
愚直に
校長 伊藤 一之

2019年が明けてから、早１か月。本校生徒

は今のところインフルエンザの流行にものら

ず、元気に学校生活を送っています。

少し前のことになりますが、正月恒例の高

校サッカーで秋田商業高校がベスト８に進出

する大活躍を見せました。私立高校全盛の中

で、夏の金足農業高校の野球に続く公立高校

の躍進で、秋田県民にとっては心躍る瞬間と

なりました。全国大会で計３度の優勝を誇る

古豪秋商は、今大会も持ち前の「走る」サッ

カーで勝ち上がりました。私が高校生だった

40年以上前の秋商も、今と

同じで「走る」ことにかけ

ては他校に決して負けない

スタイルのサッカーで、当

時も秋田県サッカー界をリ

ードしていました。

現代のスポーツ界では、

どんな競技においてもそのプレースタイルが

変化したり進化したりすることは常識となっ

ています。ルールも昔とはずいぶん変化した

競技も多いはずです。

そんな中で秋商の走ることを大事にすると

いうことについては、創部以来、長きにわた

って伝統を受け継いできたのでしょう。相手

に走り勝つということに信念をもち、その伝

統を綿々と守り続けながら現代サッカーに挑

戦し続けてきたのだと思います。その結果、

公立高校では唯一の全国ベスト８に輝くこと

ができたのだと思います。

一つのことを徹底して追究していくことに

よってそのこと自体に価値が出てくること

は、学校での様々な取組においても継続させ

るか否かを考える時の大きな参考になりま

す。また、生徒の皆さんが何かに取り組む際

の姿勢と心のもち様においても、大いに学ぶ

べき点があるのではないかと思います。

例えば、本校の１年１組は、10月の後期以

降、一日も欠かさずに給食を完食し続けてい

ます。残食０なのです。１日、２日であれば

いざ知らず、欠席の友だちがいる日も食欲が

ない日も、配膳されたメニューがどうしても

苦手な日だってあることでしょう。にも関わ

らず、１年１組だけは毎日食缶の底がきれい

に見える状態なのです。給食を完食するとい

う、言ってみればごく自然で簡単そうなこと

であっても、１日も欠かすことなくそれを継

続し、昨日までの63日

間続けることによって

こそ、そこには大きな

意味と価値が出てくる

のです。

地道なことであっても、継続して取り組む

ことによってそれが次の力に繋がっていくの

。 、ではないでしょうか 毎日の学校での学習で

先生や友達の話を聞き逃さずに集中して学習

し続けた人、どんな日でも家庭学習を継続し

て難しい問題にも頭をひねりながら挑戦し続

けた人、部活動において、毎日人よりもたく

さんのシュート練習を積み重ねた人、剣道で

毎日気持ちのこもった素振りを続けた人、柔

道で自分の得意技の打ち込みを手を抜かずに

頑張り続けた人、野球のキャッチボールで相

手が取りやすい所を目がけて投げ続けた人、

30回の筋トレを１回もごま

かさずに毎日やり通した

人、吹奏楽でロングトーン

を毎日欠かさずに吹き続け

た人等々。このように真っ

直ぐに頑張って生きている

人には、必ずやその成果が

結果に結び付いてくると信

じたいのです。

年明け早々の私立推薦、一昨日の公立前期

選抜と、３年生の受験が進んでいます。３月

５日の公立高校入試までまだ１か月ありま

す。これまで頑張ってきたことを信じ、継続

することの力を信じて頑張り抜いてほしいと

思います。そして必ずや自らの力で未来への

扉の第１ページを勝ち取ることを期待し、応

援します。信念をもって愚直に。
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教室で学ぶ教科の授業以外にも学校には学びの場
がたくさんあります。１月には、講師の方を迎えて
実際に体験したり、直接お話をうかがう機会があり
ました。

１年思春期講座
胎児人形を抱っこしたり、重りを抱いて妊婦体験

をしたり、心音を聞いて命の力強さを知ったりと自
分の命の大切さや家族や仲間
の命の大切さを感じ、考えた
１時間でした。
価値のない人はいない 生「 」「

きてるだけで100点満点 「人」
の命は宇宙より重い」心に残

。る言葉がたくさんありました
感想から
お母さんとお父さんが一生懸命育ててくれた命をこれ

からも大切にしていき 「ありがとう」を伝えたいと思い、

ました。つらいときも悲しいときもしっかりと生きてい

きたいです。

２年高校学習会
５つの高校の

、先生方を迎えて
高校での学習や
生活、部活動に
ついて教えてい
ただきました。
また、各学校の
特色ある取組や
将来の進路など
もうかがうことができました。保護者の方も多数御
参加くださいました。
感想から

この会で自分がもっている情報量を増やすこ
とができました。まだまだ点数を伸ばせるの
で、今日からでも学習量を多くしたいです。

２年認知症サポーター養成講座
「認知症」という言葉は知っていてもなかなか具

体的に理解できず身近なことがらとして捉えること
が難しいものです。市地域包括
センターの方から詳しく教えて
いただきました。
認知症と脳の関わり、適切な

対応について学びました。
感想から

今まで思っていたのとは違うところがあって勉強になりま
した。｢驚かせない｣｢急がせない｣｢自尊心を傷つけない｣の３

。つの｢ない｣を意識して適切な対応をしていきたいと思います

学校ブログ「天中ＤＩＡＲＹ」も
どうぞ御覧ください。検索サイトで
「 」 。天中ＤＩＡＲＹ と入力してください
また、スマートフォンの方はこのＱＲ
コードからも探すことができます。

生 徒 の 活 躍
応援、御協力ありがとうございました。
＜各種大会等結果＞
第１回男鹿潟上南秋児童生徒書き初め展

銀賞 ３年 樽川小春 ２年 草皆康介
銅賞 ２年 七島悠梨果

１年 宮城さくら 鈴木彩子
全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ中央地区予選

管打８重奏 木管６重奏 銅賞
YBAﾘｰｸﾞ 2on2バトル部門 第２位 桜庭 葵
第14回潟上カップ剣道大会

中学校男子２年の部 優 勝 石黒 航
１年の部 優 勝 髙橋 寛

準優勝 古川大輝
第３位 佐藤航大

女子の部 準優勝 畑澤心愛
最優秀選手賞 石黒 航

第14回潟上市バスケットボール大会
女子の部 準優勝
ベスト５ 草皆 杏 鎌田栞苗

第32回男鹿潟上南秋中学校学年別卓球選手権大会
２年男子 優 勝 保坂日向太

準優勝 尾形澪音
３ 位 畠山 優 鈴木直凛

２部２年男子 優 勝 下間大輝
２年女子 ３ 位 上田 桃
２部２年女子 ３ 位 大日向涼伽
１年女子 優 勝 松村妃愛

準優勝 安田茉央
３ 位 伊藤七虹 松村未瑠

２部１年女子 優 勝 近藤美響
準優勝 林 美有

２月の行事予定
１日 (金) ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ学校運営協議会

２日 (土) 聖霊推薦Ⅱ･一般試験

和洋一期試験 土曜塾

３日 (日) 全県一斉部活動休止日

４日 (月) 生活学習強調週間～８日

５日 (火) 校内授業研（初任者）

７日 (木) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ社会 学校保健委員会
国学館一般試験 明桜一般試験 8日～

９日 (土) 土曜塾

11日 (月) 建国記念の日

15日 (金) 学年末ＰＴＡ 情報モラル講座

16日 (土) 土曜塾

17日 (日) 全県一斉部活動休止日 高専学力試験

18日 (月) 職員会議 全校歌練習

19日 (火) １･２年後期期末テスト

３年実力テスト

21日 (木) きずな集会 ＰＴＡ評議員会

23日 (土) 土曜塾（最終）

24日 (日) 柔整旗争奪全県小･中学校柔道大会
25日 (月) 部活動休止日 全校歌練習
27日 (水) 特別支援教育委員会

28日 (木) 専門委員会


