
つなげる
校長 伊藤 一之

晴れの舞台である全県大会を目指す男鹿潟上南秋
の若人が集い、６月16・17日に第70回男鹿潟上南秋
中学校総合体育大会が行われました。本校は女子バ
スケット、剣道男子団体、男子卓球団体優勝をはじ
めとして、３部が団体で、個人でも15名の選手が勝
ち上がり、見事に全県大会への切符をつかみ取って
きました。出場する各部選手の皆さんには、全県ま
での残された２週間、自分たちが目指す目標に向か
って一層の精進を期待するところです。その結果、
東北、全国へと駒を進めるチーム・個人が出ること
を切に願うものです。
また、残念ながらこの大会で敗れ引退となった３

年生も少なくありません。１日も早く気持ちを切り
替えて、部活動モードから受験モードへの転換を図
ってほしいと思います 「勝負の夏 「夏を制するも。 」

」 。 、のは受験を制する とも言われます 気を引き締め
将来を見据え、充実した一日一日を送ってほしいと
思います。ここまで頑張ってきた天中生であれば、
きっとできるはずです。天中生の底知れぬ可能性と
頑張りを期待しています。
親の会の方々には日頃から大変お世話になってお

ります。これまでの御協力に感謝するとともに、今
後一層の御支援
をお願いする次
第です。
いずれにして

も、この大会や
部活動を通して
得た貴重な経験
を、次なる大会
や目標に向かっ
つなげていくて

ことを願うもの
。 ）です (長沼球場での野球応援 6/16

さて、今週は前期中間テストが行われました。学
校での学習の成果を試す定期テストは、極めて重要
なテストであることは言うまでもありません。
本校の生徒にとって大きな課題の一つが、学力の

向上です。まずは学校全体として、県平均レベルの
学力まで引き上げることが緊急の課題です。
そのためには、学校の学習で基礎的・基本的事項

つなげを確実に身に付けて、それを家庭での学習に
繰り返し学習を重ねていくことが重要です。学て、

校で得た知識や技能を定着させたり、それらを使っ
て更にレベルの高い問題にも果敢にチャレンジを続
けたりする粘り強い一人一人の取組が必要なので
す。気が付いた時には、すでに遅かったということ
にならないよう、今の自分のありようについて真剣
見つめてみることが肝要です。

夏休みまで残すところ３週間。７月は諸行事が目
白押しです。
７月３日には沖縄県うるま市の教育委員会と小・

中学校から17名が教育視察のために、本校にお出で
になります。平成21年度から始まった秋田県と沖縄
県との人事交流は、今年で10年目を迎えました。学
力面で大きな課題のあった沖縄県が、秋田の教育に
学べという目的で全国トップレベルの学力の秋田県

つとの間で、相互人事交流を始めたものです。その
のおかげで、教員の意識も全国学テの結果もながり

目に見えて変わってきているようです。そんな沖縄
の先生方にとって、本校の教育に学ぶべきものがあ
るとすれば、私たちは日々の実践に自信をもつとと
もに、一層の授業改善に努めていかねばならないと
強い責任を感じさせられます。
沖縄と言えば、きれいな海と米軍基地がすぐに思

。 。い出されます 去る６月23日は沖縄慰霊の日でした
日本で唯一の地上戦が行われ、多くの犠牲者を出し
た沖縄戦が終結した日です。その式で７分以上にも
及ぶ「生きる」と題した詩を朗読したのが、わずか
14歳の中学校３年生であるということに、大きな驚
きを覚えます。曾祖母から聞かされた戦争のことか

つなら、今を精一杯生きていきたい、過去を未来に
いきたいとの感動的なメッセージでした。げて

７月４日には、本校において被爆体験伝承者講話
会を天王中学校学校運営協議会との共催で行いま
す。今年度から厚生労働省の全面的なバックアップ
の下で行われている事業で、ヒロシマの被爆の記憶
を風化させないように、全国に伝承者の方々を派遣
して語り継いでいこうというものです。
一瞬にして数十万人の被爆者と犠牲者を出した原

子爆弾。1945年８月６日、人類が初めて核兵器の犠
牲になった瞬間です。
当日は一般の方々にも講

話会を開放いたしますの
で、お誘いあわせの上、是

ど非とも来校くださり、子

もたちとともに戦争や平
命の大切さについて考和、

えてみませんか。お待ちし
ています。
これもまた、祖先が経験

した思いを未来に ための取組なのでつなげていく
す。
半分ほどの部活動が３年生の手から、１・２年生

の手へとバトンタッチされました。全県出場の思い
を果たせなかった先輩たちの悔しさを、次なる時代

つなげてを担うべき１・２年生が天王中の未来へと
のです。いく

つな引退した３年生にとっては、自分の未来へと
ための扉は、もう開いたのです。部活の引げていく

退は別の意味でスタートでもあるのです。
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生 徒 の 活 躍

６月１５･１６･１７日市郡総合体育大会
【団体種目】

剣道男子団体 卓球男子団体優 勝
バスケットボール女子
野 球 ソフトテニス女子団体準優勝
サッカー 卓球女子団体第３位
バスケットボール男子

バレーボール 予選リーグ３位
柔 道 男子団体 第５位

【個人種目】
柔道男子60㎏級 渡部 有偉第１位
水泳男子200m平泳ぎ 安田 晃介
水泳男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 安田 晃介
水泳男子100m自由形 齊藤まなる
水泳男子 50m自由形 齊藤まなる
水泳男子200m自由形 三浦幸太郎
水泳女子200m自由形 加賀谷いずみ
柔道女子44kg級 北嶋 菜智第２位
陸上３年女子100Ｍ 永井 星蓮
水泳男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 三浦幸太郎
水泳女子100m背泳ぎ 加賀谷いずみ
剣道男子 久米 悠介第３位
卓球男子 安保 和
柔道男子50㎏級 谷 涼磨
柔道男子55㎏級 佐々木一真
陸上１年女子100M 石川 知奈

剣道男子 石川雄太朗ベスト８
剣道男子 岡田 天地
卓球男子 湊 光来
卓球男子 薄田 那羽
卓球男子 保坂日向太
卓球女子 和田 愛琉
ソフトテニス女子

栗澤美羽・佐藤紗咲組
応援、御協力ありがとうございました。

＜各種大会結果＞
平成30年度岩城マリンカップ

男子バスケットボールクラブ 第３位
優秀選手賞 西方 優哉

第16回天王招待中学校剣道大会 第３位
第44回全国中学生レスリング選手権大会

男子の部38kg級 第２位 伊藤 洋行
第52回秋田県珠算競技大会

兼第46回東北七県珠算競技大会選抜予選
・個人総合 第１位 村井 哉太

第３位 村井 柊哉
・フラッシュ暗算 第１位 村井 哉太

第３位 村井 柊哉
・読み上げ算 第１位 村井 哉太

第２位 大場有紀乃
第３位 伊藤 七虹

・読み上げ暗算 第１位 村井 哉太
第３位 村井 柊哉
第３位 大場有紀乃

ＭＳＤＣ(Miyagi South Dance Contest 2018)
ＯＰＥＮ部門(中学生以上)

第３位 髙橋 未来

７月の行事予定
１日 (日) ＰＴＡ奉仕作業(7:00～9:00)

全県一斉部活動休止日

英検①２次Ａ

２日 (月) 戦争体験を聴く会(15:00～15:20)

３日 (火) ３年実力テスト

沖縄県うるま市教育委員会学校視察

４日 (水) 被爆体験伝承者講話会(13:30～14:35)

Щᠮᒊ᾿۟܌ἿἿងὓݸผ᥄

５日 (木) チャレンジテスト(理科)

江戸糸あやつり人形ワークショップ

６日 (金) 松陵学習⑥ 東湖八坂神社例大祭(巡回)

７日 (土) 東湖八坂神社例大祭(巡回)

10日 (火) 天中祭部門打合せ

11日 (水) 第２回ＰＴＡ

授業参観、全体会、学年学級懇談

12日 (木) 県総体激励会 吹奏楽部壮行演奏会

13日 (金) 都城市立山田中学校学校訪問

松陵学習⑦ 漢字検定

14日 (土) 県総体～16日

吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ中央地区大会

15日 (日) 全県一斉部活動休止日

17日 (火) 職員会議

18日 (水) 専門委員会

19日 (木) 松陵学習⑧ チャレンジテスト(社会)

20日 (金) 前期前半終了 全校集会

22日 (日) 数学検定

23日 (月) 夏季休業日 ～8/22

学習ボランティア(天王小･東湖小へ)

24日 (火) 土曜塾

家庭訪問・三者面談期間～27日

25日 (水) 土曜塾

26日 (木) 土曜塾

27日 (金) 土曜塾 ホームステイ出発

30日 (月) 土曜塾

31日 (火) 土曜塾

宮崎県都城市山田中学校との交流
どんなことをしているのでしょう

1902年、石川理紀之助翁が農村指導のために山田
村字谷頭村(現 宮崎県都城市山田町中霧島）を訪れ
たのをきっかけに始まった山田中学校と市内中学校
との交流は今年で５年目を迎えます。小･中学生が
互いに訪問する形で交流が行われており、今年度は

。山田中学校から１１名の生徒が潟上市を訪問します
天王中には４名の生徒が訪れ、一緒に授業を受け

たり、給食や清掃などの活動を行ったりします。本
校で行っている『無言清掃』は山田中
学校から学んだ取組です。お互いの生活
習慣の違いや共通した取組、生徒会活動
について情報交換する貴重な機会です。
１日だけの短い時間ですが、一緒に過

ごす時間、どんな話を聞くことができる
か楽しみですね。


