
開かれた学校を目指して
校長 伊藤 一之

秋の深まりとともに黄金色だった田んぼの刈り取
りが急ピッチに進んでいます。金曜日の終業式で前
期が終了となり、早いもので平成30年度も折り返し
を迎えます。

振り返れば、自然災害が多発した夏でした。７月
の西日本豪雨災害や９月の北海道胆振東部地震では
想像を絶する豪雨や地滑りなどによって甚大な被害
が発生しました。また秋田でも５月の豪雨災害、９
月の台風21号、今朝の第24号の接近等で農業を中心
として大きな被害が出ています。いつどこで起こる
か分からない大規模自然災害の脅威は決して他人事
ではなく、私たちも日頃から可能な限りの備えをし
ておく必要があることを痛感させられます。被害に
遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げるととも
に、一日も早く日常生活を取り戻されることをお祈
りします。

さて、「開かれた学校づくり」が学校経営にとっ
ての重要課題であることは昔も今も変わりはありま
せん。「とかく学校は敷居が高い」「学校が何をやっ
ているのかさっぱり分からない」という声や要望に
応えるため、様々な取組や試みを行っています。

例えば、ホームページでは天王中の教育に関わ
る基本的なことについて公開しており、この学校報
やＰＴＡ会報も御覧いただけます。また、今年度か
らは「天中ＤＩＡＲＹ」というブログを開設し、日
々の教育活動についてリアルタイムで情報発信を行
っています。スマホからでも簡単に御覧いただけま
すので、旬な話題はぜひブログにアクセスしてみて
ください。

各学年の細かな予定は毎週末に発行されている学
年通信を御覧ください。次週の予定はもちろん、学
年生徒の活躍の様子や３年生にとっては最も大切な
進路情報など満載です。もし週末に学年通信を御覧
になっていないということがありましたら、必ずお
子さんに確認していただきたいと思います。また、
学級の身近な話題や温かな記事で溢れる学級通信も
各学級から発行されており、学校と家庭との信頼関
係の構築に重要な役割を果たしています。

学校が今、どのような方向に進もうとしているの
かを御理解いただいた上で、お子さんに助言やサポ
ートをしていただいた場合とそうでない場合では、
その教育効果に大きな違いが出てくるのではないか
と思います。

「開かれた学校づくり」が叫ばれる理由は、学校
と家庭がお互いを理解し合い、歩調を合わせながら
子どもの教育に当たることによって、より一層教育
効果を高めようとすることにあるのではないかと考
えています。後期も変わらず、天中教育への御理解
と御支援を切にお願いする次第です。

我ら天王の星、吉田輝星選手が９月19日、母校を
訪問してくれました。金農の渡辺校長先生の引率と
いう超VIP待遇での訪問に、全校生徒も職員も大興
奮。熊井教諭(中３時の野球部長）のインタビュー
に、真摯に自らの言葉で答える吉田投手の一言一言
に体育館中が釘付けになりました。インタビューの
内容については、是非ブログ「天中DIARY」を御覧
ください。

ところで、輝星投手が小学校１・２年生の頃、私
は天王小学校で教務主任を務めておりました。彼が
２年生の10月、担任の女性の先生が２週間ほど休む
ことになり、急遽代打で２年松組の学級担任をする
ことになりました。彼は当時から運動が大好きで、
ドッジボールは正に彼の独壇場でした。

給食の時間のことです。残ったご飯がもったいな
いので、私が小さな塩おにぎりを作ってあげると、
さっきまでおなかいっぱいだと言っていた華奢な女
の子まで、我も我もと配膳台の周りに集まって、瞬
く間にごはんを完食していたのでした。もちろんそ
の中に輝星投手も加わって、人一倍おにぎりをほお
ばっていたことは言うまでもありません。

３年前に天王中に赴任した時に、輝星投手に小学
校の時のことで何か覚えているかと聞いたことがあ
りました。返ってきた答えは、「先生、いつもおに

ぎりを作ってくれましたよ
ね。」でした。

インタビューの中で練習
も大事だが、睡眠や食事、
休養も大事だと言っていま
したが、あの通りの屈強な
体格の基礎を作ったのは、
潟上市の美味しい給食であ
ったのかもしれません。
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日々の学校の様子はブログ「天中ＤＩＡＲＹ」

でスマホからも御覧いただけます。

輝星投手のプチ秘話「完食」

金足農業高校野球部
吉田輝星先輩 母校に凱旋



生 徒 の 活 躍

市郡秋季体育大会 ９月１５･１６日

【団体種目】
優 勝 卓球男子団体
準優勝 剣道男子団体 卓球女子団体

バスケットボール女子
バスケットボール男子

第３位 サッカー バレーボール
野 球 １回戦敗退

【個人種目】
第１位 柔道男子50㎏級 谷 涼磨

柔道男子55㎏級 佐々木一真
柔道女子44kg級 北嶋 菜智
剣道男子 石黒 航
剣道女子 畑澤 心愛
卓球男子 鈴木 直凜

第３位 卓球男子 鈴木 陸久
陸上１年女子100M 石川 知奈

ベスト８
第５位 卓球男子 保坂日向太
第６位 卓球男子 畠山 優
第７位 卓球男子 下間 大輝
第５位 卓球女子 上田 桃

応援、御協力ありがとうございました。

＜各種大会結果＞
全県秋季大会水泳競技

男子400m自由形 第６位 三浦幸太郎
女子400m自由形 第６位 加賀谷いずみ

第34回秋田県少年少女レスリング選手権大会
中学生男子の部40kg級 第１位 伊藤 洋行

32kg級 第１位 大関 勁心
40kg級 第２位 菊地 寛人

中学生女子の部42kg級 第１位 北嶋 菜智
第２位 武田 愛

第46回男鹿地区中学校防火･救急救命弁論大会
努力賞 佐藤 紗咲 洞城美乃里

第46回東北七県珠算競技大会
村井 哉太
個人総合優秀賞 読上暗算第３部第３位 読上算第３部第３位
大場有紀乃 読上算第３部第３位

第23回男鹿市民スポーツ卓球大会
ジュニア１部 第３位 天王中男子Ｂ

第３位 天王中女子Ａ
ジュニア３部 第３位 天王中女子Ｂ

◇◆◇ 二田駅前夏祭り売上金を
地域福祉のために ◇◆◇

８月19日に行われた二田駅前夏祭りの売上金
27,955円を市の社会福祉協議会に寄付し、地域の
ために役立てていただくことになりました。
社会福祉協議会の会長石川久悦さんと職員の西

村さんが本校にいらっしゃいました。天中イベン
トプランナーコースの生徒が校長室に集まり、代
表して３年生が収益金を手渡しました。

10月の行事予定
１日 (月) 脊柱側彎症検診(2年) 部休日

生活学習強調週間 ～５日

２日 (火) 後期生徒会役員立候補者討論会

５日 (金) 前期終業式 英語検定②１次

７日 (日) 部活動一斉休止日
８日 (月) 体育の日
９日(火)～11日(木) 秋季休業日
12日 (金) 後期開始 衣替完全実施

13日 (土) 土曜塾

15日 (月) 生徒会任命式 専門委員会

16日 (火) ３年進路ＰＴＡ

18日 (木) 職員会議 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ理科 部休日

１･２年生マナー講座

19日 (金) 議案書読合せ 第２回漢字検定

20日 (土) 土曜塾

21日 (日) 部活動一斉休止日

22日 (月) １年生宿泊学習～23日 部休日

２年生キャリア･スタート･ウィーク～25日

23日 (火) ３年実力テスト

26日 (金) 江戸糸あやつり人形巡回公演
27日 (土) 土曜塾
29日 (月) 専門委員会 部休日

１日 (木) 生徒総会

キャリア･スタート･ウィーク（ＣＳＷ）

って何だろう？
潟上市で行っている中学校２年生を

対象とした職場体験の事業です。

10月22日から25日までの４日間地域の

事業所に通い、実際に仕事(の一部)を

体験することになります。

今年度は、33の事業所に協力していただき、販売

や製造、農業、福祉他、さまざまな業種の仕事を体

験することとなりました。仕事の意義、困難なこと、

やりがいなど実際の体験を通して学びます。期間中

はポスターやのぼりが事業所に掲示されています。

働いている中学生を目にしたら一声かけていただけ

れば幸いです。

10月１日から部活動が変わります！
今年３月にスポーツ庁より公表された｢運動

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」
や男鹿潟上南秋校長会の申し合わせ、潟上市教
育委員会の指導を基に、本校では次のとおり対
応することになりました。

〇平日の部活動は２時間以内
休日の部活動は３時間以内

〇土日の少なくとも１日、平日１日を部活
休止日とする。

〇第１，３，５日曜日はこれまで同様部活動
休止日とする。

短時間で効率よく練習できるように、ミーテ
ィングを開き、自分たちで目標や約束ごとを決
めて取り組むこととしました。


