
「冬芽」
とう が

校長 伊藤 一之

少しばかり時期が遅くなりましたが、皆さん、明けま

しておめでとうございます。穏やかな年末年始を過ごし

ながら正月気分に浸ったのも束の間、一転して厳しい寒

波が続いています。

さて、年末に１年部ＰТＡでは親子レクとして門松作

り、クリスマスリース作りをむつみ造

園土木様の全面的な協力を得て行いま

した。きっと各家庭では、親子で作成

したリースや門松が、いつもとは違う

年末年始を演出したことと思います。

左の写真は職員玄関に飾られた大きく

立派な門松です。１年部ＰＴＡからの

学校への素敵なプレゼントでした。き

っと今年は昨年以上に天王中にたくさ

んの幸福が訪れてくれるものと思いま

す。１年部ＰＴＡとむつみ造園土木様に感謝です。

さて、私事で恐縮ですが、この冬休み中に、冬場の恒

例の仕事をする時間をもつことができました。その一つ

が、裏山からキノコの榾木(ほだぎ）用に、山桜(なめこ

用 、コナラ（シイタケ用 、クルミ(ヒラタケ用）の木） ）

をチェーンソーで伐り出す仕事です。榾木としてはある

程度の太さの部分を使用するので、枝先は切り捨てられ

ます。しかし、よく見ると、その枝先には小さいけれど

も、春になれば芽を出し、花を付け、大きな葉を展開す

るであろう『冬芽』がびっしりついています。

右の写真はクルミの冬芽です

が、可愛い羊の顔のように見える

葉痕の上にはふさふさした毛にお

おわれた冬芽が付いています。ま

た、右下の山桜は花芽と葉芽が、

まるで寒さから身を守るかのよう

に何重もの堅い鱗片で覆われています。

やがて吹いてくるであろう温かな風を待

ちながら、何重にも重ね着をして厳しい

寒さに耐えているかのようです。

そんな自然の姿に、３年生の今を重ね

合わせてしまいました。じっと受験勉強

に耐え、やがて来る温かな南風を待ち、自分という花や

葉を開かせるために頑張っている３年生。寒風にさらさ

れ吹雪に揺らされながらも折れることなく、天に向かっ

。 、て力を蓄えている冬芽 耐える期間が長ければ長いほど

取り巻く環境が厳しければ厳しいほど、春の到来の喜び

は大きくはじけます。

、 。３年生全員にとって 間もなくその春がやってきます

必ず春はやってくることに確信をもって、最後の努力を

惜しまず続けてほしいと願います。１．２年生にとって

も今が頑張りどころ。進級の季節は、もうすぐそこまで

やってきています。

１月12日～14日まで2泊3日の日程

で、宮崎県都城市との交流事業が行

われ、本校からは生徒会役員３人と

加賀谷久志教諭が参加しました。

生徒会長 伊藤 輝さん

「驚いたことは学校の上履きがスリッパで、授業の始め

のチャイム時は黙想すること、学校にはストーブがなく

て秋田より寒いことが印象に残った 」。

副会長 三浦好未さん

「宮崎の方々は、とても明るく心の広い方々でした。ま

た、宮崎は秋田とはまた違う自然が豊かで、美しかった

です。とてもいい経験と思い出になりました 」。

副会長 湊 光来さん

「山田中の皆さんはとても温かく優しく接してくれまし

た。専門委員会では天中と違う話し合い方で進められて

いて、よい知識になりました 」。

４月に本校に入学予定の小学

校６年生の体験入学が１月19日

。 、に行われました ６年生は数学

英語、音楽、保健体育の授業を

体験したあとで、１年学年委員

からの学校生活に関わる説明を

真剣な眼差しで聴き入っていました。授業態度も話を聴

、 。く姿勢も大変立派で ４月の入学がたいへん楽しみです

来年度は86人が入学予定ですが、今年度より全校生徒数

では20人以上減少する予定です。

今年度は天王中学校創立から70年目の節目の1年でし

た。現在、準備委員会を立ち上げて来年度の記念事業の

大枠について話合いを進めているところです。今後様々

な事業が予定されることになりますが、生徒や学校はも

ちろん、保護者や地域の方々の全面協力も得ながら進め

ていきたいと考えています。なお、詳細が決まり次第、

保護者の皆様にも情報提供をしていきますので、何とぞ

御理解と御協力をよろしくお願いします。

◇ 平成29年10月27日(金）午後 記念式典

◇ 記念事業として「天中よさこい」の創作予定

◇ 記念品 「記念陶芸」を生徒個々で制作予定

◇ 記念講演 講師を交渉中
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生 徒 の 活 躍
＜第１回男鹿なまはげカップ柔道錬成大会＞
・柔道男子団体 優勝

＜潟南冬季バレーボール大会「松橋杯」＞
・２部 準優勝

＜第 1 2 回 潟 上 カ ッ プ 剣 道 大 会＞
・中学校１年男子の部

第１位 石川 雄太朗
第２位 久米 悠介

・中学校２年男子の部
第１位 渡部 大翔
第２位 牧野 匠真
第３位 木元 一颯

・最優秀選手賞 渡部 大翔

＜第12回潟上市バスケットボール大会＞
・男子Ａチーム 第３位
・女子 第３位

優秀選手賞 伊藤 輝

＜第30回男鹿・潟南学年別卓球大会＞
・１年男子 第２位 安保 和

第３位 湊 光来
・２年男子 第２位 松村 勇吹

第３位 真壁 駆斗
鈴木 怜音

＜第41回秋田県新人選抜剣道大会＞
・男子団体 優勝

＜アンサンブルコンテスト中央地区大会＞
・フルート３重奏 金賞(県大会出場)
・クラリネット５重奏 銀賞

＜アンサンブルコンテスト秋田県大会＞
・フルート３重奏 銅賞

＜潟上市・南秋田郡書き初め展＞
・半紙 金賞 七島 悠月
・半紙 銀賞 樽川 小春

生 徒 会 ラ イ ブ 会 議 1/18
本校初の取組である「生徒会ライブ会議」が行

われました。これは、全校生徒が一堂に会し、そ

の中で生徒会執行部と各学級委員長がテーマに基

づき意見交換をするものです。各学級の委員長か

らは、学級の生活や学習に関する改善点などにつ

いて意見が出されました。

イ ン フ ル エ ン ザ 流 行
本校では、インフルエンザＡ型が流行

し、これまで４クラスが学級閉鎖となっています。

インフルエンザの流行期間は、予防と拡大防止の

ために、集会時のマスクの着用を推奨します。

「手洗い」「せきエチケット」等をしっかりと行

い、自身の健康管理に努めてください。

インフルエンザの感染を防ぐポイント
・手洗い ・人混みを避ける
・マスク着用 ・休養
・せきエチケット ・栄養

認知症サポーター養成講座 1/24
潟上市地域包括支援

センター長の小野真由

子さんを講師として、

２年生を対象に、「認

知症サポーター研修」

を行いました。認知症

の方への適切な接し方

などについて、実演を

交えながら理解を深め

ました。

２ 月 の 行 事 予 定
1(水) 安全点検日 土曜塾
3(金) 学校保健委員会
4(土) 土曜塾
5(日) 日曜ＰＴＡ 全県一斉部活動休止日
6(月) 振替休業日(2/5 分)
7(火) 土曜塾
8(水) 公立高校前期選抜合格発表
9(木) チャレンジテスト(社)
10(金) 第３回学校評議員会 漢字検定③
11(土) 建国記念の日 土曜塾
12(日) 潟上市バレーボール大会
14(火) 土曜塾
16(木) 卒業・修了認定会 職員会議

部活動テスト休み(～ 20 日)
18(土) 土曜塾
19(日) 全県一斉部活動休止日
20(月) 土曜塾
21(火) １・２年後期期末テスト

３年実力テスト⑩
25(土) 土曜塾

ラビットカップサッカー大会
県強化競技力向上研修Ⅱ

26(日) 柔整旗柔道大会 男鹿市卓球大会
27(月) 特別支援教育校内委員会
28(火) 土曜塾


