
寝て居て人をおこす事勿れ
ね い ことなか

校長 伊藤 一之

今日で前期前半が終了し、明日から約１か月間の

夏休みに入ります。学校生活から家庭での生活に軸

足を移していくことになります。学校と同様に規則

正しい生活を心掛けて、それぞれの学年の目標や、

今、自分がやらなければならないことを見失わずに

充実した休みにしてほしいと願います。

さて、この間、学校では様々な行事が行われまし

た。８日には吹奏楽中央地区コンクールが行われま

した。残念ながら県大会出場には届きませんでした

、 。が 聴く者の心に天中サウンドを届けてくれました

また、６・７日は東湖

八坂神社祭典でした。天

王っ子が最も心踊る２日

間でした。今年も本校２

年生男子が太鼓叩きとし

て参加し、地域の大切な

文化をしっかりと継承す

る役割を果たしました。

11日には、文化庁主催

の「文化芸術による子ど

もの育成事業」で、能楽

鑑賞教室を行いました。

この事業は、昨年度の京

都フィルハーモニーに続

き本校での開催となりました。普段はなかなか触れ

ることのできない日本の伝統芸術を、間近に生で鑑

賞できるたいへん貴重な機会となりました。

13日には県内のＡＬＴ12名をお迎えして、インタ

ーナショナルデーを開催しました。アクティビティ

ーを通して英会話に親しむ絶好の機会でした。

先週末には県中学校総合体育大会が開催され、柔

道男子団体が全県２連覇を達成、剣道、卓球男子が

第３位など、裏面に紹介のとおり大活躍でした。応

援ありがとうございました。この後行われる、東北

大会・全国大会での更なる活躍が期待されます。

さて 「寝て居て人をおこす事勿れ」とは、聖農、

と呼ばれた石川理紀之助翁の言葉です。あまりにも

有名な言葉ですが、率先垂範の意に解釈されること

が多いようです。人としての生き方を追究した時に

出た言葉として、私たちにとっても大いに学ぶべき

スタンスであると思っています。

私事で恐縮ですが、兼業農家にとって早朝の時間

はとても貴重な作業時間です。もう少し寝ていたい

との眠りからの誘いをきっぱりと断る時に、起き上

がりながらつぶやくのです 「寝て居て人をおこす。

事勿れ」と。するときっぱり眠りと決別をし、早朝

作業に出かけることができるのです。しかも、そん

な中での仕事は、思った以上にはかどるものです。

そこで生徒の皆さんに提案です。暑い夏休み、日

中にだらだらと机に向かっても、勉強ははかどりま

せんし、頭にも入りません。早起きをして時間をつ

くって学習してみませんか。朝の爽やかな空気を吸

いながらの学習は、きっと思った以上にはかどって

理解も進むこと間違いありません。

もう一つの提案は、誰かから言われてではなく、

自分で決めたことを何か一つでもいいので実践して

ほしいのです。もし、自分で決めたことを１か月間

続けることができるならば、それは皆さんにとって

は、必ずや今後の自信につながっていくと思うから

です。

米作りにとって７月は「中干し」の季節です。水

が大好きなイネに敢えて水を与えず、田んぼを干す

作業です。そうすれば、イネは水を求めて地中深く

に根を伸ばしていくのです。

夏休みは自分という根っこを伸ばすには、絶好の

１か月間です。そして、甘えた環境に身を置くか否

かは自らの心掛け次第です 「自律」そして「寝て。

居て人をおこす事勿れ」です。
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昭和26

年に校歌

と校章が

作られま

した。こ

れらは校

舎落成を記念するとともに、町制施行記念としても制定

されました。校章の制作者は当時の秋田大学学芸学部教

授の三浦金之進氏。八郎湖の主、八郎がその爪で八咫鏡

を手中に収めた様をかたどったもの。三つの（やたのかがみ）

爪は教育の理想たる真・善・美を表し、八稜の鏡は希望

・大志を象徴するとともに、天王の呼称の起源である東

湖八坂神社の神器にあやかっているとされています。写

真の校旗が完成したのが３月20日で 「校旗樹立式」と、

いう式を行って完成を祝っています。学校にとって校旗

がいかに大切にされていたかということがよく分かる事

実です。現在も、校旗はジュラルミンケースに入れられ

て校長室で保管され、卒業式での出番を待っています。
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第６6回秋田県中学校総合体育大会
男子団体＜優勝＞（全国・東北）□柔道

・55㎏級 第３位 渡部 有偉(東北)
・60㎏級 第１位 鈴木 陽南(全国・東北)
・73㎏級 第１位 木村 大翔(全国・東北)
・81kg級 第２位 渡部 智偉(東北)
・90㎏級 第２位 横山 海斗(東北)
・90㎏超級 第１位 菅原 光輝(全国・東北)

男子団体＜第３位＞（東北）□剣道
第３位 牧野 匠真（東北）

男子団体＜第３位＞□卓球男子

□バスケットボール女子
２回戦：天王５６－５９城南

□体操女子個人
・段違い平行棒 第３位 菊地 愛華
・ゆか 第５位 菊地 愛華
・平均台 第６位 菊地 愛華
・個人総合 第４位 菊地 愛華(東北)

□水泳男子個人
( )・200ｍ平泳ぎ 第３位 安田 晃介 東北

・200ｍ個人メドレー
第５位 安田 晃介

◇第21回杜の都中学校選抜剣道大会
男子団体 第３位

◇男鹿潟上南秋Ｕ-14交流ソフトテニス大会
伊藤愛華・加賀谷海姫 第３位

◇全国あんざんコンクール秋田地区大会
個人総合競技中３の部 優勝 児玉真実子

銅賞◇第59回秋田県吹奏楽中央地区大会

◇第68回県民体育大会
レスリング少年フリースタイル96㎏級

第１位 梅田 海星

◇第70回秋田県珠算競技大会
中学校部門 優良賞 児玉真実子
中学生部門団体競技

第２位 児玉真実子
大場 彩加
村井 哉太

生 徒 の 活 躍 ８ 月 の 行 事 予 定
1(火) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)

能代西高校体験入学
湯沢翔北高校体験入学

2(水) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
3(木) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)

明桜高校体験入学
4(金) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
5(土) 秋田高専体験入学
6(日) 全県一斉部活動休止日
7(月) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
8(火) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
9(水) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
10(木) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
11(金) 山の日
12(土) 学校閉鎖、部活動休止
13(日) 学校閉鎖、部活動休止
14(月) 学校閉鎖、部活動休止
15(火) 学校閉鎖、部活動休止
16(水) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
17(木) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)

中学生ホームステイ体験学習発表会

18(金) 土曜塾（8:30 ～ 11:30)
和洋高校オープンスクール

19(土) 国学館高校体験入学
20(日) 全県一斉部活動休止日
22(火) 職員会議 聖霊高校見学会
23(水) 夏休み終了
24(木) 前期後半開始

全校集会
2・3年実力テスト 1年課題テスト

25(金) 松陵テーマ学習⑨
26(土) 天王グリーランド祭(～ 27 日)
28(月) 天中祭準備週間(～ 9/1)

教育実習開始(～ 9/15）
30(水) 男鹿海洋高校体験入学
31(木) チャレンジテスト(国)

松陵テーマ学習⑩

＜夏季休業中の緊急連絡先等について＞

〇夏季休業中にご相談がある場合や、万が一事故等があった場合は、すぐに学校、また
は学級担任へご連絡ください。

天王中学校 TEL ８７８－２２２２ FAX ８７８－２３０９

〇 となります。８月12日(土)～15日(火)の４日間は、潟上市全小・中学校の学校閉鎖日
学校閉鎖日は部活動の一斉休止日とし、お子さんが家庭・地域で過ごす日となります。

緊急の用事が※８月12日～15日の学校閉鎖期間中は学校に職員が不在となりますので、
ある場合は、市教育委員会学校教育課（８５３－５３７１）にお知らせください。


