
感謝
校長 伊藤 一之

平成29年度も本日の修了式をもって終了となりまし

た。３年生が卒業したため、１・２年生だけでの修了式

は、心なしか寂しい感じもしましたが、在校生が真剣に

話を聴こうとする姿勢からは、いよいよ自分たちが天王

中学校のリーダーとして頑張る番がきたのだという意気

込みが感じられる凛とした修了式となりました。

今年は天王中学校創立70周年という節目の１年間でし

た。１年生は先輩たちの姿に学び、中学校生活のイロハ

を一つ一つ身に付け、着実に成長してきました。生徒活

動や部活動ではすでにその中心となって活躍する姿も見

られ、卒業式においては在校生としての役割を立派に果

たすことができました。

、 、 、また ２年生は豊かな個性を生かしながら ３月７日

心のこもった素敵な「３年生を送る会」を企画し、思い

出に残る見事な演出をしました。学習面においては、日

頃から本校が目指している 「学び合い」が活発に行わ、

れており、３年生から引き継いだ天王中学校のバトンを

安心して任せるにふさわしい学年に育ってきています。

新たな天王中学校のリーダーとして、地域に誇れる天王

中学校を創るために必ずや力を発揮していくものと確信

しています。

先日、生徒会誌『松陵 第70号』が全校生徒に配付さ

れました。本校は、総合的な学習の時間も「松陵」と名

付けて、ふるさとを舞台とした学習や生き方に関わる学

習を継続してきています 「松陵」という名前の由来に。

ついて調べたところ、53年前の昭和40年３月16日発行の

『松陵 第18号』に、次のような記述がありました。

松陵とは、なだらかな丘に松が生えているという意味「

です。松は嵐の日も猛吹雪の日もへこたれることなく、む

しろそれらのことによって、鮮やかさと重厚さを増してい

くのである。天王町は砂丘というやせ地である。しかし、

町の人たちはこの不利な条件にもめげず、たくましく生き

続けている。松陵は、いわば我が町の象徴である 」。

不利な条件にもへこたれることなく、むしろそれを力

に変えてたくましく生きていく、そんな天中生であって

ほしいとの願いが込められていたのです。

３月８日に卒業した95名の卒業生はもちろん、これか

ら天王中学校を背負っていく１・２年生も、嵐や猛吹雪

「 」 、によって磨かれ一層の輝きを増していく 松陵 の如く

たくましく成長してほしいと願っています。

今年１年間、保護者・地域の皆様方からの絶大な御理

解と御協力によって、天王中学校のあゆみを確実に前へ

進めることができました。心からお礼と感謝を申し上げ

ます。どうぞ、今後とも地域の学校、我らが天王中学校

への一層の叱咤激励と御支援をお願い申し上げ、感謝の

言葉といたします。ありがとうございました。

３月３日、卒業式に向

けた窓ふき奉仕作業が

行われました。環境厚

生部員の他、剣道部員

や野球部員、３年生か

らの参加もあり、短時間で体育館周辺の窓清掃を行うこ

とができました。寒い中、早朝からの作業への御協力に

感謝申し上げます。

新体育館での初めての卒業式

平成25年度（2013年） 創立６７年目

全校生徒数 300名

1962年に建設されてから50年以上にもわたって利用さ

れてきた旧体育館。老朽化や耐震基準等により改築され

ることになりました。以前は渡り廊下から体育館に入る

と、左側にステージが設置されていました。現在のステ

ージは以前とは正反対の位置に設置されたことになりま

す。集会やＰＴＡ総会など、遅れて入ると皆の視線を集

めた旧体育館は、いろいろと不都合なことがあったこと

でしょう。ステージの位置が正反対になったことにこじ

つけて考えるならば、それまでの天王中とはきっぱりと

決別をし、新生天王中を目指すのだという意気込みが体

育館の設計にも示されていたのかもしれません。体育館

の内外に部室が併設され、暖房完備の現在の体育館は、

以前より広くなったこともあり大変使い勝手がよく、部

活動でも外からの来校者にもたいへん好評です。体育館

が完成し、引き渡しを受けて間もなくの平成26年３月７

日、新体育館での初めての卒業式が挙行されました。

11回にわたって掲載してきましたアーカイブスは今回

で終了とさせていただきます。御愛読ありがとうござい

ました。

平成29年度 天王中学校学校報 教育目標＊「自律 「協同 「学び合い」」 」
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生 徒 の 活 躍

＜第25回畑澤實杯中学生選抜剣道大会＞
・男子団体 準優勝

＜潟上市地域活動「チャレンジカード」努力賞＞
・１年生 栁澤 きら 鎌田 陸

大日向涼伽 鈴木 真緒
渡邉 梓

・２年生 永井 星蓮 洞城美乃里
山本 翼 和田 愛琉
湊 光来 樽川 小春

・３年生 佐藤 彩乃 村山 美紗
五十嵐 駿 齊藤 光

＜第13回かたがみカップバスケットボール大会＞
・男子 準優勝
・女子 優 勝

＜ ＞男鹿潟上南秋１年生バレーボール強化練習会
・第３位

＜ ＞第 1 1 回 潟 上 市 民 卓 球 大 会
・男子天王中Ａチーム ベスト４
・男子個人第Ⅱ部 優 勝 湊 光来

準優勝 保坂日向太
第３位 薄田 那羽
第３位 尾形 澪音

楽天イーグルス杯東北中学校選抜野球大会出場
（仙台市、3 16～3 18）/ /

２年 米谷 滉亮
都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会出場

（東京都他、3/26～3/30）
２年 鎌田 真凜 Ｈ ３ ０ 年 度 の 主 な 行 事 予 定

５月 1日(火) 開校記念日（生徒休業日）
9日(水) ３年修学旅行(～11日)
30日(水) 体育祭(予備日:6/1(金))

６月 15日(金) 市郡総合体育大会(～17日)
25日(月) 前期中間テスト

７月 14日(土) 吹奏楽中央地区大会
11日(水) 学年・学級ＰＴＡ
14日(土) 県総合体育大会(～16日)
21日(土) 夏季休業(～8/22)

９月 1日(土) 天中祭(一般公開)
15日(土) 市郡秋季体育大会(～16日)
20日(木) 前期期末テスト

10月 22日(月) １年宿泊学習(～23日)
２年ｷｬﾘｱ･ｽﾀｰﾄ･ｳｨｰｸ(～25日)

11月 22日(木) ３年後期中間テスト
30日(金) １・２年後期中間テスト

12月 26日(水) 冬季休業（～1 14）/
1月 29日(火) 公立前期選抜学力検査
2月 15日(金) 授業参観、学年･学級PTA

19日(火) １･２年後期期末テスト
３月 5日(火) 公立高校一般選抜学力検査

7日(木) 第72回卒業証書授与式
20日(水) 修了式
21日(木) 春季休業(～4/3)
28日(木) 離任式

３ 年 生 を 送 る 会 3/7
２年生の学年委員が中心となって企画・

運営し、１・２年生が３年生へ感謝と激励
の気持ちを伝えました。「お世話になった
先生方のビフォー・アフター」など、新し
い企画も登場し、笑顔と温かい雰囲気に包
まれた心のこもった会となりました。

４ 月 の 行 事 予 定

1(日) 全県一斉部活動休止日
春季休業(～４日)

5(木) 新任式 始業式 ※給食開始
6(金) 入学式練習・準備
7(土) 第 72 回入学式（10:00）
9(月) 振替休業日（4/7 分）
10(火) 身体測定(全校)聴力検査(1･3 年)

生徒会・部活動ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
11(水) １年知能検査 １年自転車点検

交通安全教室 ※研究会のため、
３校時で下校(給食あり)

12(木) 学力検査（全校）
13(金) 松陵学習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
15(日) 全県一斉部活動休止日
16(月) 職員会議
17(火) 全国学力・学習状況調査

内科検診(１・２年)
18(水) 生徒会任命式 専門委員会
19(木) 授業参観 ＰＴＡ総会
21(土) 市郡春季体育大会１日目
22(日) 市郡春季体育大会２日目
23(月) 振替休業日(4/21 分)
24(火) 振替休業日(4/22 分)
25(水) きずな集会 学級討議
26(木) 内科検診(2･3 年) 尿検査①
27(金) 保護者・コーチと語る会
28(土) 市郡春季大会（野球決勝）
29(日) 昭和の日
30(月) 振替休日


