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誇りを胸に未来に向かって前進し続ける学校

学校教育目標
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○自ら学ぶ生徒
○思いやりのある生徒
○健康に努める生徒

生かし合う
校長

二見

隆久

１０月３１日（土）に第６３回全日本吹奏楽コンクールが、名古屋国際会議場センチュリーホールで
開催されました。本校吹奏楽部は西関東代表として参加し、素晴らしい演奏を披露して金賞を受賞しま
した。初出場での金賞は本当に快挙と言っていいと思います。自由曲の「トゥーランドット」が終わっ
た時、一瞬の静寂の後に会場が割れんばかりの拍手に包まれました。その拍手の渦の中で、部員たち一
人一人の顔は、満足感と誇りに輝いていました。これまで取り組んできたこと、つらかったこと、苦し
かったことは全て、この特別な空間でこの拍手を受けるためだったとすれば、血のにじむような日々も
瞬時にして報われたことと思います。これまで応援していただいた皆様にも改めて感謝申し上げます。
その前日３０日には、本校の合唱コンクールが朝霞市民会館「ゆめぱれす」で開かれました。どのク
ラスも練習の成果を出し切り、一生懸命歌いあげてくれました。先生方からは「これまで経験した合唱
コンクールの中でも最高だった」
「３年生の学年合唱を聞いて涙が出た」などの感想が出るほど、素晴ら
しい合唱コンクールでした。審査委員長をお願いした東邦音楽大学の西田先生からも「これほどレベル
の高い合唱は滅多にない。どのクラスも甲乙つけがたく、審査をするのが大変でした。」とお褒めの言葉
をいただきました。
１０月の全校朝会で生徒に「合わせる」という話をしました。合唱をはじめ学校生活全般において仲
間と「心を合わせること」の大切さとその難しさ、様々な困難を乗り越えて味わう達成感は今しか味わ
えない貴重な体験なのだという内容です。その意味において吹奏楽部も合唱コンクールに臨んだ各クラ
スも見事に「心を合わせて」素晴らしい結果を残してくれました。
そしてその姿からこちらが学ばせてもらったことがあります。それは「合わせる」ことから一歩進ん
でお互いを「生かし合う」ことの美しさです。ともすれば「自分が、自分が」となりがちな今の世の中
において、人を尊重して響かせるハーモニーからは、どちらの演奏においても最高の「生かし合い」を
感じ取ることが出来ました。素敵な秋の日に感謝です。
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１７時１５分
日 曜

彩の国 教育の日（教育週間 ～7 日）
月②①⑤③④ 保育実習（3-5）
文化の日
朝霞市技術科主任研修会授業研究会
専門委員会 PTA 運営委員会
生徒朝会 金⑤⑥④③②① 市内小中音楽会 保育実習（3-1）
土曜参観 月④・月⑤・クリーン大作戦（雨天時 月③） 県駅伝
振替休業日
木曜授業 3 年三者面談期間 1・2 年教育相談期間 給食費納期限
水②⑤⑥③④ 保育実習（3-3）
開校記念日 記念朝会 月①②③ 朝霞二中研究発表
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ地区大会
金②③④⑤⑥ 青少年健全育成地域の集い
県民の日

☆
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持久走大会（3 年）1・2 校時 （2 年）3・4 校時
持久走大会（1 年）3・4 校時
木曜授業 南部南地区音楽会 13:00～戸田市文化会館
水曜授業 1・2 年フィールドワーク
金⑥⑤④③②① テスト前期間 校区あいさつ運動
郷土を描く児童生徒美術展中央展覧会 熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」
郷土を描く児童生徒美術展中央展覧会 熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」
勤労感謝の日 郷土を描く児童生徒美術展中央展覧会 熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」
火②①⑤⑥③④ 保育実習（3-7）
月曜時間割＋金①
期末テスト
期末テスト 図工美術展
図工美術展 9:00～16:30 朝霞市コミュニティセンター
図工美術展 9:00～16:30 朝霞市コミュニティセンター
後期授業開始 月②①⑤③④ 保育実習（3-6）

学校行事予定表については、今後変更があることを御承知おきください。

１日（火） 南部地区音楽会中央大会
２日（水）３日（木） 9・10・11・12 組職場体験学習
７日（月）～１１日（金） ３年三者面談期間
８日（火） 専門委員会

★活躍する一中生★
～大会・コンクールの記録～
○第６３回全日本吹奏楽コンクール 金賞 吹奏楽部
○埼玉県芸術文化祭ＪＢＡ埼玉県部会アンサンブルコン
テスト サクソフォン四重奏 奨励賞
クラリネット四重奏 埼玉県知事賞
○朝霞地区新人佒育大会
野球 第１位（県大会ベスト８）
サッカー ベスト１６
ソフトボール 第２位
陸上 共通男子 800m 第１位 北澤龍太郎（県大会出場）
１年女子 100m 第２位 甲神颯姫（県大会出場）
１年女子 100m 第６位 松本遥（県大会出場）
共通女子 1500m 第５位 長尾芽音（県大会出場）
２年男子 100m 第６位 佐藤連（県大会出場）
男子ソフトテニス 団佒ベスト８
個人第５位 橋本直樹・橋本凱斗（県大会へ）
女子ソフトテニス 団佒第３位
個人第１位 橋本悠里・石渡鈴乃（県大会へ）
男子バスケット ベスト１６
女子バスケット 予選リーグ惜敗
女子バレー 予選リーグ惜敗
バドミントン 男子団佒第１位（県大会へ）
男子ダブルス第２位 森啓輔・増本祐樹（県大会へ）
男子ダブルス第３位 佐藤海琉・太田一郎（県大会へ）
女子団佒６位
卓球 団佒・個人惜敗
剣道 団佒・個人惜敗
柔道 55kg 級第１位 鈴木晴斗（県大会へ）
水泳 50m 平泳ぎ 居関悠太（県大会出場）
100m 平泳ぎ 佐藤悠人（県大会出場）
100m 自由形 小池恭平（県大会出場）
200m フリーリレー 小池恭平・川田育人・
居関悠太・小島昂大（県大会出場）
○朝霞地区中学校駅伝競走大会
女子９位（朝霞１位） 長尾芽音・秋山遥・猪俣朱音・
橋本聖菜・藪上楓（県大会へ）
女子３区区間賞 猪俣朱音
男子１４位 北澤龍太郎・高橋陸・加納陸・伊藤大賀・
安部健人・長澤佑哉

ご案内 埼玉県では、11 月 1 日を「彩の国教育の日」、
11 月 1 日から 7 日までを「彩の国教育週間」として
います。本校では次の取組を実施します。
学校公開：１１月２日（月）・４日（水）～６日（金）
部活動公開：１１月２日（月）
・４日（水）～６日（金）
午後４時１０分～午後４時５０分（保護者同伴の場合）
土曜参観：午前８時５５分～午前１０時４５分
クリーン大作戦：午前１０時４５分～正午
（雨天の場合は授業参観）

１５日（火） 授業参観・保護者会
２１日（月） 給食終了
２４日（木） ２学期終業式
２５日（金）～１月７日（木） 冬休み

★一中・秋のアルバム★

【快挙を成し遂げた吹奏楽部帰校の様子】

【県大会で熱戦を繰り広げた野球部】

【襷は７日１０時熊谷スポーツ文化公園へ】

【朝霞“未来・夢”子ども議会に参加】

【ふれあいフェスティバルで舞う鳴子隊風雷】

【PTA 花植え・除草活動の様子】

【道徳研究授業での話合い活動】

【新役員に引き継がれた生徒会執行部】

県では、いじめ・不登校等の悩みを抱えた児童生徒や保護者のため、電話
相談「よい子の電話教育相談」を 24 時間、365 日実施し、その解消に取り
組んでいます。子供たちが「よい子の電話教育相談（子供用）」をより利用し
やすくなるよう、平成 27 年 10 月 1 日からシャープダイヤル「#7300」
が導入されています。
（子供用）#7300 または 0120-86-3192
（保護者用）048-556-0874
※（子供用）ひかり電話、ダイヤル回線、IP 電話、PHS を利用の場合や「#7300」が繋がらない地
域では引き続き「0120-86-3192」をご利用ください。
先月末行事の記事掲載のため、発行日を遅らせていただきました。ご容赦下さるようお願いいたします。

