
誓いの言葉
４月７日に行われた入学式。毎年、天王小と東湖小

の代表生徒が交互に新入生誓いの言葉を述べます。

今年度は天王小の番で、83名の新入生を代表して、

１年１組の近藤美響さんが小学校での経験を踏まえて

立派にその役割を果たしました。

また、在校生を代表して生徒会長の石川雄太朗さん

が歓迎の言葉を述べました。こちらもさすが生徒会長

だけあって、その堂々と

した態度には天王中のリ

ーダーとしての風格が感

じられました。全文を紹

介しますので、じっくり

とお読みください。

「 」新入生誓いの言葉
代表 近藤 美響

暖かな春の日ざしとともに、吹く風も心地よく感じ

られるようになってきました。

今日ここに、私たち新入生83名は、このようにたく

さんの方々に祝福され、輝かしい歴史と伝統のある天

。 、 、王中学校に入学することができました 今 私たちは

これから始まる中学校生活に期待と不安で胸がいっぱ

いです。

一昨年、私は天王小学校の運営委員として天王中学

校の先輩の方々と一緒に、３校連携児童生徒会議に参

加しました。そのとき、天王中学校の皆さんが、自分

の意見をしっかりと伝え、その上で私たちの意見を丁

寧にまとめてくださった姿を見て、そのような中学生

になりたいと強く思いました。そして、そのときの経

験を生かして、昨年、委員会の委員長としての役割を

果たすことができました。中学校でも友だちと力を合

、 。わせて 様々な活動に取り組んでいきたいと思います

中学校で私は 「自立する」ということを目標にが、

んばりたいです。小学校以上に中学校では、自分で考

え行動することが求められます。勉強でも部活動でも

先生に言われたことだけをするのではなく、自分なり

に工夫したり、どんなふうに取り組んだらいいのかを

考えたりする必要があると思います。また、自分が立

てた目標を自分の力で達成できる力を身に付けたいで

す。中学校３年間で、進んでいろいろなことに挑戦す

る積極的な態度で、自分の可能性をどんどん広げてい

きたいと思います。

最後になりますが、校長先生をはじめ、諸先生方、

先輩の皆さんには、温かく、そして厳しい御指導を、

よろしくお願いいたします。私たちは、誇りある天王

中学校の生徒として、しっかりと伝統を受け継ぎ、さ

らに発展させられるように責任と自覚をもって行動す

ることをここに誓います。

生徒会長 石川雄太朗「歓迎の言葉」

厳しい冬が過ぎ、日

増しに春の息吹が感じ

られる今日、天王中学

校に入学された新入生

の皆さん、御入学おめ

でとうございます。今

日の御入学を在校生一

同、心より歓迎いたし

ます。

１月の体験入学から３か月が経ち、真新しい制服に

身を包んで、今日、天王中学校の一員になられた皆さ

んは、期待と不安でいっぱいのことでしょう。

これから始まる中学校生活は、小学校とは異な

ることが多くあります。授業は、教科毎に先生が

変わり、楽しく、厳しく、そして、丁寧に指導し

てくださいます。算数が数学に変わり、小学校で

学んだ計算や図形について、より深く理解するこ

とができます。また、英語の授業では話すことば

かりでなく、英語を読んだり、書いたりして、コ

ミュニケーションを楽しむことができます。中間

テストや期末テストという定期テストは、年に４

回実施されます。また、基礎的な学力を付けるた

めのチャレンジテストも行われ、満点者と合格者

の名前は校内に掲示されます。

部活動では、練習時間や回数を重ねることで、技術

面の鍛錬はもちろん、忍耐力・礼儀を身に付け、仲間

との友情を育むなど、たくさんのことが学べます。天

王中学校は昨年度、多くの部活動が全県大会に出場し

ました。特に剣道部は東北大会、柔道部は全国大会で

輝かしい実績を残しました。全ての部活動が夏の大会

やコンクールに向けて、日々の練習に励んでいます。

皆さんも自分を鍛えるために、ぜひ部活動に入部し、

共に頑張っていきましょう。

中学校では学校行事の一つに、体育祭や文化祭

があります。どの行事もクラスが一丸となって団

結力を発揮します。体育祭の大縄跳びや全員リレ

ーでは、会場が大きな歓声に包まれます。文化祭

の合唱コンクールは、その美しい歌声が、毎年大

きな感動を呼ぶ一大行事になっています。どれも

みな、思い出に残るものとなるでしょう。

また、中学校では、生徒会活動が活発です。執

行部をはじめ、全校生徒が九つの専門委員会に分

かれ、天王中学校をよりよくしていくための活動

を積み重ねています。今期の生徒会は「前進！～

絆でつなぐ 輝く未来～ のスローガンのもと あ、 」 、「

いさつ運動」や「生活・学習強調週間」そして「ラ

イブ会議」などの活動を通じ、伝統を尊重しなが

ら、さらに飛躍していく天王中をめざしています。
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私たちは、新入生のみなさんとともに、力を合わ

せ、頑張っていきたいと思っています。

天王中学校を地域に誇れるように、私たちは学校で

の生活はもちろん、校外の生活でも礼儀やマナーが守

れる中学生でなければなりません。明るい挨拶がこだ

まする、楽しく、礼儀正しい中学生活を一緒に送って

いきましょう。

新入生の皆さん。今日から皆さんは天中生の一員で

す。一人一人が夢と希望をもち、72年目の天王中学校

の歴史を築いていくために共に頑張っていきましょ

う。

新入生全員がこの日の初心を忘れずに、
充実した中学校生活を送ることができる
ように、教職員一同 「オール天王」で、
教育に当たってまいります。

式 辞

柔らかな春の風が心

地よく、万物の命が輝く、清明の頃となりました。喜

びの春です。 （中略）

さて、入学に当たり二つのお話をします。

まず最初に、天王中学校を、地域に誇れる学校にし

ていくために、どうか皆さんの持てる力を存分に発揮

してほしいということです。地域の方々に信頼され、

誰もが応援したくなるような学校というのは、とりも

なおさず、地域において、信頼される行動ができる中

学生のいる学校でなければなりません。

皆さんは小学校では、最上級生として、毎日登校班

。 、の先頭に立って下級生のお世話をしてきました また

、 、学校生活では 責任ある行動で委員会活動をリードし

学校行事では下級生のお手本となってもてる力を発揮

してきたことでしょう。そんな皆さんなら、信頼され

る中学生になることはたやすいことかもしれません。

しかし、自分一人であっても、地域の方々にしっか

りと挨拶ができる天中生、周りの方々への感謝の気持

、「 」ちを ありがとうございます

「おかげさま」の言葉で伝え

られる天中生になってほしい

のです。一人一人の天中生の

行動が、学校への信頼を高め

ていく、大きな力となってい

くのです。２・３年生をよき

お手本とし、全校生徒275名で 「私こそ天中生です」、

、 。と 胸を張って地域に誇れる学校にしていきましょう

二つ目は、自分の夢や目標に向かって、本気で努力

を積み重ねる天中生になってほしいということです。

中学校は学ぶ場であり、中学校３年間は学びの連続で

す。学校での毎時間の授業に真剣に取り組む、放課後

、 、の部活動では 精一杯汗を流して本気で練習を頑張る

生徒会活動や学校行事では、本気で楽しみながらも、

仲間との絆を深めていく。集団生活の中では、自分勝

手な振る舞いや、自己中心的なわがまま、他人を傷つ

、 、けるような言動は厳に謹しみ 本気で心と心を開いて

真の友情を築き、深めてほしいのです。何事にも本気

になって取り組むことで、一人一人の可能性を大きく

伸ばしていくことができるでしょう。そして、皆さん

のそれぞれの本気の努力の結果が、最初に話した地域

に誇れる学校づくりにも、必ずや繋がっていくことと

思います。今日から始まった中学校生活に、本気で立

ち向かう１年生になっていくこと期待するものです。

保護者の皆さま、お子様の御入学、誠におめでとう

ございます。制服に身を包んだ凛とした姿に、喜びも

ひとしおのことと心からお祝い申し上げます。人生に

おいて中学校３年間は、とりわけ著しい成長を見せる

時期であります。自我が芽生え始め、他との違いに気

付き、悩んだり苦しんだりもする、激動の３年間であ

。 、 、 、ります しかし 中学校では 確かな学力はもちろん

自らを律する態度や人間としての優しさ、協調性やた

くましさも身に付けていかねばなりません。

そのためには、どうか、お子様との日常の対話を大

切にし、表情や心の小さな変化、小さな成長にも気付

いてあげられる、大人であってほしいと思います。揺

れ動く子どもから目を離さず、本気で我が子と相対す

る３年間を送っていただきたいと思います。

私たち教職員も、誠心誠意、子どもたちの前進のた

めに、本気で力を尽くしてまいります。共に手を携え

ながら、子どもたちの成長を願い、大人の英知を結集

して歩んでまいりましょう。

結びに、御来賓の皆様には、潟上、天王の宝である

子どもたちや天王中学校への一層の御支援を賜ります

ようお願いするとともに、新入生の皆さんが未来への

扉を切り拓いていく３年間となることを心から願っ

て、式辞といたします。 （校長 伊藤一之）

生活･学習強調週間

の取組結果が生徒

玄関前に掲示され

ています。今回は

挨拶とチャイム着

席を重点に取り組

みました。

学習委員会の取組で

す。帰りに学習委員

が各学級の黒板に出

題します。図を入れ

たり、教科を組み合

わせたりと学級ごと

に工夫して取り組ん

でいます。



今年度最初のＰＴＡ（総会、学年･学級ＰＴＡ）に
多数御参加くださり、ありがとうございました。授
業参観には160名ほど、総会にも90名以上の会員の
参加を得て、滞りなく議事が終了し、新役員も以下
のように選出されました。１年間の御協力をよろし
くお願いいたします。

(敬称略）平成30年度ＰＴＡ役員一覧

船木 継雄 樽川江里子会 長 ３年部
(3-1ほのか) (3-4小春)部 長

菊地 有樹 畔上 洋子３年部
(3-4萌乃果) (3-2真由子)副部長

伊勢 潤 東海林裕子副会長 文化部
(2-2彩乃) (1-3万優)部 長

米谷 幸江 江畑まゆみ文化部
(2-3碧海) (1-1尚哉)副部長

柏崎 朋子 鈴木 伸広環境厚生
(3-3さやか) (3-1龍太郎)部 長

中村今日子 二木 竜一環境厚生
(3-1真菜) (2-2龍夢)会計 副部長

児玉 亜紀 栁澤真由美監査 地域活動
(3-2征哉) (2-1きら)部 長

村井英利子 鎌田 久恵地域活動
(2-2哉太) (2-1栞苗)副部長

鈴木 由紀 安田 卓也１年部 広報部
(1-2暖) (3-3愛梨)部 長 部 長

後藤 直美 伊藤 藤美１年部 広報部
(1-2健介) (3-2七海)副部長 副部長

今野 珠子 長崎 涼子２年部
事務局

(教頭)部 長 (2-3優羽)

藤原 悦子 小野 博昭２年部 会 計
(主任主査)副部長 (2-1舜)

← 新旧役員の皆様

１年２組の学級懇談

「天中のＰＴＡって
ほんとに参加者が多いよね！」

（今年度転入した職員のつぶやきより）

前号では転入職員を紹介しましたが、今回は平成
30年度天王中学校のＡＬＬスタッフを紹介します。
校 長 伊藤 一之 ２年主任 伊東 誠
教 頭 長崎 涼子 ２年１組 檜山 信次

小野 博昭 ２年２組 伊藤 麗華主任主査
工藤 紀子 ２年３組 森川 廣光養護教諭

校務員 佐藤 卓也 倉田 泉2年所属 生徒指導
三浦 祐子 ２年所属 中川 真人事務補助員
三浦 明美 ２年所属 伊藤 茜主任調理員

調理員 三浦 和子 ２年所属 本山 里美
調理員 浅田 智子 ２年所属 庄子 恵
調理員 岩谷 るみ
調理員 石川絵美子 ３年主任 木村 房子

中村優美子 ３年１組 山田 翠図書館支援員
３年２組 川村 啓吾ALT 山口明美ドリーン

横尾裕紀子 ３年３組 近藤 葉子SC
鈴木 亜紀 ３年４組 高桑 和哉地域コーディネーター

2 3年5組 北嶋美智夫・
１年主任 石川 徳幸 藤澤加奈子2年所属 教育相談
１年１組 鎌田 純子 ３年所属 中川 努
１年２組 佐々木拓人 ３年所属 井川 裕
１年３組 杉本亜沙美 ３年所属 村山 敏子
1 2年4組 戸田 尚次 ３年所属 皆川瑠理子・
１年５組 戸祭ゆき枝

熊井 修一1年所属 研究主任

野球部長 熊井 修一 柔道部長 伊東 誠
野球監督 高桑 和哉 柔道監督 森川 廣光

鎌田 純子 剣道部長 戸祭ゆき枝サッカー部長
川村 啓吾 剣道監督 檜山 信次サッカー監督
北嶋美智夫 木村 房子男女バスケ部長 吹奏楽部長

石川 徳幸 山田 翠男子バスケクラブ 吹奏楽顧問

佐々木拓人 美術 中川 努女子バスケ
バレー 藤澤加奈子 戸田 尚次部長 水泳

バレー 倉田 泉 藤澤加奈子監督 器械体操

杉本亜沙美男女卓球部長
男子卓球 伊藤 茜
女子卓球 近藤 葉子

中川 真人ソフトテニス部長
伊藤 麗華ソフトテニス監督

私たちはこんな教師を目指します
教職員であることを自覚して行動する教師信頼…
５つをかけられる教師

｢目 手 言葉 心 時間｣

豊かな人間性と実践力にあふれた教師力量…
教科指導･生徒指導の力量を高めようとす

る教師

教育目標達成のための自らの使命を自覚参画…
し、ひたむきに実践する教師

自ら研修と修養に努め、学校経営に反映さ

せようとする教師

１年間よろしくお願いします。

ＰＴＡ総会への御参加
ありがとうございました

平成30年度
天王中学校のスタッフです

部活動・クラブ担当



生 徒 の 活 躍

４月２１日・２２日市郡春季体育大会

【団体種目】
優 勝 剣道男子団体
優 勝 卓球男子団体
優 勝 バスケットボール女子
準優勝 卓球女子団体
準優勝 ソフトテニス女子団体
第３位 サッカー
第３位 バスケットボール男子
バレーボール 予選リーグ敗退
野 球 １回戦天王０－４男鹿南･潟西
柔 道 男子団体 第５位

【個人種目】
第１位 柔道男子60㎏級 渡部 有偉
第１位 剣道男子 石川雄太朗
第１位 柔道女子44kg級 北嶋 菜智
第２位 剣道男子 伊藤 咲弥
第２位 卓球男子 安保 和
第３位 柔道男子50㎏級 谷 涼磨
第３位 柔道男子55㎏級 佐々木一真
第３位 剣道男子 石黒 航
第３位 卓球男子 鈴木 直凛

ベスト８卓球男子 湊 光来
ベスト８卓球男子 薄田 那羽
ベスト８卓球女子 和田 愛琉
ベスト８ソフトテニス女子

栗澤美羽・佐藤紗咲組

それぞれの部活動で冬期間の練習の成果を出し、
また、中総体に向けての自分たちの課題を見付ける
ことができる大会となりました。今後、全県大会や
夏の中総体に向けてさらに練習に励んでいくことが
期待されます。
応援、御協力ありがとうございました。

＜各種大会結果＞
岩手県少年少女レスリング春季交流大会
中学生の部軽量級

第１位 菊地 寛人
中学生女子の部40kg級

第１位 武田 愛
本荘由利春季陸上競技会
中学校女子100ｍＨ 第３位 石川 知奈

「きずな集会」
大会結果報告

各部の主将が大

会報告と今後の

抱負を述べまし

た。

５月の行事予定
１日 (火) 開校記念日

２日 (水) 前期生徒総会

６日 (日) 全県一斉部活動休止日

８日 (火) ３年生修学旅行結団式

９日 (水) ３年生修学旅行（～11日）

12日 (土) 潟上市中学校招待野球大会(～13日)

13日 (日) まるちゃん杯柔道大会

15日 (火) 眼科検診(１年、２年１･２組)

16日 (水) 心電図検査

三校連携協議会(本校会場)

17日 (木) 尿検査(２回目)

18日 (金) 松陵学習①

19日 (土) 全県春季剣道大会

全県春季卓球大会(～20日)

全県春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会(～20日)

20日 (日) 全県春季柔道大会

全県一斉部活動休止日

中央地区吹奏楽祭

21日 (月) 職員会議

22日 (火) ３年生実力テスト

23日 (水) 専門委員会

24日 (木) チャレンジテスト(国)

衣替え移行期間 ～31日

25日 (金) 避難訓練 松陵学習②
ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ学校運営協議会

28日 (月) 体育祭予行
29日 (火) 耳鼻科検診(１年)
30日 (水) 体育祭 チャレンジデー
31日 (木) 歯科検診(１年)

ổỜώᾃ̵ᾌἿ
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天王中学校の総合的な学習の時間に行われる学習

を｢松陵学習｣といいます。この時間は、身近な地域
での職場体験や調査・体験活動等、様々な人々との
関わりを通して、自分自身についてより一層深く知
り、自分自身の生き方を見据えた｢将来につながる

」 。総合的な力 を身に付けることを目的にしています
前半は、地域の方々の力を借りながら一人一人が

興味や関心をもつことについて学ぶコース別学習で
す。今年度の開設コースは下のとおりです。
天中祭など地域での発表の機会もありますので、

時期が近くなりましたらお知らせいたします。

体を使って表現コース
ストリートダンス よさこい

心を込めて表現コース
八坂和楽器 茶道

創造力を発揮して表現コース
絵手紙 報道(写真)

アイディアを生かして表現コース
天中ファーマーズ 特産品ＤＥ名産品
天中イベントプランナー




