
可能性は infinity 無限大
校長 伊藤 一之

みなさんおはようございます。まずは皆さん大きな事

故もなく夏休みを過ごすことができて、大変よかったと

思います。

今年の夏休みは例年になく暑い日が続き、加えてリオ

五輪の観戦等で毎日寝不足になった人も多かったのでは

ないでしょうか。日本選手団の大活躍、本当に素晴らし

かったですね。お家芸復活を印象付けた柔道、内村選手

の大逆転での個人総合２連覇、昨年のケガから復活を遂

げた水泳の萩野選手、卓球では男女ともに団体でのメダ

ル獲得、バドミントンの高松ペアの日本初の金メダル、

レスリングの金メダルラッシュ等、枚挙に暇がないほど

の見事な大躍進でした。しかも、土壇場での大逆転勝利

が続き、４年後の東京オリンピックでの更なる飛躍への

期待は膨らむばかりです。

その中で、秋田県から出場した３選手のうち、男子マ

ラソンに出場した、佐々木悟選手について触れたいと思

います。

大仙市出身の佐々木選手は、中学時代はソフトテニス

の選手だったそうです。中３の時にたまたま出場した駅

、 、伝大会で優勝して 陸上の世界に飛び込むことを決意し

その後、駅伝の名門、秋田工業高等学校、大東文化大学

と進み、高校駅伝や箱根駅伝での経験をベースに、３０

歳の今年、ついにオリンピック日本代表に選ばれたので

した。結果は１６位でしたが、日本選手最上位の力走に

は惜しみない拍手が送られていました。

天王中学校のみなさんもこの夏、柔道、剣道、卓球、

体操で東北大会に出場し、有馬雄生君の個人優勝を筆頭

に、大活躍の夏でした。柔道部はその後の全国大会では

力及ばす、残念ながら初戦で敗退したものの、これまで

の頑張りには大きな拍手を送りたいと思います。

先ほどの佐々木選手の例のように、中学時代にソフト

テニスの選手がマラソンでオリンピックに出場というこ

とから、皆さんも限りない可能性を秘めているものと思

います。可能性は infinity 無限大です。

しかし、佐々木選手が簡単にオリンピックに出場でき

たわけではないことは、容易に想像できます。大事なの

志を高く掲げ続けは、まず陸上に挑戦するという自らの

たこと 人一倍の、二つ目にはその志を実現させるために

だと思います。努力を重ねたこと

３年生は、自分の進路達成という志を掲げ、人一倍の

努力を重ねる時期がやってきました。１・２年生も３年

生から部活動や生徒会活動のバトンを受け継ぎ、天王中

学校のリーダーとしての役割を果たす時がやってきまし

た。

まずは今週末に迫った天中祭で、一人一人がしっかり

と責任を果たして準備を進め、来校者に喜んでもらえる

ような文化祭を作り上げていきましょう。可能性は無限

(前期後半開始の集会での話の骨子から）大です。

←報告会の様子から

７月29日から８月５日ま

での８日間にわたり、オー

ストラリアへのホームステ

イに潟上市内の２年生12名

が参加しました。この潟上

市中学生ホームステイ体験

事業は、潟上市が主催し、参加募集や選考を行い旅費の一部を

補助して行っているものです。８月16日には、参加生徒やその

保護者及び関係者が参加して報告会が行われ、本校からは２年

生の藤原千鶴さん、鎌田侑那さん、鈴木こはるさん、三浦好未

さんの４名がホームステイでの様子を報告しました。

英語で潟上市の特徴を紹介したり、感想や自分のテーマにつ

いて学んだことを堂々と発表したり等、外国の異文化に触れ、

日本のよさを再認識する貴重な機会となりました。

ソフトテニス部1年生11名が盆踊りに参加し、しなやかな踊

りで敢闘賞を、ヤートセ演舞

の部では、松陵学習のよさこ

、いチームの有志14名が出場し

これも見事に審査員特別賞を

受賞しました。地域の皆様に

支えられての受賞でした。

今学校は、天中祭に向けた準備が大詰めを迎え、朝や放課後

には子どもたちの合唱練習の歌声があちこちから聞かれるな

ど、心地よい空間となっています。

教科や学級新聞等の展示、松陵学習の成

果の発表は例年以上に充実しています。ま

た、ＰＴＡによる模擬店や「おやじの会」

による屋台も初登場、昨年度大好評を博し

たゲリラライブもお聴き逃しなく。バザー

では新鮮野菜の即売もあります。

また、午後のメイン・イベントの合唱コ

ンクール・全校合唱は聞きごたえ抜群で

す。御家族の皆様での御来校を心からお待

ちしております。
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潟上市立天王中学校

グラウンド草刈作業～ありがとうございました ～

８/６(土）、PTA環境厚生部員がグラウンドの草刈作業を行いました。予定された

参加者が集まらなかったのは少々残念でしたが、早朝より大変暑い中、２０名あまり

の参加でグラウンドの草刈を中心に汗を流しました。おかげで夏休み中はすっきりし

た環境で過ごすことができました。来年度に向けて、時期や時間帯、やり方なども

再検討しながらより多くの方々に参加していただけるよう進めてまいりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。

8/16 オーストラリアホームステイ報告会

8/27・28 天王グリーンランド祭りで天中生大活躍



東 北 中 学 校 体 育 大 会
柔道 男子団体 ベスト８□

・55㎏級 川口 睦己第３位
・60㎏級 三保 扇第２位
・66㎏級 有馬 雄生第１位
・81kg級 櫻庭 将太第５位

□ 予選リーグ敗退剣道 男子団体
・天王０－０木造（青森）
・天王１－２一戸（岩手）

伊藤 涼奈女子個人
２回戦敗退

□ 真壁 駆斗卓球 男子個人
１回戦敗退

体操女子個人□ 総合第18位 菊地 愛華
(平均台9位、ゆか11位、段違い平行棒26位、跳馬28位）

全 国 中 学 校 体 育 大 会
□ 予選リーグ敗退柔道 男子団体

・天王１－４宮崎日大（宮崎）
・天王２－３箕島（和歌山）

・55㎏級 川口 睦己 １回戦敗退
・81kg級 櫻庭 将太 １回戦敗退

〇男鹿・潟上・南秋柔道大会 優勝

（中学生の部）〇第44回東北七県珠算競技大会
・個人総合競技 佐藤 唯月優秀賞
・読上算競技 佐藤 唯月第２位

〇第32回秋田県少年少女レスリング選手権大会
・51㎏級 大関 寛穂第１位
・55㎏級 遠間 航陽第２位
・80㎏級 梅田 海星第１位

〇潟上・南秋英語暗唱弁論大会
・スキットの部 伊藤あかり,三浦青葉,三浦萌花第１位
・暗唱の部 鎌田 侑那第３位
・弁論の部 石川 結梨第２位

ご声援・ご支援、ありがとうございました。

各 種 大 会 の 結 果

ス タ ー ト「 土 曜 塾 」
潟上市で実施している「土曜塾」が８月から

スタートし、夏休み中、本校では390名余りの

生徒が参加して学習に励みました。

９月以降も、土曜日及び平日に学習の機会を

設定し、学習支援員が生徒の自主学習を支援し

ます。積極的に活用して、学力向上や学習習慣

の定着に結び付くことを期待しています。

1(木) チャレンジテスト（国）

松陵テーマ学習⑨

脊柱側弯症検査（2年）

2(金) 天中祭（校内）

男鹿工業体験入学

3(土) 天中祭（一般公開）

4(日) 全県一斉部活動休止日

5(月) 振替休業日（9/3 分）

6(火) ３年実力テスト④

朝のあいさつ運動

7(水) 市郡教科外研究会 木曜授業

8(木) 松陵テーマ学習⑩ 水曜授業

14(水) 教科等訪問

15(木) チャレンジテスト（数）

17(土) 秋季大会１日目

18(日) 秋季大会２日目

部活動テスト休み（～ 22 日）

19(月) 敬老の日

20(火) 振替休業日（9/17 分）

21(水) きずな集会

前期期末テスト（3年）

22(木) 秋分の日

23(金) 前期期末テスト（1･2 年）

金足農業高校体験入学

26(月) 職員会議

衣替え移行期間（～ 30 日）

27(火) 明桜高校オープンスクール

28(水) なべっこ遠足（2年）

29(木) 思春期講座（3 年）

30(金) 保護者・コーチと語る会

９ 月 の 行 事 予 定

不 審 者 に 注 意

夏休み中、県内各地で、不審者

による声かけや痴漢被害が発生し

ました。不審者に遭遇したり痴漢被害等

被害者の心のケに遭ったりした場合は、

ア及び再発防止 必ず警察、学のために、

お願いします。校にお知らせくださるよう


