
「夢への挑戦の続きは2017年へ」
校長 伊藤 一之

新学年となって迎えた平成28年度も間もなく後期前半

が終了となり、今年度の四分の三が過ぎたことになりま

す。自分の夢の実現に向けて頑張ってきた毎日。それぞ

れが確かな足跡を残して2016年がまもなく暮れようとし

。 。ています ４月からのあゆみを簡単に振り返ってみます

４月６日、17人の新しい教職員を迎え、平成28年度が

始まりました。７日には107人の新入生が晴れて天中生

となり、全校生徒数316人でスタートしました。

５月12日、いくつかのハプニングもありましたが、３

年生は見事なまでの集団行動で３日間の修学旅行を締め

くくりました。

６月５日、はつらつとした天中生の姿を地域の方々に

見ていただくことができた体育祭。観るものに元気を与

えてくれました。

７月５日、生の演奏に触れ本物のもつ力を感じること

ができた京都フィルハーモニーの演奏会。12日、ネイテ

ィブな英語に触れたインターナショナルデー。杉本亜沙

美教諭にご令嬢誕生という嬉しいニュースが重なりまし

た。全県総体では柔道男子団体が26年ぶりの優勝を果た

し、学校も地域も天中生の活躍に沸きました。

８月28日、メダルラッシュに沸いたリオ五輪の余韻の

中、天王グリーンランド祭りに松陵学習のよさこいチー

ムが出場し審査員特別賞を受賞。地域に天王中をアピー

ルすることができました。

９月３日の天中祭、生徒のステージ発表や合唱コンク

ールも感動的でしたが、天中祭に初登場のおやじの会の

存在感に圧倒されました。

10月25・26日、JOCオリンピック教室開催。２年生限

定のスペシャル授業。鶴ちゃんこと、講師の鶴岡剣太郎

氏(スノーボーダー）と一緒に体を動かしたり、オリン

ピックの意義について学習したりと、一流のアスリート

に身近に接する貴重な機会でした。この月、２年生はキ

ャリア・スタート・ウイークで４日間の職場体験を実施

し、働くことについて深く考えました。

11月９日、藤原一成さんのキャリア教育講演会は、ふ

るさとと夢について先輩から学ぶ機会となりました。ま

た、秋季全県大会での柔道団体の２連覇をはじめ、剣道

団体、女バス等、出場した各部とも「天中」の存在感を

全県にアピールすることができました。

12月14日、さかもと動物病院の坂本尚志院長による命

の教室を開催しました。たった一つしかない命を大切に

することと、坂本さん自身の生き方に大きな感銘を受け

た講演会でした。

さて、忙しいことを「盆も正月もない」などとたとえ

ますが、いよいよ３年生にとってはのんびりと正月気分

に浸る気にもなれない正念場の時期となりました。

2017年も自分の夢の実現に向けたあゆみは続いていき

ます。夢をあきらめてしまったり、その実現に向けた頑

張りを止めてしまっては、いくら実現できそうなことで

あっても、その喜びを味わうことはできません。

みんなに平等に与えられた一日24時間という時間を上

手に使い、時には孤独に耐えて我慢を重ね、時には自分

の頑張りに小さなガッツポーズを作り、遠くを見据えて

一日一日を歩んでほしいと思います。

自分の立ち位置に一点を取り、そこからできるだけ離

れたところにもう一点を取って定規を当ててみてくださ

い。一本の真っ直ぐな直線が引かれるはずです。離れた

点を自分の夢として、その引かれた直線から大きくそれ

ないような毎日を送っていくならば、きっと着実に自分

の夢に近づいていけるはずです。もし二点目までの距離

が極めて近いと、つまり目標とする二点目があまりにも

近すぎると、足元ばかり見つめてしまって、本当に行き

たい方向が分からなくなってしまうことがあります。

余談になりますが、私は学生時代から山登りをするよ

うになりました。一度、吹雪の八甲田山で道を見失って

しまい、山小屋の周辺をさ迷ったことがありました。正

直焦りました。吹雪のために足元ばかりを見て歩いてい

たため、現在地や目的地を見失い、円を描くように同じ

ところをさ迷い歩くという現象でした。山岳用語で「リ

ングワンダリング」といいます。その時は、冷静になっ

てもう一度山小屋に戻り、つまり自分の現

在地をしっかりと確認した上で、行くべき

方向をコンパス(方位磁石）で確かめ、歩く

時もコンパスから目を離さないで行動する

ことで無事に下山することができました。

生徒の皆さんには、私のようにリングワンダリングな

どして同じところを彷徨しないように、現在の立ち位置

と向かうべき方向をしっかりと見据えて、吹雪でも目を

そらさず歩んでほしいのです。

2017年はもうすぐそこまでやってきています。皆さん

の夢への挑戦の続きは、来る2017年に続いていきます。

皆様、よいお年をお迎えください。

11月30日、五城目第一中学校で行われた

市・郡中学校体育連盟理事会の席上で、今

年度、柔道部を全県優勝、東北・全国大会

出場に導いた功績が認められ、森川監督が

指導者賞を受賞し、舘岡和人中体連会長(前

校長）から表彰状をいただきました。

また、同時に

裏面掲載の柔道

部員8名も栄光賞

。を受賞しました

今後のさらなる

活躍が期待され

ます。おめでと

。うございました
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潟上市立天王中学校

柔道部・栄光賞、森川教諭・指導者賞受賞



生 徒 等 の 活 躍

＜潟上市・南秋田郡中学校体育連盟＞
○栄光賞
柔道 有馬 雄生 櫻庭 将太

三保 扇 川口 睦己
菅原 光輝 渡部 智偉
横山 海斗 木村 大翔

○指導者賞 柔道 森川 廣光

＜秋田県バスケットボール協会＞
・優秀選手奨励賞 近藤 月華

＜東北ジュニア体操競技選手権大会＞
・平均台 第４位 菊地 愛華

＜岩城ウインターカップバスケット大会＞
・バスケット男子 準優勝

＜｢社会を明るくする運動｣作文コンテスト＞
・優秀賞 伊藤あかり

西方 未来

畠山未来菜

＜第57回秋田県児童生徒美術展＞
・優良賞 矢萩 陽斗 真壁 葵

古仲 里好 鈴木 雅威

・佳 作 柏﨑 慎嗣 鈴木龍太郎
髙橋 未来 五十嵐 駿
齊藤 光 鎌田 大輝
下田 洋碧 吉田 太尊
菊地 紗彩

◎優良賞の４名の作品は、1/6(金)～1/10(火)
の期間、県立美術館に展示されますのでご
覧ください。

キャリア教育講演会12/14

さかもと動物病院長 坂本
尚志先生から、飼い主に捨て
られた動物を殺処分する過酷
な体験や事故で片足を失い絶
望に陥った自身の体験を交え、
命の大切さについて、心に響
くお話をしていただきました。

都城市との中学生交流事業(１／１２～１／１４)
昨年度に引き続き、

宮崎県都城市との中

学生交流事業が実施

されます。これは、

石川理紀之介の農村

指導の縁で結ばれた

都城市山田町地区との交流の一

環として行われるもので、潟上

市内３校の中学生、計９名が参

加します。本校からは、次の３

名の生徒と職員が参加します。

生徒会長 伊藤 輝

生徒会副会長 三浦 好未

生徒会副会長 湊 光来

生徒会担当 加賀谷久志

このことわざの由

来には２つの説があ

るそうですが、その

一つは、戦国時代最

高の戦略家として名

高い毛利元就（もとなり）のこ

とばと言われます。

毛利元就は、何事も最初が肝

心であるということを言ってい

るのです。年が改まって気持ち

も新しくなっている時は、よい

スタートを切るにはもってこい

の時です。

一年のよいスタートを切るこ

とを願っています。

一年の計は元旦にあり

１ 月 の 行 事 予 定
1(日) 元日
2(月) 振替休日
3(火) 年始休日
5(木) ３年実力テスト⑧
7(土) 市郡冬季バレーボール大会
9(月) 成人の日
10(火) １･２年課題点検日 土曜塾
11(水) 職員会議 市教職員研修会

天王中学校区三校連携協議会
12(木) 都城市訪問(～ 14 日) 土曜塾
13(金) 土曜塾
14(土) 県卓球強化練習会 土曜塾

全県冬季バレーボール大会(～ 15 日)
15(日) 全県一斉部活動休止日
16(月) 後期後半開始 3 年実力テスト⑨

１･２年課題テスト
17(火) Ⅱ期②時間割開始

３年三者面談(～ 20 日) 土曜塾
18(水) 木曜授業 生徒会ライブ会議
19(木) 水曜授業 小学生体験入学

入学準備保護者説明会
20(金) 英語検定③
21(土) 土曜塾
22(日) 潟上市バスケットボール大会
24(火) 認知症サポーター養成講座(2 年)

進路指導委員会④ 土曜塾
25(水) きずな集会 生徒会専門委員会
26(木) チャレンジテスト(理科)
27(金) 第３回創立 70 周年準備委員会
28(土) 土曜塾
30(月) 土曜塾
31(火) 公立高校前期選抜学力検査

( )思春期講座 １年


