
地域で学ぶ
校長 伊藤 一之

例年であれば、前庭の桜やもみじが鮮やかな秋を
演出してくれるのですが、台風の塩害で落葉してし
まった今年の庭はすでに晩秋の風情です。刈り取り
を終えた農家の方々からは、今年の稲作は天候や台
風の影響からか、思いがけない不作を嘆く声も聞か
れます。そんな中で、先日のプロ野球ドラフト会議
において、吉田輝星選手が日本ハムファイターズか
ら１位指名を受け、天王中学校出身の初のプロ野球
選手の誕生という、本校にとっては極めて明るいニ
ュースもありました。じっくりとプロの環境や練習
に慣れ、大いに活躍することを心から期待し応援し
たいと思います。
さて、10月22日・23日に１年生は秋田市での職場

訪問と宿泊学習を行いました。この活動は自分たち
の力で秋田市内の15事業所を訪問し、見学や調査を
通して働く人々の生き方を学び、これからの自分の
進路や職業選択に役立てるというのが主な目的で
。 、す 秋田駅から公共交通機関を利用して職場を訪れ

見学後は秋田市寺内にある県青少年交流センター
「 」 。ユースパル に集合するという日程で行いました
どのグループも充実した研修を行い、時間内に安全
に宿泊先にたどり着くことができました。
天王小学校で同職した私のかつての上司が、たま

たまヤマダ電機を訪問中の天中生を見かけたよう
で 「店員さんから教、
えてもらったことに真
摯に一生懸命向き合っ
ていました」と連絡を
下さり、学校にいなが
らにして天中生の活動
の様子に合点したので
した。

真剣にメモを取る1年生 秋田市消防本部にて

一方、２年生は10月22日から４日間にわたり、市
内外の33事業所においてキャリア・スタート・ウィ
ーク（ＣＳＷ）として職場体験活動を行いました。
潟上市では以前から教育委員会が主導して各職場に
事前に依頼し、ＣＳＷ実行委員会を組織して３中学
校が足並みを揃えて進められるようにと、全面的に
体験活動を支援して
くださっています。
これまでも毎年充実
した活動が展開され
大きな成果を上げて

。きているところです
本校においても職

場との連絡を取った
り事前の打ち合わせ

を綿密に行ったりし
て、今回の活動に向
けて準備を進めてき
ました。
秋田県教育委員会

では、職場体験活動
の目的を「学ぶこと
や働くこと、生きる

、ことの尊さを実感させ
社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる
資質・能力を育てる。また ・・・広く社会に発信、
し行動できる人材の育成を図る」としています。
「地域」というフィルターを通して、新たな発見

をしたり地域への感謝や尊敬の念をもったりしつ
つ、自らも目標をもち、その実現に向けて挑戦し、
未来の地域社会へ貢献しようとする市民を育ててい
くことが大きなねらいとなっているのです。
今回の体験活動を通して、子どもたちは確かな成

長を見せました。体験中の職場を訪ねてみると、担
当者の方々からは 「元気があってあいさつが素晴、
らしい 「指示されなくても自分から進んで仕事に」
取り組んでいる 「生徒の頑張りに職場も刺激を受」
けている 「同じ仕事にも黙々と取り組んでいる」」
など、生徒の取組の姿勢を高く評価する言葉をたく
さんいただいています。子どもたちは「社会的・職
業的に自立するために必要な基盤となる資質・能
力」の一端を身に付けることができたのだと思いま
す。まさに 「地域で学ぶ」貴重な機会となりまし、
た。子どもたちの学びを地域で支えてくださった多
くの事業所さんに、心から感謝したい思います。

子どもたちが質の高い文化芸術を鑑賞・体験する
機会としての文化庁主催 「文化芸術による子供の、
育成事業」による『江戸糸あやつり人形』公演を10
月26日に開催しました。
江戸時代初期から続い

てきた糸あやつり人形
と、写し絵という伝統の
技で、宮沢賢治の注文の
多い料理店を演ずるとい
う見事なコラボレーショ
ンで、会場は幻想的な世
界に包まれました。
一昨年の京都フィルハ

ーモニー、昨年の鎌倉能
に続き、本物の文化芸術
に直接触れる機会となり
ました。
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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。

江戸糸あやつり人形
伝統の技と宮沢賢治の世界を堪能

満面の笑顔です！ 園児との楽しい昼食

力仕事は俺に任せろ！ 頼もしき人材



生 徒 の 活 躍

＜各種大会結果＞
県剣道道場対抗錬成大会
中学生１年生女子個人 ベスト８ 畑澤 心愛

第60回六市四郡剣道大会
中学校男子 第３位

第15回田沢湖スポーツセンター中学校卓球大会
男子の部 第３位

潟上市 ふくしの作文コンクール
優秀賞 石川 知奈

応援、御協力ありがとうございました。
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部活動に続いて生徒会活動も
この10月で３年生から１･２年生へのバトンタッチ
が行われました。
１０月２日 生徒会役員選挙・討論会
来年度前期までの

新生徒会役員が決
定。これからの生徒
会を担うメンバーと
しての抱負を話す討
論会が行われまし
た。コーディネータ
ーの３年生の進行で、目指す天中の姿や具体的な取
組について話しました。また、全校生徒からの質問
に一生懸命答える姿にこれからの活動への意欲を感
じました。
１０月１５日 任命式 第１回専門委員会
生徒会活動の新たな

スタートとして任命式
が行われました。生徒
会長が校長先生から任
命証を受けとり、続い
て各専門委員が大きな
返事をして起立しまし
た。各専門委員会では、組織や活動計画について活
発に話し合われました。
１０月１９日 議案書読み合わせ
生徒総会に向けて放送

を使って議案書読み合わ
せが行われました。新生
徒会執行部や専門委員長
は緊張した面もちでマイ
クに向かっていました。
放送後、学級討議が行わ
れ、そこで出された質問や意見を集約して生徒総会
に向けての準備を進めていきます。

これまで３年生が中心になって行ってきた生徒会
活動、バトンを受け取って初めてその大変さ、責任
の重さなどを感じている１・２年生です。
生徒会役員討論会では３年生から「抱負を聞いて

８０周年に向けて歩み出した天中を引っ張っていく
新リーダーに頼もしさを感じた」との応援メッセー
ジもありました。３年生の力も借り、新たな挑戦を
することでこれまで築き上げてきた歴史にまた新
たな１ページを書き加えていくことを期待して
います。その第１歩となる後期生徒総会は
１１月１日に行われます。

11月の行事予定
１日 (木) 後期生徒総会 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ社会

３日 (土) 文化の日 県秋季剣道大会

４日 (日) 全県一斉部活動休止日

英検②二次

５日 (月) 話す･聞く強調週間(～９日)

７日 (水) 市郡教科等研究会

９日 (金) キャリア教育講演会 辻村直也氏

第２回学校運営協議会
10日 (土) 県秋季柔道大会(～11日)

土曜塾

12日 (月) きずな集会 相互授業参観週間(～22日)

３年生三者面談期間(～16日)

15日 (木) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ国語

16日 (金) 数学検定②

17日 (土) 県秋季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会(～18日)

土曜塾

18日 (日) 全県一斉部活動休止日

19日 (月) 職員会議 専門委員会

22日 (木) 後期中間テスト３年生

学校給食試食会・学校給食委員会

家庭学習強調週間(～30日)

23日 (金) 勤労感謝の日

24日 (土) 土曜塾
25日 (日) 部活動テスト休み期間(～29日)
27日 (火) 校内研修会

（言語活動指導者養成研修）

29日 (木) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ数学

30日 (金) 後期中間テスト１・２年生

キャリア教育講演会のお知らせ

「潟上から世界へ
～ 」ここから羽ばたく君たちへのメッセージ

と題して潟上市出身の (出戸小･天辻村直也さん
南中)を講師に迎え、講演会を行います。
辻村さんは、１秒間のアクセス数が３００を超

える日本でナンバーワンのオンライン辞書サービ
スWeblio(ウェブリオ)の創業者で代表取締役を務
めています。オンライン百科事典や辞書、オンラ
イン英会話(語学学習)、翻訳アプリ事業などを日
本各地や海外に展開しています。
当日は、講話に加え、中学生とのディスカッシ

ョンも企画しています。また、天王・東湖小の６
年生も参加します。保護者や地域の皆さんにも公
開いたしますので、お誘い合わせの上、ぜひお越
しください。

期日 １１月９日(金)
時間 １３：３０～１５：１５
場所 天王中学校体育館

１３:２５までに
会場にお入りください


