
振り返り
校長 伊藤 一之

今月はじめの西日本豪雨災害は、平成始まって以
来の甚大な被害をもたらしました。被災された方々
の悲しみと苦しみの報道に接し、言葉を失ってしま
います。消息不明の方々が一日も早く見つかること、
被災者への支援が少しでも早く行き届くことをお祈
りするばかりです。
さて、今日で前期前半が終了し、明日から１か月

余りの夏季休業となります。この間、命にかかわる
ような大きな事故やけがもなく、保護者の皆様の声
掛け、御協力に心から感謝申し上げます。
４月以来、新しい学年になってからのお子さんの

生活ぶりはいかがだったでしょうか。
最上級生として部活動に励んできた３年生。ほと

んどの生徒が先日の県中総体をもって部活動が終了
し、文字通り、受験に向けたスタートが切られてい
ます。まずは、受験生と呼ばれるにふさわしい態度
で学校生活を送ることが肝要です。その意味で、こ
の４か月間の振り返りをし、成長できた部分とまだ
足りないことは何かを明らかにして、改善に向けた
具体的な行動の目標をもつことが大切です。

□相手の顔を見て、元気で明るい気持ちのいい挨
拶ができたか。

□身だしなみに気を付けて、いつどこに出ても恥
ずかしくないような態度で生活したか。

□清掃や当番活動、委員会活動に責任をもって取
り組んだか。

□授業に自ら進んで積極的に取り組んだか。
□学校での学習を家庭での学習に結び付けて充実
した家庭学習をしたか。

例えば、授業への取組です。「なんとなく、よく
やっていると思う」といった曖昧なものではなく、
「先生や友だちの話をよく聴いて、学習課題を意識
して学習に取り組み、課題を解決することができた。
でも、自分の考えを全体の場で発表することはまだ
できなかった。」と振り返ったとします。「夏休み以
降は、個人で考えたことを文字や文章にして、まず
はグループの中で自信をもって発表したい。」と今
後の改善策を具体的に考えます。

Ｄ Ｃ Ａ

夏休みという節目の時期にこれまでの取組につい
て振り返り(Check)、明確な改善策をたてて実行に
移す(Action)。一般には、PDCAサイクルと呼ばれ
るものです。お子さんの確かな成長のために、ぜひ
御家庭でもこんなことを話題にしてみませんか。

親子での多数の参加の下、グラウ

ンドや校舎周辺、前庭花壇の除草作

業に汗を流しました。おかげで大変

きれいになりました。

鈴木与三郎さん(二田)は、戦後、

シベリアに３年間抑留された経験を

おもちです。昔、日本が戦争に敗れ

た頃の話から、生きるということや

命について考えさせられました。

秋田の教育に学べということで、沖縄県うるま市教委、小・

中から17名の先生方が来校。１・２年生の授業参観と協議を行

いました。どの生徒も一生懸命に授業に取り組む様子や校内の

掲示などに興味津々。天中教育に関する質問が相次ぎました。

広島の被爆について後世に語り継ぐ

活動をされている伝承者から直接お話

を聴く貴重な機会でした。地域の方々

も20名以上の参加があり、戦争の悲惨

さについて共に考えました。

江戸糸あやつり人形と写し絵による宮沢賢治

作品を10月26日に本校で公演します。そのため

の挿入歌の練習と写し絵制作を行いました。

授業参観では「よりよい天王中に」、

全体会では「こんな天中生に」のテ

ーマの下、グループで車座になり思

いを共有しました。ミニ「熟議」を

体験する機会となりました。
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潟上市立天王中学校

7/1 PTA奉仕作業に感謝
野球部員・サッカー部員も参加

7/2 戦争体験を聴く会
こんな身近なところにも戦争はあった・・・

7/3 うるま市学校視察
沖縄県より本校を視察

7/4 被爆体験伝承講話
広島の原爆被害と戦争について学ぶ

7/5 江戸糸あやつり人形
10月公演に向けたワークショップ

7/11 PTA熟議 こんな天中生に

これまでの
取 組 状 況

振 り返 り
今後の
改善策

実践

本校教務主任の中川努教諭が、第60回県展（秋田県美術展覧会） 写真部門で特賞ＡＢＳ秋田放送賞を受賞しました。

☆日々の学校の様子はブログ「天中ＤＩＡＲ

Ｙ」でスマホからもご覧いただけます。☆



生 徒 の 活 躍

全県総合体育大会 ７月１４･１５･１６日

○バスケットボール女子 第３位
○剣道

男子団体 ベスト８
（優秀選手賞 久米悠介）

男子個人 石川雄太朗 ３回戦進出
久米 悠介 ２回戦進出

○卓球男子
団体 予選リーグ敗退
個人 安保 和 ３回戦進出

保坂日向太 ２回戦進出
○柔道

男子個人
60㎏級 渡部 有偉 ベスト８

女子個人
44kg級 北嶋 菜智 ２回戦進出

○水泳
男子200m平泳ぎ 安田晃介 第２位(東北)
男子200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 安田晃介 第２位(東北)
女子200m自由形 加賀谷いずみ 決勝10位

体操女子個人 菊地愛華(東北)
個人総合 第５位
跳馬 第４位
段違い平行棒 第１位
平均台 第６位
ゆか 第２位

応援、御協力ありがとうございました。

＜各種大会結果＞
第69回県民体育大会 体操競技少年女子
個人総合 第３位 菊地 愛華
平均台 第２位 菊地 愛華
段違い平行棒 第３位 菊地 愛華

市郡中学校Ｕ14代表選考会ソフトテニス大会
第３位 武田風花・小林望美組

(八郎潟中)
少林寺拳法秋田県大会
中学生団体の部 団体優秀賞
中学生男子の部 優良賞 渡邉梓･船木剛弘組

(太平中)
カダーレダンスフェスティバル2018

ストリートダンスコンテスト
高校･一般部門 グランプリ 髙橋 未来

◇◆◇ 学校閉庁日について ◇◆◇
潟上市では、８月12日(日)から15日(水)の４日

間を、市内全小・中学校の学校閉庁日（子どもも
教職員も学校に来ない日）に設定しています。
学校閉庁日は、スポ少、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。
この期間は、教職員が学校に不在となりますの

で、緊急の連絡がある場合は、教育委員会学校教
育課にお願いします。

教育委員会学校教育課
電話０１８－８５３－５３６１
（平日８時30分から17時15分まで）

８月の行事予定
１日 (水) ２年生課題点検･合唱練習

３日 (金) 校内研修会

４日 (土) 市郡柔道大会

５日 (日) 全県一斉部活動休止日

６日 (月) ３年生学習会 課題点検

９日 (木) １年生出校日

11日 (土) 山の日

12日 (日) 学校閉庁日 部活動一斉休止日
～～

15日 (水) 学校閉庁日 部活動一斉休止日

17日 (金) 市教職員研修会 三校連携協議会

19日 (日) 全県一斉部活動休止日

二田駅前夏祭り

20日 (月) ２･３年生課題点検

職員会議 中間評価検討会

21日 (火) 土曜塾 ３年生学習会

22日 (水) 土曜塾 ３年生学習会

23日 (木) 夏休み明け全校集会

１年課題テスト ２･３年実力テスト

24日 (金) 松陵⑨

25日 (土) 土曜塾 天王ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ祭巡回

26日 (日) 天王ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ祭巡回

27日 (月) 教育実習開始～9/21

28日 (火) 中央教育事務所長訪問

30日 (木) チャレンジテスト国語

全校合唱練習 松陵学習⑩
31日 (金) 天中祭(校内) 準備
１日 (土) 天中祭(一般)

今年も松陵学習の発表や教科の学習の成果を
発表します。合唱コンクールや様々な催し物等

盛りだくさん。
ＰＴＡやおやじの会の催し物もあります！
是非お誘い合わせの上、おいでください。

Ἔậậậۄ႘ͳ୯ݹ
７月18日、学校に届いた宅

配便の紙袋。差出人を見ると

東京の新聞店から。中を開く

と手紙とスポーツ新聞が何部

も入っていました。

半世紀以上前に天中を卒業された方がスポー

ツ新聞のトップ面で紹介されていた高校野球の

記事で母校である天王中の名前を見て、是非在

校生の皆さんに！と送ってくださったものでし

た。その記事は、現在高校３年生の吉田輝星さ

んを取り上げた記事です。校内に掲示して、後

輩である現天王中生に紹介しています。

卒業してから長い時間が過ぎている先輩が、

遠く東京から私たち天王中のことを気にかけて

くださっていることに嬉しくなりま

した。

これからも様々な場所で応援され

る天中生でいたいですね。



東京の空の下

楽しく学びました

新たに仲間入り。

期待と不安でドキドキ！

新任式・始業式 初めての出会い！

任命式

生徒総会

これからの

天中を考えました

学級の力を一つに！

る

息をのむ一瞬！

燃えた夏

魅せた

天中魂！ ゲームに会話

楽しく英語に

親しみました

地域の安心となるために

私たちと同じ世代の中学生に起こったこと…

体育祭

入学式

任命式
生徒総会

避難訓練

講話会

市郡総体

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｰ

修学旅行


