
置いた場所で咲きたい

校長 伊藤 一之

少々以前の話になりますが、平成28年度末の人事

異動により天王中から転出された先生方の送別会

で、次のような話をしました。

「皆さんとの別れは寂しいけれど、転任先の学校で

は新しい仲間や子どもたちが待っている。そこで皆

さんがもっている力を存分に発揮し、置かれた場所

で花を咲かせてほしい」と。

毎年、年度末に行われる教職員の人事異動。本校

では44名の職員の内、今年度、12名の新しい職員を

天王中の仲間として迎えました。30年以上の経験を

もつ大ベテランから、新採用として教員人生をスタ

ートさせた若手まで、これまでの経験や年数、勤務

校等に様々な違いはあれども、少なくてもこれから

１年間は天王中学校の子どもたちのためにスクラム

を組む「 」の仲間です。44名全員が、チーム天王中

それぞれに与えられたポジションで、子どもたちの

成長を支えるために最大限の力を発揮していくこと

をお約束します。

17日には生徒会役員任命式を行いました。今年度

の生徒会役員や学級委員、各専門委員会所属が決定

しました。子どもたちには 「自分の意にそぐわな、

決まい委員会に所属した人もいるかもしれないが、

ほしい。あなたの置かった委員会で精一杯頑張って

れた環境(場所)で、力を尽くすことが大切だ 「3。」

＋3＋3は９にしかならないが、3×3×3は27にもな

る。互いが協力することで力は大きくなるし成果も

出る。数学の『積』のように いこ天王中は掛け算で

。」 。 、う と話しました 今年度も生徒活動 が(生徒会活動）

本校教育を着実に前進させる原動力としての役割を

果たしていくことを期待したいのです。

(前ノートルダム聖心女さて、数年前に渡辺和子さん

の著書『置か子大学理事長、昨年12月30日に89歳で逝去）

れた場所で咲きなさい』には、多くの共感が寄せら

れベストセラーとなり、置かれた場所での咲き方が

あることに、読後に私も意を強くしました。本来、

私たちの身の置き場所や生き方自体は自分自身で決

定していくべきものですが、人生は思い通りにいか

ないことも多い訳で、そんな時でもまずは自分なり

に頑張ってみたり、周りと協力したりすることで活

路を見いだせる場合もあることでしょう。それでも

うまくいかない時は、そっと誰かに弱音を吐けるよ

うな優しさと頼りがいのある天王中にしたいもので

す。離任された先生方や生徒には 「置かれた場所、

自ら身をで咲きなさい」とは言ったものの、本音は

と思うのです。「置いた場所で咲きたい」

「自律 「協同 「学び合い」教育目標 」 」
～スローガン～

創立70周年 保護者・地域とともに前進する学

校づくり

目指す生徒像

・がまん強く、自らの可能性に向かって努力する

生徒自

・相手を思いやり、自らを律し、善悪の判断で行律

動できる生徒

・いじめを「しない 「させない 「許さない」生徒協 」 」

・学級や学年の目標のために協力し合う生徒同

・教師や生徒をよく見て、確かに聴き、はっきり話学

す生徒び

・家庭学習に継続して取り組み、自らを高めようと合

する生徒い

目指す生徒像に近づくため、教職員も生徒も日常

の実践を大切にしていきます。また、校内掲示や様

々な場面で繰り返し伝えることで意識化を図り、生

徒の確かな成長を支援していきます。

１年生 One for all All for one

１の１ 百花繚乱～29人の絆を深めよう～

１の２ 笑う２組に福来たる

１の３ 絆 ～優・友・勇～

１の４ 元気イッパイ、やさしさイッパイ

１の５ 笑顔の魔法～わたしにできること～

２年生 正しく伸びよう ２年生！

２の１ 翔～夢に向かってどこまでも～

２の２ 毎日enjoy! 輝け! 笑顔100％!!

２の３ One for all All for one

２の４ Make progres ～さらなる一歩へ～

２の５ 笑顔の魔法～わたしにできること～

３年生 前へ！ＡＤＶＡＮＣＥ

３の１ 笑笑

３の２ 勇往邁進

３の３ 初志貫徹～仲間と共に全力投球～

各学級とも、生徒の真剣な話合いを経て決定しました。目標

に向かって確実な一歩を歩んでいくものと期待します。
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１年間よろしくお願いいたします。

１(月) 開校記念日
２(火) 前期生徒総会
８(月) ３年修学旅行結団式
９(火) ３年修学旅行(～11日)
11(木) ２年観劇(わらび座)
13(土) 全県春季大会(サッカー、～14日)

潟上市招待野球大会(～14日)
14(日) 楽器初心者講習会

まるちゃん杯柔道大会
16(火) 眼科検診(3年)
17(水) 尿検査(2回目)
18(木) チャレンジテスト(国)
19(金) 松陵テーマ学習Ⅰ
20(土) 全県春季大会(剣道)

全県春季大会
(バスケ、卓球、～21日)

21(日) 全県一斉部活動休止日
22(月) 職員会議 教育実習(～6/9)
23(火) 専門委員会 耳鼻科検診(3年)
24(水) 文化庁事業(能)ワークショップ

衣替え移行期間(～31日)
25(木) 第１回ＰＴＡ評議員会
26(金) 避難訓練 松陵テーマ学習Ⅱ
27(土) 中央地区吹奏楽祭
28(日) 全県春季大会(柔道)
29(月) 体育祭強調週間(～6/2)

心電図検査(全校)
30(火) 眼科検診(2年)
31(水) きずな集会(朝) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ

＜市郡春季大会結果＞
【団体種目】

優 勝 柔道男子団体（県大会出場）

優 勝 サッカー （県大会出場）

優 勝 卓球男子団体（県大会出場）

優 勝 バスケット女子（県大会出場）

準優勝 剣道男子団体（県大会出場）

第３位 ソフトテニス

第４位 卓球女子団体

第５位 バスケット男子

バレーボール 予選リーグ：１勝２敗

野 球 １回戦：天王０－１井川

【個人種目】（○は県大会出場）

第１位 柔道男子66㎏級 鈴木 陽南

第１位 〃 73㎏級 木村 大翔

第１位 〃 81kg級 渡部 智偉

第１位 〃 90㎏級 横山 海斗

第１位 〃 90㎏超級 菅原 光輝

第１位 剣道男子 牧野 匠真

○第１位 卓球男子 真壁 駆斗

第２位 柔道男子55㎏級 渡部 有偉

第２位 〃 60㎏級 登藤 広夢

○第３位 卓球男子 鈴木 怜音

○第５位 卓球男子 松村 勇吹

第５位 陸上男子共通3000m 五十嵐 駿

第６位 陸上男子共通1500m 五十嵐 駿

○第６位 卓球男子 安保 和

○第７位 卓球男子 鎌田 湧斗

○第８位 卓球男子 泉 雄生

ベスト８ ソフトテニス女子

鎌田 侑那・藤原 千鶴

＜各種大会結果＞
・第35回能代市総合卓球選手権大会

準優勝 男子団体

ＰＴＡ役員の方々を紹介します

５ 月 の 行 事 予 定生 徒 の 活 躍

氏　　　　名 生徒名 年 組

伊藤　正人 七海 ２年 ２組

鈴木　亜紀 陽南 ３年 ２組

船木　継雄 ほのか ２年 ３組

安田　卓也 愛梨 ２年 ４組

後藤　直美 優作 １年 ３組

柏崎　朋子 さやか ２年 ４組

中村今日子 真菜 ２年 ２組

児玉　亜紀 征哉 ２年 ４組

村井英利子 哉太 １年 ３組

部長 今野　珠子 優羽 1年 ２組

副部長 藤原　悦子 舜 1年 ３組

部長 洞城美津子 美乃里 ２年 ２組

副部長 湊　麻喜子 光来 ２年 ３組

部長 米谷　幸江 翔 ３年 ２組

副部長 藤原江梨子 千鶴 ３年 ２組

部長 木元　裕美 一颯 ３年 ３組

副部長 北嶋　香苗 菜智 1年 ２組

部長 菊地　有樹 萌乃果 ２年 ４組

副部長 石川　博雄 雄太朗 ２年 ２組

部長 小玉　英子 太陽 ２年 ４組

副部長 櫻庭　真紀 皓太 ２年 １組

部長 新岡　泰子 莉音 1年 ２組

副部長 渡部千穂子 大翔 ３年 １組
広報部

1年部

2年部

3年部

文化部

環境厚生部

地域活動部

会計監査

役　　　　職

ＰＴＡ会長

給食

PTA

ＰＴＡ副会長


