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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

夏に咲いた花
校長

二見

隆久

４２日間の夏休みも終わり、今日から２学期がスタートしました。今年の夏はリオデジャネイロ・オ
リンピックに熱狂し、日本人選手の活躍に歓喜した人も多かったのではないでしょうか。この夏リオで
咲いたたくさんの花は私たちに多くの感動と希望を与えてくれました。始業式では、私からオリンピッ
クに絡めて「夢は大きく目標はスモールステップで」という話をしました。
一中生もこの夏、様々な花を咲かせてくれました。７月３１日（日）に駒沢公園で開かれた全日本フ
ライングディスク競技大会に８・９組の生徒が出場したくさんのメダルを獲得する活躍を見せてくれま
した。また同日に囲碁将棋部も文部科学大臣杯の全国大会に団体として出場しました。８月３日（水）
には NHK 音楽コンクールに本校から選抜メンバーが出場し大宮ソニックシティーのホールで素敵な歌
声を響かせました。全員の息の合った素晴らしい合唱でした。毎年恒例の彩夏祭では、本校の鳴子チー
ム「風雷」が６日（土）に演舞を披露しました。炎天下にもかかわらずそれまでの練習の成果を発揮し
て踊り抜き、沿道から大きな拍手を受けました。吹奏楽部は８日（月）に所沢ミューズで開催された吹
奏楽コンクール県大会で今年も金賞を受賞し、４年連続で西関東大会出場を決めました。ぜひ全国大会
目指して頑張ってほしいと思います。さらには陸上部３年の佐藤蓮君が県大会で１００ｍの標準タイム
を突破して、８月９日（火）に関東大会、そして２３日（火）には全国大会に出場しました。私も松本
まで応援に行きましたが、トラックを駆け抜ける姿は本当に輝いていました。
この他にもサッカー部、男女テニス部、陸上部、水泳部、剣道部、バドミントン部、柔道の鈴木君が
県大会に出場し活躍してくれました。生徒たちの頑張りをたたえるとともに、夏に咲かせた花が 2 学期
に実りの秋を迎えて、さらなる活躍に結びつくように願っています。

ICT 機器を生かした授業づくり
5 月号の学校だよりでお知らせしたように、夏休み中にコンピュー
ター室のパソコンを全てタブレット型に入れ替えました。また大型
（65 インチ）のタッチパネル型映像提示装置も同時に導入しました。
これにより各学年の階に今年度準備した ICT ルームはもちろん、普通
教室でも生徒がタブレットパソコンを用いてインターネットで調べ学
習をしたり、教師や生徒同士の画面を双方向で大型テレビに映したり
して共有することができるようになりました。今注目されているアク
ティブラーニングの手法を取り入れ、生徒同士で話し合わせたり、そ
の結果を発表したりする際のツールとして有効活用していきたいと考
えています。

【夏休み中に使い方を研修しました】
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９月学校行事予定表
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最終下校時刻
１８時１５分
日 曜

始業式
給食開始 避難訓練 航空写真撮影 3h
【吹】西関東コンクール（群馬・前橋） ソフトテニス大会（一
中＆青葉台公園） ＰＴＡバレーボール大会（総合体育館）
教育実習開始
専門委員会 朝光苑自主体操（特別活動室）
PTA 運営委員会 認知症サポーター養成講座（３年 56h）
生徒朝会
発表会準備
文化部発表会
朝光苑まつり 13:30～（吹奏楽部出演）
給食費振替日
【1・2 年】二者面談（～21 日）
認知症サポーター養成講座（３年 56h）
新人水泳県大会
新人水泳県大会

☆
１０月予定表
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秋分の日
（2 年）脊柱側わん 8:45
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市英語弁論大会
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制服リサイクル 7:30～8:30

制服リサイクル 7:30～8:30

生徒会役員選挙予備 地区水泳新人戦
教育委員会学校訪問
生徒会役員認証式 表彰 新人戦壮行会・AET 送別会
地区英語弁論（市ｺﾐｾﾝ）（身体測定 2h3 年 3h2 年 4h1 年）
【新人】陸上
【新人】陸上予備

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（土）新人体育大会１日目
２日（日）新人体育大会（卓球・バレーボール）
３日（月）新人体育大会２日目
４日（火）新人体育大会３日目 脊柱側わん予備日 13:30～ｺﾐｾﾝ
６日（木）専門委員会
７日（金）生徒朝会
９日（日）市民体育祭（吹奏楽部演奏）
１１日（火）給食費振替日 PTA 運営委員会 ３年進路説明会 PM
１２日（水）学校朝会 新人陸上県大会 ３時間授業
１３日（木）新人陸上県大会

朝光苑自主体操（特別活動室）

テスト期間部活中止(～16 日)

１４日（金）講演会 5h(２年総合) 第２回 PTA 家庭教育学級
１７日（月）中間テスト
１８日（火）後期専門委員会 部活終了 17:00
１９日（水）生徒朝会
２０日（木）合唱コン公開リハ 学年内授業
２２日（土）朝霞“未来・夢”子ども議会
２５日（火）地区駅伝
２７日（木）第２回校長会テスト
２９日（土）ふれあいフェスティバル
３１日（月）学校公開週間

★一中の夏休み★ ～夏季休業中も様々な取組を行いました～
夏休み前に県大会、全国
大会等に出場する各部の
代表が大会に向けての意
気込みを語りました。

参加生徒を募り、第 8３
回 NHK 全国学校音楽コ
ンクール埼玉県コンクー
ル予選に出場しました。

東京・駒沢公園で行われ
た全国大会にフライング
ディスク部が参加し技術
を競い合いました。

小学６年生と保護者の方
を対象にした学校施設見
学会を実施し、教室や体
育施設、部活動の様子を
見ていただきました。

日本各地の代表が集まる
小中学校囲碁団体戦全国
大会に、囲碁将棋部が今年
度も出場しました。

夏休みの校内研修では心
肺蘇生法講習会を行いま
した。AED を用いて心臓
マッサージや人工呼吸の
手順を確認しました。

★活躍する一中生★ ～８月の大会・コンクールの記録～
○学校総合体育大会中学校陸上競技の部中学男子 4×100mR７位 富岡響・小野塚達巳・三橋淳史・佐藤蓮
○学校総合体育大会中学校陸上競技の部中学３年男子 100m４位・第４４回関東中学校陸上競技大会男子３年 100m 出場
平成２８年度全国中学校体育大会・第４３回全日本中学校陸上競技選手権大会男子３年 100m 出場 佐藤蓮
○第５７回埼玉県吹奏楽コンクール県大会金賞（9 月 3 日西関東大会出場決定） 吹奏楽部
○第 1３回文部科学大臣杯小・中学校囲碁団体戦全国大会 1 次リーグ出場 朱旻超・田籠こよみ・濵崎夏子・伊藤瑚乃香
○第 8３回 NHK 全国学校音楽コンクール埼玉県コンクール予選奨励賞 有志 3８名
○フライングディスク競技全国大会出場 フライングディスク部
○文部科学大臣杯朝霞地区大会準優勝・中学校軟式野球交流大会 Heat Cup 2016 第２位 野球部
2016 東日本 KWB 中学生野球大会優勝 加藤光
○朝霞市剣道連盟暑中稽古納会試合 中学生男子優勝 遠藤弘葵 準優勝 黒田哲秀・中学生女子３位 松岡杏紗日 遠藤咲葵
○朝霞市民総合体育大会（水泳）
男子 100m 自由形１位 北原颯大 男子 50m 背泳ぎ１位 藤辺直紀 男子 25m バタフライ１位 小林音欧
男子 50m 平泳ぎ１位 小池恭平
女子 100m 個人メドレー・50m 平泳ぎ１位 山本優菜 女子 25m 自由形１位 信國香葉 女子 50m 背泳ぎ１位 小松千桜
女子 50m 自由形 1 位 関口敦実 女子 200m フリーリレー1 位 小松千桜・山本優菜・信國香葉・関口敦実
女子 200m メドレーリレー１位 阿部優李・鈴木優佳・井上久留巳・野本凜
○第６回あさか美術部合同作品展 実行委員長賞 栗原奈々子
『暑い夏に今年もなりましたが、日頃の練習の成果を十分に発揮できたと思います。２学期は、文化部発表会、新人大会があります。
引き続き、みなさんの活躍を期待しています。
』

