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○健康に努める生徒

川は岸のために流れているのではない
校長

【文化部発表会(美術部)】

【東京フィールドワーク(雷門)】

二見

隆久

【新人体育大会(男子バスケ部)】

夏休み明けの１か月は、本当にあわただしく過ぎていきました。文化部発表会、３年生対象の認知症サポー
ター養成講座、２年生の東京フィールドワーク、生徒会選挙と行事やイベントが目白押しで、月末から今週に
かけては運動部の新人戦地区大会も始まりました。
学校は一度スタートすれば、徐々に慣らし運転するわけにもいかず、学習に部活動に学校行事にと全力疾走
の日々が続きます。そんな中で２学期に入って、少し
川は岸のために流れているのではない
息切れ気味の生徒も見受けられるようになりました。
特に長い夏休み明けに学校生活に適応できずに悩んで
東井義雄
いる生徒が気にかかります。二者面談などを行って、
一人一人に寄り添い、時間をかけて対応しています。
川は岸のために流れているのではない。
私は２学期のはじめ、９月１日の最初の職員会議で、
川のために岸ができているのである。
先生方にある詩を配って話をしました。私の尊敬する
教育者、東井義雄先生の「川は岸のために流れている
わかりきったことである。
のではない」という詩です。（右に掲載）
それだのに
川（子ども）は岸（教師）のために流れている（存
在している）のではなく、子どものために教師が存在
教師の考え 学校の方針に合わない子どもを
するのです。川幅がそれぞれ違ったり、流れに急なと
「悪い子」「問題の子」「困った子」として
ころや緩やかなところがあったりするように、一人一
切り捨ててしまう風潮が横行しているのは
人の子どもは異なります。岸である私たち教師は、そ
どういうことか。
んな一人一人に寄り添う存在でなければなりません。
「できない子」とレッテルを張るのではなく、
「困った
子どものために「教師」があるのである。
子」ではなく「困っている子」なのだという視点に立
子どものために「学校」があるのである。
ち、急流渦巻き制御できなくなっているときには、堤
「できない子」のための岸になろう
防のように受け止められるような教師集団でありたい
「困った子」の岸になろう そして
と思っています。この詩に書かれていることは、４月
ともどもに「真理」「真実」の海をめざそう
の学校だよりに書いた「はじめに子どもありき」の基
本姿勢につながるものだと思います。
子どもの川に寄り添うのは、保護者の皆様も同じで
す。ありのままの子ども（時には腹の立つことがあっ
ても）をありのままに受け止めてください。そして岸
のように子供たちのそばにいてあげてください。いつ
か子どもたちは、岸を離れて海へと流れを進めていく
のですから・・

そういう教師になろう。
そういう学校を創ろう。
川は岸のために
流れているのではないのだから

１０月学校行事予定表
日
1
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3
4

曜
日
月
火
水

行
【新人】２日目
【新人】３日目
【新人】４日目
【新人】予備

最終下校時刻
事

新人戦まで１７時４５分

等

２・３時間目保育実習（３－３）
朝光苑自主体操(特別活動室 10:00～11:30)

新人戦後１７時１５分

日
17
18
19
20

曜
火
水
木
金

行
事
等
１時間目中間テスト（技術家庭科） 生徒会前後期交代 専門委員会
PTA 花植え除草 14:00～15:30 （２年）上級学校訪問 金曜日課

土
日
月
火

朝霞市子ども議会 県新人ソフトボール

ふれあいデー 合唱コンクールリハーサル 学年内授業 Q-U 実施(2 回目)

５・６時間目進路説明会(３年生徒のみ)（保護者対象は１１日(水)）

5
6
7
8

木
金
土
日

【新人】予備 専門委員会
生徒朝会 脊柱側わん症検診予備（ｺﾐｾﾝ）
朝霞市民総合体育大会市民体育祭

21
22
23
24

9

月

体育の日

25

水

10
11
12

火
水
木

県新人陸上 授業研究会（道徳）
（３年保護者対象）進路説明会 14:00～15:30 県新人陸上
学校朝会 PTA バザーフリーマーケット出店者説明会 16:00

26
27
28

木
金
土

13
14
15
16

金
土
日
月

２・３時間目保育実習（３－６）
外部団体体育館使用(8:00～13:00)
社会体育校庭使用(午前)
中間テスト 市内特別支援学級交流会(体育館)9:00～14:30

29
30
31

日
月
火

県新人ソフトボール・野球
朝霞地区中学校駅伝競走大会(新座総合運動公園)
県新人ソフトボール・野球・テニス
地区駅伝予備 ２・３時間目保育実習（３－１） 授業研究会（国語）
県新人ソフトボール予備・野球・テニス
（３年）校長会テスト 県新人ソフトボール予備・野球・テニス
県新人野球予備・テニス
合唱コンクール (土曜参観・弁当持参) 部活見学 学校公開日
県新人体操
県新人体操
県新人野球予備・卓球
教育委員会学校訪問 県新人テニス予備・卓球

☆ 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。

１１月予定表
1
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14

水
木
金
月
火
水
木
金
日
月
火

学校公開日 専門委員会 ２・３時間目保育実習（３－４）
振替休業日（１０月２８日分） 県新人テニス予備
文化の日
学校公開日 生徒朝会 後期時間割開始 県新人柔道
学校公開日 県新人ﾃﾆｽ予備・ｿﾌﾄﾃﾆｽ・柔道・ﾊﾞﾄﾞ 朝光苑自主体操
朝四中研究発表 保育実習(3-2)
朝十小研究発表 金曜授業

県新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ・ﾊﾞﾄﾞ・ｻｯｶｰ・剣道

県新人ﾊﾞﾄﾞ・剣道

保育実習(3-5)

学校朝会
開校記念日 県新人サッカー・バレー バドミントン地区講習会
クリーン大作戦（午後） 県新人バスケ・バレー
県民の日 県新人サッカー・バスケ

15
16
18
20
21
22
25
26
27
29
30

水
木
土
月
火
水
土
日
月
水
木

(３年)三者面談期間 (３年)持久走駅伝大会 県新人バスケ・バレー
(１・２年)持久走駅伝大会
一中校区ふれあいフェスティバル PTA バザー
校区一斉あいさつ運動 PTA あいさつ運動
ふれあいデー PTA あいさつ運動
表彰朝会 PTA あいさつ運動
図工美術展
図工美術展 社会体育校庭使用(午前) 市 P 連綱引き大会（二中）
期末テスト（～２８日(火)）
授業研究会（保健体育）
専門委員会 保育実習(3-7)

吹奏楽部は埼玉県代表として、９月９日(土)新潟市民芸術文化会館
で開催された西関東吹奏楽コンクールに出場し、金賞を受賞しま
した。応援いただきました皆様方、ありがとうございました。残
念ながら全国コンクールへの代表権獲得には至りませんでした
が、今後もご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

●第２３回西関東吹奏楽コンクール
中学校部門 A の部 金賞 吹奏楽部
●朝霞地区中学校新人陸上競技大会
総合 男子７位 女子７位
女子 200m ３位 ディオマヲ（県大会へ）
女子走高跳 １位 鈴木葵渚（県大会へ）
８位 山賀彩葉
女子 4×100mR ７位
権田莉音・ディオマヲ・甲神玲妃・シラロキヤ美咲
男子１年 100m ２位 佐藤司（県大会へ） ８位 田中祥太
シード 鈴木颯太（県大会へ）
男子 800m １位 安部颯人（県大会へ）
男子 110mH ５位 高野涼太
男子走幅跳 ３位 片山凛市（県大会へ）
●埼玉県中学校新人体育大会兼県民総合体育大会水泳の部
女子 50m 平泳ぎ７位 山本優菜
男子 50m 平泳ぎ７位 山下智寛
●朝霞班中学校英語弁論暗唱大会朝霞市予選
暗唱の部３位 酒巻愛花
●朝霞班児童・生徒発明創意くふう展 優良賞
坂本和奏 石橋千紘 相川楓花 田中隆寛 清水玲太・清水哉太
●市制施行５０周年記念第６２回朝霞市民総合体育大会
種目秋季女子中学生ソフトテニス大会
１位 芳野彩実・中野来玲
３位 居関陽香・宮﨑菜々子
種目秋季男子中学生ソフトテニス大会
１位 新谷拓也・黒田翔聖
２位 長坂莉空・安蛭大輝
３位 増田椋太・森下愛斗
３位 角田光・瀧山智樹
種目剣道 中学生女子２・３年の部 ３位 渡部さくら
中学生女子１年生の部 ３位 岸あおい
３位 久保田杏
中学生男子１年生の部 ３位 小林雄樹
種目バドミントン 中学生
女子 １位 小野田紗季・大矢怜奈 ３位 渡邊さつき・喜古智音
男子 ２位 牛嶋剛・益子優介
３位 金内駿・金子雅人 ３位 藤波侑大・池田鋼平

学期始めに地震を想定した
避難訓練を実施しました。
全校生徒が整然と速やかに
避難を完了することができ
ました。

認知症サポーター養成講座
を３年生全学級で実施しま
した。福祉の仕事に関わる
地域の方々からお話を伺う
ことができました。

新人体育大会に向けた壮行
会を行いました。大会への
各運動部の決意表明を受け
て、応援団が全力でエール
を送りました。各部の活躍
を期待しています。

１０・１１月は朝霞市いじめ防止月間です
いじめは、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。県では１１月の“いじめ撲滅強調月間”、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。
本校では、
“心と生活アンケート”
“オレンジリボンキャンペーン”等、
いじめの未然防止の徹底を図ります。また、
“ひとりでなやまないで”の
配布等、組織的対応を強化するとともに、いじめを許さない学校づくり
に取り組んでまいります。ご家庭で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１０月末～１１月中旬に「学
校公開」
「合唱コンクール」
「部活見学」
「クリーン大作戦」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。

