動休止日
5(火) 吹奏楽部激励会

京都フィルコンサート(午後)
6(水) 東湖八坂神社祭典宵宮

中学生ホームステイ体験学習説明会②

7(木) チャレンジテスト(理)
松陵テーマ学習⑥
東湖八坂神社祭典

8(金) 3 年実力テスト② 漢字検定①
9(土) 数学検定①

全日本吹奏楽コンクール中央地区大会10(日)
11(月) 職員会議
12(火) インターナショナルデー
13(水) 授業参観(6 校時)

学年・学級ＰＴＡ
14(木) 松陵テーマ学習⑦
15(金) きずな集会 県中総体激励会

都城市立山田中学校との交流
16(土) 県中総体(～ 18 日)
18(月) 海の日
20(水) 市教育委員会学校訪問
21(木) チャレンジテスト(社会)
22(金) 前期前半終了 全校集会

専門委員会 木曜授業
23(土) 全日本通信陸上大会(～ 24 日)
25(月) 夏季休業(～ 8/23)

家庭訪問・三者面談(～ 29 日)
29(金) 中学生海外ホームステイ(～ 8/5)


