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誇りを胸に未来に向かって前進し続ける学校

○自ら学ぶ生徒
○思いやりのある生徒
○健康に努める生徒

バトンをつなぐ
校長

【新生徒会認証式】

【新部長集合】

二見

隆久

【新人体育大会壮行会】

二学期に入り、ひと月が過ぎました。一年間の折り返し地点を迎えて、学校ではこれまで学校の中心
を担ってきた 3 年生から 2 年生、1 年生へのバトンタッチが行われています。9 月 28 日（水）には、新
生徒会役員の認証式と新人体育大会朝霞地区予選会の壮行会が開催されました。認証式では新たに学校
をリードする 7 名の新生徒会役員に当選証書が手渡されました。私からは、生徒に向けて「自治の力」
という話をしました。自治とは言葉のとおり「自分たちで治める」こと、すなわち自分たちの学校生活
を自分たちでよくしていこうとするという意味であり、生徒会の人に任せきりにしたり、今後決まる後
期の委員会の人だけが頑張ったりするのではなく、全校の生徒一人一人が身につけるべき力なのだとい
う内容です。昨年度から今年にかけて、朝霞一中では生徒の自治の力が大きく伸びました。生徒会は三
年生を送る会の復活や体育大会での新種目の導入など新たなチャレンジに積極的に取り組んでくれまし
た。各専門委員会の活動も活性化し、生徒朝会で生徒自身の手によって月別の目標と取り組み内容が示
されるようになりました。生活チェックでは今年から取り組んでいる「着席チャイム」も生徒自らが声
かけをしてすっかり定着しました。
「着席チャイム」とはこれまでのチャイムで席に着く「チャイム着席」
を一歩進めて、全生徒が席に着いた状態でチャイムを聞く、チャイムと同時に授業が始まるという取組
です。今後も生徒自身が自分たちの手でより良い学校生活を築き上げる「自治の力」を高めていきたい
と考えています。
認証式に引き続いて行われた新人戦の壮行会では新たに部長となった 2 年生が新人戦への意気込みを
熱く語りました。その後、文化部を代表して美術部の部員から応援グッズとして手作りのうちわが手渡
されました。これで終了と思ったとき、3 年生の旧部長たちが一斉にステージに上がり 1・2 年生に向け
てエールを送ってくれました。その中で「3 年生は 1・2 年生をずっと応援しています。」という温かな
声掛けがあり、体育館は拍手に包まれました。このあと 3 年生はそれぞれの進路に向けてチャレンジす
る時期になります。そして 2 年生が部活動や委員会でも中心になって活躍するようになります。しかし 3
年生には卒業するまで一中の顔でいてほしいし、1・2 年生にはそんな 3 年生からたくさんの「思い」を
引き継いでほしいと思いました。

2 年連続全国へ

～吹奏楽部～

本校吹奏楽部は 9 月 3 日（土）に行われた西関東吹奏楽コンクー
ルに埼玉県代表として出場し、見事金賞を獲得、2 年連続で全日本
吹奏楽コンクールへの出場を決めました。昨年度初出場で金賞をい
ただき、プレッシャーのかかる中での快挙です。10 月 22 日（土）
に名古屋で行われる全国大会でこれまでの猛練習の成果を出し切
って、頑張って演奏してきます。皆様の応援よろしくお願いします。
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新人体育大会１日目
部活終了 17:30
新人体育大会（卓球）（バレーボール）
新人体育大会２日目 新人体育大会(硬式テニス)３年保育実習
新人体育大会３日目 新人体育大会（硬式テニス） 脊柱側わん
検査予備日 ３年保育実習
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生徒会前後期交代
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新人体育大会予備日
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合唱コンクール公開リハーサル（①②３年、③④２年、⑤⑥１年）
学年内授業（１年家庭科・２年技術の中間テスト実施）
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専門委員会（前期最終回） 新人体育大会予備日
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新人体育大会県大会（陸上）
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２年総合的な学習の時間講演会（５時間目）
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体育の日
新人体育大会（硬式テニス）給食費振替日 ＰＴＡ運営委員会
３年進路説明会 2:00PM 体育館
学校朝会 新人体育大会県大会（陸上） 朝三中研究発表会
３限授業 新人体育大会予備日（硬式テニス） ３年保育実習

専門委員会

市内特別支援学級交流会（二中）

ＰＴＡ花植え・除草 14:00～

吹奏楽部全日本ｺﾝｸｰﾙ（愛知・名古屋）
新人体育大会県大会（ソフトボール）

この日より部活終了 17:00

朝霞“未来・夢”子ども議会

新人体育大会県大会（ソフトボール・野球）
朝霞地区中学校駅伝大会 新人体育大会県大会（ソフトボール・野球）
３年保育実習
朝霞地区中学校駅伝大会予備日 新人体育大会県大会（野球）
新人体育大会県大会予備日（ソフトボール）
第２回校長会テスト（３年） 新人体育大会県大会（野球）
新人体育大会県大会予備日（ソフトボール）
新人体育大会県大会（硬式テニス） 新人体育大会県大会予備日（野球）
ふれあいフェスティバル・ＰＴＡバザー準備 17:00～
ふれあいフェスティバル・ＰＴＡバザー
新人体育大会県大会予備日（野球）

学校公開週間

１１月予定表
１日（火）・４日（金）・５日（土）学校公開週間
２日（水）合唱コンクール（ゆめぱれす）
５日（土）土曜参観 クリーン大作戦 （７日(月)振替休業日）
５日（土）・８日（火）・９日（水）部活見学
１１日（金）創立７０周年記念式典
１２日（土）開校記念日・１４日（月）県民の日

★活躍する一中生★
福祉の仕事に携わる方々
を講師としてお招きし、
認知症サポーター養成講
座を実施しました。

小グループを用いて、
生徒同士の学び合いを
深める授業を展開して
います。

学力向上を目指して、
ＩＣＴ機器を活用し、数
学の少人数指導を行って
います。

１０・１１月は朝霞市いじめ防止月間です
いじめは、いつ、どこででも起こりうると認識した上で、予防と組織
的な早期対応によって解消すべき喫緊の課題です。そこで、埼玉県では
１１月の“いじめ撲滅強調月間”を、朝霞市では１０・１１月の“いじ
め防止月間”を中心にいじめ根絶の啓発活動に取り組んでいます。
本校におきましては、
“心と生活アンケート”の実施を通じて、早期発
見、早期対応等いじめの未然防止の徹底を図ります。また、
“オレンジリ
ボンキャンペーン”等、生徒会を中心とした啓発活動を展開します。生
徒指導・教育相談体制の充実については、相談機関一覧を掲載した“ひ
とりでなやまないで”の配布を通じて組織的対応を強化するとともに、
道徳教育の充実を図り、豊かな情操と心の通う対人関係づくりを進め、
いじめを許さない学校づくりに取り組んでまいります。ご家庭におかれ
ましても、お子様の声に耳を傾けていただき、お気づきのことがござい
ましたら、学校にお知らせいただけますようよろしくお願いいたします。

県では、教育に対する関心と理解を一層深める機会として、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。本校ではこの期間に「学校公開」
「土
曜参観」
「クリーン作戦」「部活見学」等を計画しています。詳細
につきましては改めてお知らせいたします。

１５日（火）３年三者面談（～２２日(火)） ３年持久走・駅伝大会
１６日（水）１・２年持久走・駅伝大会
１７日（木）1・2 年フィールドワーク(校外学習)
２４日（木）２年ＰＴＡ校外パトロール 小中連携あいさつ運動
２７日（日）市Ｐ連ＰＴＡ綱引き大会
２８日（月）・２９日（火）期末テスト

○救急車適正利用啓発ポスター用図画 佳作 岩橋美実 榊󠄀琴美
○朝霞班中学校英語弁論暗唱大会朝霞市予選
弁論の部４位 石地梨紗
○第６１回朝霞市民総合体育大会種目剣道
中学生男子１年生の部第３位 星魁人 石川拓也
中学生女子２・３年生の部第３位 丸山琴葉
中学生女子１年生の部準優勝 渡部さくら
○第６１回朝霞市民総合体育大会バドミントン大会中学生の部
男子１位 増本祐樹
３位 金内駿・栁沼翔太 中山悠也・金子雅人
女子１位 小野田紗季・大矢怜奈 ２位 岡村未瑠・武藤里奈
３位 渡邊さつき・貫井葉央
○第２２回西関東吹奏楽コンクール中学校部門Ａ 金賞 吹奏楽部
○埼玉県中学校新人体育大会兼県民総合体育大会水泳
女子 50m 平泳ぎ５位 山本優菜
○朝霞地区中学校新人体育大会水泳女子総合２位
男子 200m 背泳ぎ２位 藤邉直紀
男子 400m 自由形２位 北原颯大
女子 400m 自由形１位 井上久留巳
女子 200m 平泳ぎ１位 信國香葉
女子 50m 平泳ぎ２位・女子 100m 平泳ぎ２位・女子 200m
バタフライ２位 山本優菜
女子 200m 背泳ぎ２位 鈴木優佳
女子 400m 個人メドレー２位 小松千櫻
女子 400m メドレーリレー２位
鈴木優佳・山本優菜・井上久留巳・小松千櫻
○朝霞地区中学校新人体育大会陸上競技の部
共通男子 400m ５位 天野颯太
男子走幅跳 ３位 磯ヶ谷健亮（県大会へ）
１年女子 100m ７位 ディオマヲ（県大会へ）
２年女子 100m ７位 甲神颯姫 ８位 松本遥
共通女子 200m ４位 甲神颯姫（県大会へ）
女子走高跳 ２位 松本遥（県大会へ）
女子 4×100mR ３位
橋本莉央・甲神颯姫・松本遥・ディオマヲ
女子総合 ７位
○朝霞班児童・生徒発明創意くふう展
優秀賞：石橋千紘「今、肩のつぼ押してます」
優良賞：相川楓花「めくれマスク」
神宮真弓「カイロポケットつきネックウォーマー」
○朝霞市民総合体育大会秋季中学生ソフトテニス大会
男子２位 嶋田蓮樹・髙熊栄輔
女子３位 須田真央・山村茉優 中野来玲・芳野彩実
○朝霞市読書感想文コンクール入選
羽鳥由衣 船木来夢 林美咲 梶岡季緒

