平成２８年度

７月号

学校だより
平成２８年
（目指す学校像）

７月 ４日 発行

朝霞市立朝霞第一中学校
〒351-0013 朝霞市大字膝折２－３１

TEL:０４８－４６１－００７６
FAX:０４８－４６７－４７４１
Email:1chuu@city.asaka.saitama.jp

誇りを胸に未来に向かって前進し続ける学校
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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

心は見えない・・（？）
校長

二見

隆久

６月１９日（日）を皮切りに運動部の学校総合体育大会朝霞地区予選会が行われました。３年生は最後の大
会となり、三年間取り組んだ成果を十二分に発揮して頑張ってくれました。結果は悲喜こもごも、思わぬ敗戦
に悔しい涙を流したり、激戦の末に勝利をつかんでうれし涙で抱き合ったり、とそれぞれの会場でドラマが見
られました。全力を出し切った選手たちにも、応援で声をからした生徒達にも拍手を送りたいと思います。
さて今年度から本校では、生徒一人ひとりの心の状態を理解し、学級集団の状態を把握して、個々への対応
や学級経営に活かすために「楽しい学校生活を送るためのアンケートＱ－Ｕ」という心理テストを取り入れて
６月下旬に全生徒対象で実施しました。このＱ－Ｕは２つの心理テストから構成されています。ひとつは「居
心地の良いクラスにするための学級満足度」二つ目は「やる気のある学校生活を送るための学校生活意欲度」
を計るアンケートです。実施前には全職員で専門の方から研修を受け、各学年で時間を決めて実施しました。
最近多様化する社会の中で子供たちを取り巻く環境が大きく変化しています。その中で子供たちの心理面や
行動面の変化も激しく、その理解が難しくなってきていると言われています。特に対人関係の希薄化により、
人とのコミュニケーションが苦手で、心理的距離を縮められなかったり、自分の内面を表に出さなかったり、
ＳＮＳなどの発展によりバーチャルな世界でしか自己表現が出来なくなっている子供が増えています。
私たち教師は子供たちを見るプロとして、一人ひとりの生徒の理解に努め、何か心配な様子があればすぐに
声掛けをしていますが、全てを見通せるわけではありません。私はよく子供たちに「先生たちは超能力者では
ないので、君たちの心の中が見えるわけではない。いやな事があったり、悩んだりした時は相談してほしい」
と話しています。しかし中にはいくら言葉がけをしても「大丈夫です」とか「別に」などと言うだけで、なか
なか本音を見せてくれない生徒もいます。そしてコップの中の水があふれ出るように、ある日突然、学校に来
られなくなったり、家庭や学校で爆発したりする子もいます。本校では目指す教師像として～「子供の心」に
寄り添い、
「子供の心」の中に生きる教師～を掲げ、一人一人に寄り添う指導を進めていますが、生徒の「心
のコップ」が外から見えるわけではありません。人によって大きさも溜まっている水の量も違う「心のコップ」
の状態を客観的に理解する上で、Ｑ―Ｕのような心理テストや悩みの調査、心のアンケートなどは有効な手段
であると考えています。今回のアンケート結果は、夏休みの家庭訪問や三者面談でお伝えするとともに今後の
学級経営に生かしたり、学級集団づくりに役立てたりしていきます。また２学期に行う「心と生活アンケート」
の結果と合わせ、いじめや心の悩みの把握に努めていきます。
子供たちの心は「見えない」のではなく、私たち大人が様々な方法で「見ようとする」こと、小さな変化を
「見逃さない」ことでその状態をうかがい知ることが出来るのだと思います。もちろん子供の状態は学校だけ
で、つかみ切れるわけではありませんから、家庭での様子に変化が見られたり、何か気になることがあればす
ぐにお知らせください。学校の教員も保護者の皆様も子供たちに寄り添うことで、子供の心の中に生きる存在
になれればと願っております。
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ふれあい講演会

【学総】水泳
専門委員会
生徒朝会 ツ反接種

最終下校時刻

１８時１５分

等

福祉施設訪問（朝光苑）

ツ反判定 卒業アルバム写真撮影
ＰＴＡ家庭教育学級開講式及び第１回講演会
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海の日
終業式
夏季休業日（～８月３１日（水））
水泳県大会 三者面談・家庭訪問期間（各学級の計画による）
水泳県大会 バドミントン県大会

ＰＴＡ運営委員会

給食費振替日
卒業アルバム写真撮影
非行防止教室 保護者会
卒業アルバム写真撮影
給食終了 結核検診精密検査

☆
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水泳県大会
水泳県大会

陸上県大会
陸上県大会

バドミントン県大会

吹奏楽地区コンクール
吹奏楽地区コンクール

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。

８月予定表
３日（水）
３日（水）
６日（土）
８日（月）
１０日（水）

ＮＨＫ合唱コンクール
水泳部対抗戦
彩夏祭での一中鳴子隊演舞
吹奏楽コンクール県大会
給食費振替日

吹奏楽部地区コンクールＤ

第６２回全日本中学校通信陸上競技大会 埼玉県大会
男子４×100mR 第２位 富岡響 小野塚達巳 三橋淳史 佐藤蓮
第４０回朝霞地区剣道大会中学生男子の部 第３位 遠藤弘葵
朝霞地区中学校学校総合体育大会
陸上部 ３年男子 100m１位 佐藤蓮（県大会へ）
共通男子 200m４位 小野塚達巳（県大会へ）
１年男子 1500m４位 安部颯人（県大会へ）
男子走幅跳４位 滝澤晴希（県大会へ）
男子砲丸投４位 山本大貴
男子 4×100mR１位
青木晟眞・小野塚達巳・三橋淳史・佐藤蓮（県大会へ）
１年女子 100m４位 ディオ マヲ（県大会へ）
２年女子 100m３位 甲神颯姫（県大会へ）
女子砲丸投５位 石地梨紗
男子総合５位 女子総合８位
野球部 ３回戦惜敗
サッカー部 ２位（県大会へ）
ソフトボール部 ２回戦惜敗
男子ソフトテニス部 個人３位 髙橋英一・橋本凱斗（県大会へ）
団体１位（県大会へ）
女子ソフトテニス部 個人４位 田邊歩・我伊野彩花（県大会へ）
団体２位（県大会へ）
男子バスケットボール部 予選リーグ惜敗
女子バスケットボール部 予選リーグ惜敗
女子バレーボール部 予選リーグ惜敗
バドミントン部 男子団体２位 男子個人シングルス惜敗
男子個人ダブルス３位 森啓輔・増本祐樹（県大会へ）
女子団体５位 女子個人ダブルス・シングルス惜敗
卓球部 男子団体決勝トーナメント惜敗
男子個人シングルスベスト 16 鈴木優斗
女子個人シングルスベスト 16 越智遥香
剣道部 男子団体惜敗 女子団体惜敗
男子個人ベスト 8 遠藤弘葵（県大会へ）
水泳部 男子総合２位 女子総合１位
男子 400m リレー２位・400m メドレーリレー４位
小池恭平・小島昂大・居関悠太・佐藤悠人（県大会へ）
男子 50m 自由形２位・100m 自由形３位
小池恭平（県大会へ）
男子 400m 個人メドレー１位 鈴木悠 ２位 橋本凌大
女子 400m リレー２位（県大会へ）・400m メドレーリレー２位
阿部優李・小松千櫻・山本優菜・鈴木優佳
女子 100m 平泳ぎ２位・200m 平泳ぎ２位
山本優菜（県大会へ）
女子 800m 自由形２位 井上久留巳
柔道 男子個人 60kg 以下級１位 鈴木晴斗（県大会へ）
日頃の練習の成果を発揮し、全力を尽くすことができた
と思います。県大会に出場する皆さん、引き続き活躍を
期待しています。

１１日（木） 山の日
２０日（土）・２１日（日） ソフトボール部城山杯
２６日（金） 第１回校長会テスト
２８日（日） 朝霞市民総合体育大会水泳大会
９月１日（木） ２学期始業式

生徒総会の採決の様子。
生徒会本部役員、専門委
員会委員長が中心とな
り、今年度の活動につい
て議論し、意思統一を図
りました。

３年生の修学旅行。２泊
３日で奈良と京都の文
化と古都の魅力に触れ
ました。班行動を通じて
自主性を高めます。

アクションプランの取
組。今月の行動指針に基
づき、各専門委員会が全
校生徒を前に啓発活動
に取り組みます。生徒会
活動の活性化を推進し
ています。

３年生にとって最後の大会と
なる学校総合体育大会に向け、
全校で壮行会を行いました。初
戦を前に各部の部長が決意を
語りました。

校区内の小学校、高等学
校と連携したあいさつ
運動。今回は県立朝霞西
高等学校生徒会役員の
皆さんが加わり、爽やか
な挨拶を交わしていた
だきました。
第１回学校評議員会を行いました。平木倫子様の後任として、
髙橋松久様に学校評議員をお引き受けいただきました。平木様には
これまで大変お世話になりました。ありがとうございました。
《平成 2８年度学校評議員》
内田明様 大畑秀美様 関根進様 鈴木明子様 髙橋松久様
１年間どうぞよろしくお願いいたします。

