
修了おめでとう

改めて自律について
校長 伊藤 一之

３月９日に３年生１１２名が天王中学校を立派に巣立

っていきました。卒業生それぞれが、自ら進む学校は違

っても、天王中学校で学んだことを基に、自分の夢の実

現に向かって活躍することを祈念したいと思います。

３年生のいなくなった学校は、急に屋台骨を抜かれた

ようです。しかし、２年生は天王中の最上級生として、

１年生も間もなく後輩を迎える上級生としての生活が始

まりました。自分たちが置かれた状況を客観的にしっか

りと見つめ、苦しい現実や待ち構える大きな壁から目を

そらすことなく、先を見据えて今日という一日を大切に

過ごしてほしいと思います。

さて、先日の卒業式で、卒業生に話したことの一つを

紹介します。それは、学校教育目標の「自律」というこ

とについてです。

……自らを律する「自律」。「律」というのは規範やルールと
いう意味です。自らの規範やルールを自分の内面にもち、それ
に従って判断し、行動するという状態のことを自律と言います。
自分の律をもつためには、自らの価値基準や信条、理念が必
要になるのは当然のことです。
困っている人がいたら誰の指図を受けなくても自らの判断で

自分ができることをしてあげる。他人に見られていようがいまい
が、自らの正しい価値基準に基づいて行動する。自分はどうい
う人間になりたいのか、どのような信条に基づいて行動していく
のか、正しい律をもった人間に成長してほしいと切に願います。そ
して、素直な心をもち、物事を真正面から見据え、生きることの
本質的な意味を見出していくことができるならば、人生の最大の
宝である「人からの信頼」を得ることができるでしょう。自律は皆さ
んへの信頼につながるのです。(卒業式の式辞から抜粋）

先日、職員室前の公衆電話近くに掲示していた生徒
真に対して、画鋲でのいたずらがありました。とても写

残念なことです。すぐに全校集会を開いて、河村直子生

徒指導主事から注意を喚起しました 「信頼していた皆。

さんの誰かによって、このような卑劣ないたずらがされ

たことは、残念でならない。やってしまったことを反省

し、今後、絶対に同じようなことがないようにしてほし

い。君たちを信頼しているから……」と全校に呼びかけ

ました。

誰かに見られているからやらない、見られていなけれ

ばいいだろう、という考え方は、大変悲しい考え方であ

り、危険な考え方でもあり

ます。式辞で述べたことよ

りも、相手を傷つけるとい

う意味で、今回のいたずら

、 。は 誠に残念な事案でした

昨年本校に赴任して以来、

この種のいたずらがほとん

どなかったことは、天中生

のよいところだと思っていただけになおさらです。

自分を律する「自律」した生徒を育成するという学校

教育目標の実現に向けても、人間的な成長を促す教育活

動を、今後とも継続・強化していきたいと考えます。

春は別れと出会いの季節です。始まりがあれば、必ず

終わりを迎える。これも人の世の常であります。３年生

、 。が去った後に 間もなく新しく１年生が入学してきます

教職員の人事異動もあり、顔ぶれも変わっていくことと

思います。天王中７０年目に幕を閉じ、７１年目の新た

な歴史の１ページが始まります。

今年度、決して十分ではありませんでしたが、教職員

一同、精一杯子どもたちの成長のために、一枚岩となっ

て教育活動に当たってまいりまし

た。これまで保護者の皆様方からい

ただいた御理解と御協力に対し、心

から感謝申し上げるとともに、来年

度も変わらぬ御支援を賜りますよう

に心からお願い申し上げます。

３年生が入試を終えた翌８日、

１・２年生の学年委員が中心になっ

て送る会が行われました。部活動や

前担任からのメッセージや歌、出し

物が行われ、３年生も終始笑顔のひ

と時を過ごすことができました。こ

の学校のバトンが、いよいよ２年生

に渡された瞬間でもありました。

家庭科の授業では毎時間たくさん

のボランティアさんが授業の支援を

してくださいました。おかげで、充

実した学習を行うことができ、見事

な作品を仕上げた子どもの表情には

満足感があふれていました。そんな

、「 」 、様子からは オール天王 で子どもを育てたいという思いが

具現化されつつあるとの実感を得ています。今後も様々な分野

で、地域の力を学校運営や子どもの教育のためにますます取り

入れていきたいと考えています。

1976年モントリオールオリンピックのレスリング競技の銅メダ

リストである菅原弥三郎先生が、今年度を最後に学校運営相談員を

御退職なさることとなり、13日にお別れ

の集会を開催しました。実物のメダルを

見せていただき 「夢を叶えるために大、

切なこと」と題し、努力を重ねることの

大切さについてお話をいただきました。
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潟上市立天王中学校

地域の方々の支援に感謝
～学校支援地域本部事業～

心のこもった３年生を送る会

お疲れ様でした菅原弥三郎先生



生 徒 の 活 躍

＜第24回畑澤實杯中学生選抜剣道大会＞
・男子団体 第３位

＜第 1 1 回 潟 上 市 柔 道 大 会＞
・男子団体 優 勝

＜第 1 5 回 東 北 春 季 柔 道 大 会＞
・男子団体 準優勝

＜第12回かたがみカップバスケットボール大会＞
・バスケット女子 優 勝

＜第34回小林大二郎旗杯争奪剣道大会＞
・男子団体 第３位

＜潟上市地域活動「チャレンジカード」努力賞＞
・１年生 湊 光来 鈴木 凜夢

永井 星蓮 渡部 明夢
・２年生 五十嵐 駿 大場 彩加

齊藤 光 西方 未来
・３年生 三浦 香花

都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会出場
（埼玉・東京、3/28～3/30）

２年 沼田 舞愛、１年 鎌田 真凜

Ｐ Ｔ Ａ 早 朝 奉 仕 作 業 3/4
小雨の降る肌寒い天気でしたが、４０名

程の保護者の方々に参加していただき、今
年度２回目の早朝奉仕作業を行いました。
教室や玄関などの窓拭きを手分けして行

い、作業は１時間程で終了しました。お陰
で校舎はすっかりきれいになり、清々しい
気持ちで卒業式を迎えることができました。
これまでのＰＴＡ環境厚生部への御協力

に感謝申し上げます。

Ｈ ２ ９ 年 度 の 主 な 行 事 予 定
５月 9日(火) ３年修学旅行(～11日)

11日(木) ２年観劇(わらび座)
25日(木) 前期中間テスト

６月 4日(日) 体育祭(予備日：7日(水))
17日(土) 市郡総合体育大会(～18日)

７月 8日(土) 吹奏楽中央地区大会
12日(水) 学年・学級ＰＴＡ
15日(土) 県総合体育大会(～17日)
24日(月) 夏季休業(～8/23)

８月 2日(水) 吹奏楽県大会
25日(金) 前期期末テスト

９月 2日(土) 天中祭(一般公開)
16日(土) 市郡秋季体育大会(～17日)

10月 12日(木) １年宿泊学習(～13日)
27日(金) 天王中創立70周年記念式典

11月 13日(月) ３年三者面談(～17日)
24日(金) ３年後期中間テスト

12月 1日(金) １・２年後期中間テスト
12日(火) １・２年三者面談(～19日)

２月 14日(水) 学年・学級ＰＴＡ
20日(火) 後期期末テスト

３月 6日(火) 公立高校一般選抜学力検査
8日(木) 第71回卒業証書授与式

今回で71回目を迎える本校入学式を次の
とおり行います。男子37名、女子49名、計
86名の新入生を迎え、全校生徒が、男子14
7名、女子141名、計288名となります。
今後とも、生徒たちを温かい目で見守り、

御支援と御協力をお願いいたします。
○日時:４月６日(木) 午前10時～11時
○会場:本校体育館

４ 月 の 行 事 予 定

1(土) 東北選抜卓球大会(一関 ,～２日 )
2(日) 全県一斉部活動休止日
3(月) 春季休業(～４日)
5(水) 新任式 始業式 入学式準備

※給食開始
6(木) 第 71 回入学式
7(金) 自転車点検(２・３年)集会指導
10(月) １年知能検査 １年自転車点検

交通安全教室
11(火) 身体計測・視力検査(全校)

聴力検査(１・３年)
生徒会・部活動ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

12(水) ３校時で下校（給食あり）
13(木) 学力検査（全校）
14(金) 松陵学習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
16(日) 全県一斉部活動休止日
17(月) 生徒会任命式 専門委員会
18(火) 全国学力・学習状況調査

内科検診(１・２年)
19(水) 職員会議
20(木) 授業参観 ＰＴＡ総会
21(金) 松陵学習
22(土) 市郡春季体育大会１日目
23(日) 市郡春季体育大会２日目
24(月) 振替休業日(4/22 分)
25(火) 振替休業日(4/23 分)
26(水) きずな集会 学級討議
27(木) 尿検査Ⅰ 内科検診(２・３年)

保護者・コーチと語る会
28(金) 松陵学習 専門委員会
29(土) 昭和の日


