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暑さに負けず、一中生は頑張りました
今年の夏は記録的な猛暑となり、熊谷市では日本の気象観測史上最高気温となる４１.１℃
を記録しました。ちょうどその日(7/23)は、陸上部と女子テニス部が熊谷市で、女子バレー
部は本庄市で、水泳部は川口市での県大会に出場していました。外の風は、ヘアードライヤ
ーの熱風を受けているような感覚でした。厳しい環境下での大会でしたが、生徒は日頃の練
習成果を存分に発揮しました。その結果、陸上部では、ディオまをさん(3-6)が女子 200ｍで、
間翔太くん(1-7)が 1 年 1500ｍで、水泳部では山本優菜さん(3-4)が女子 200ｍ平泳ぎで、そ
れぞれ関東大会に出場しました。
吹奏楽部は８月９日の県大会で金賞を受賞、９月８日の西関東大会でも金賞を受賞し、１０
月２０日に名古屋市で開催される全日本吹奏楽コンクールへの出場が決定しました。時間をか
けて丁寧に仕上げてきた成果を、最高の演奏でしめくくってほしいと思います。
また、８月４日の彩夏祭では、２２名の有志が、「かっこよく、元気よく、笑顔で」、最高の演舞
を披露しました。さらに、８月７日のＮＨＫ学校音楽コンクールでは、２５名の有志が、大
宮ソニックシティー大ホールで、一中らしい「のびのびと美しい歌声」を響かせました。
競技や種目などは様々ですが、生徒の真剣な眼差しと気迫あふれたプレー、目を輝かせて生き
生きと活動をしている場面をたくさん見ることができました。生徒の成長を実感した瞬間でも
ありました。
「ホップ・ステップ・ジャンプ」 と 実りの秋
2 学期のスタートに当たり、始業式では「ホップ・ステップ・ジャンプ」の話をしました。
「ホップ・ステップ・ジャンプ」は、人生の成長などでよく例えられる言葉ですが、もとは
陸上競技の三段跳びで用いられている言葉です。学校の 1 年間は、1 学期・2 学期・3 学期に
区切られていますが、
「ホップ・ステップ・ジャンプ」と深い関連があります。三段跳びでは、
１つ目のジャンプは助走の勢いもあるので跳びやすいのですが、難しいのは２つ目以降のジ
ャンプです。勢いがなくなり、２つ目のジャンプで失速すると、３つ目のジャンプでは記録を伸ばす
ことができません。４月に立てた今年度の目標を、ここで振り返ってみることが大切です。１
年間の締めくくりとなる３学期、大きなジャンプへとつなげるためにも、この２学期のステッ
プが重要となります。
２学期は、文化部発表会や生徒会役員改選、新人戦、１・２年生のフィールドワーク、持
久走大会、中間テスト、期末テストなど、たくさんの行事等があります。夢や目標を見失う
ことなく、
「今やるべきことは何なのか」、
「今できることは何なのか」を考えて、確実に行動
に移して、実りの秋にふさわしい、躍動的なステップを実現してほしいと思います。
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新人戦まで１７時４５分

等

地区新人戦
地区新人戦

地区新人予備
専門委員会 地区新人予備
生徒朝会 進路説明会
学総北足立南部地区予選プレーオフ（ソフ
トボール）
朝霞市民総合体育大会市民体育祭
体育の日

新人戦後１７時１５分

朝霞一中鳴子風雷 光る演舞 「彩夏祭」
８月４日（土）、彩夏祭における
北朝霞会場を、一中鳴子風雷の演
舞がトップを飾りました。毎日暑
かった練習を頑張りぬいたメンバ
―ー人一人の力が、本番当日、風
のように舞い、時には雷のように
激しく躍動し、さわやかな、感動
を誘う素晴らしい演舞でした。

国境を越えた交流 アジア音楽家協会交流会
８月５日（日）、６日（月）の２日間、アジア音楽家協会交流会が
本校で開催されました。内容は、本校吹奏楽部と、中国の吹奏楽合奏
団との演奏を通じた交流です。演奏を通した絆づくりや、日中の架け
橋となる活動ができました。

☆吹奏楽部 全日本大会へ

学校朝会 脊柱側弯予備
PTA 花植え 特別支援学級交流会（於三中）
中間テスト

９月８日（土）、西関東吹奏楽コンクー
ルにて、本校吹奏楽部が見事金賞に輝き、
１０月２０日（土）名古屋で開催される
全日本大会出場へとつなげました。

認知症サポーター養成講座 ９月６日(木) １４日（金）
技家 中間テスト（１，２年）
専門委員会 生徒会前後期交代
合唱コンクールリハーサル
県新人陸上
県新人陸上
ふれあいデー
全日本吹奏楽コンクール
朝霞市子ども議会

３年生対象に２週にわたり実施さ
れました。講師の方から認知症につ
いての講義を受けた後、生徒同士で
実際の場面を想定した介護の方法に
ついて体験しました。多くの学びあ
る、大変有意義な時間でした。

文化部発表会 文化の華咲いた一日 ９月１３日(木)
体育館ステージでは、８・９組
のﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙや一中鳴子風雷の演舞、
英語弁論の発表、N コンの合唱、
吹奏楽の演奏など、熱く臨場感溢
れる発表が１部・２部に分けて行
われました。武道場では演劇部の
迫真に迫る演技が行われました。
校舎内の展示発表では、各文化
部や各教科の、生き生きと輝く発
表が行われ、日頃の教育活動の成
果が現れていました。一中保護者、
地域の方々等、計２５０名以上の
多くの参観者に来校していただき
ました。

朝霞地区駅伝競走大会
南部地区校長会テスト（３年）
合唱コンクール
学校公開 部活動見学
卓球市民総体
振替休業日
専門委員会

※予定は変更することがあります。ご了承ください。

１１月の主な予定
１１月１日（木）学校公開日（～11/2、11/5）
５日（月）クリーン大作戦
７日（水）小中学校音楽会
１２日（月）持久走大会（３年）三者面談（～11/20）
１３日（火）持久走大会（２年、１年）
１４日（水）県民の日
１７日（土）ふれあいフェスティバル PTA バザー
２０日（火）２年フィールドワーク
２１日（水）１年フィールドワーク
校区一斉あいさつ運動
２２日（木）PTA あいさつ運動（～11/26、11/27）
２７日（火）PTA 見守り運動（帰りのあいさつ運動）

ＰＴＡバレーボール大会 「ファーストベアーズ」堂々優勝
平成３０年９月１日（土）
、
朝霞市総合体育館にて、ＰＴ
Ａバレーボール大会が開催さ
れました。市内各校、強豪が
ひしめく中、日頃の練習の成
果と力強い団結力が実を結び、
一中「ファーストベアーズ」
が優勝の栄誉を手にしました。

大会等の結果
◆水泳部
○朝霞地区学校総合体育大会
・女子総合 １位 ・男子総合 １位 ・男子 400m メドレーリレー １位
・男子 400m フリーリレー １位 ・女子 400m メドレーリレー 1 位
・女子 400m フリーリレー １位
・上田颯太 男子 400m 自由形 ２位 ・橋本妃依 女子 800m 自由形 １位
・阿部穂南 女子 200m 背泳ぎ １位 ・酒巻愛花 女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ１位
・勇 希果 女子 100m 背泳ぎ ２位 ・小山祥平 男子１５００ｍ自由形 ２位
〃
女子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ２位 ・佐久間耕平 男子 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位
・松永悠有 男子 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ２位 ・信國香葉 女子 800m 自由形 ２位
・山本優菜 女子 100m 平泳ぎ ２位 ・山下智寛 男子 100m 平泳ぎ ２位
〃
女子 200m 平泳ぎ 2 位
〃
男子 200m 平泳ぎ ２位
・杉澤祐哉 男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 ・大林稜久澄 男子 200m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位
○埼玉県中学校夏季水泳大会
・岩中夏央 山下智寛 杉澤祐哉 北原颯大 男子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 3 位
・山下智寛 酒巻愛花 山本優菜 北原颯大 混合 200m リレー ７位
○関東大会
・山本優菜 女子 200m 平泳ぎ 出場

◆陸上競技部
○埼玉県学校総合体育大会
・間 翔太 １年男子１500m ３位 ・ディオまを 共通女子 200m ４位
・滝澤遼太 １年男子走幅跳 ７位
○新座市陸上選手権大会
・間 翔太 １年男子 1500m 1 位
・鈴木葵渚 ディオまを 平井 咲 生井紗貴 女子 4×100mR ２位
・高野涼太 鈴木颯太 田中祥太 滝澤遼太 男子 4×100mR ５位
○関東大会
・ディオまを 共通女子 200m 出場 ・間 翔太 １年男子 1500m 出場

◆剣道部
○朝霞地区剣道大会
・渡部さくら 中学校女子の部 優勝
○暑中稽古納会試合
中学校男子の部 ・石川拓也 優勝 ・岩間敬太朗
中学校女子の部 ・渡部さくら 優勝 ・久保田杏

◆男子女子ソフトテニス部
男子
女子

個人戦
団体戦
個人戦
団体戦

準優勝
準優勝

・片山航貴
・林 泉美

秋季中学校大会

・岡本慎太郎 丹内要介
・岡本慎太郎 丹内要介 斉藤翼
・宮﨑菜々子 木村悠月
・宮﨑菜々子 林悠繭 木村悠月

３位
・外池優河
田中一道 泉拓磨 大畠南琉
３位
・髙橋結衣
居関陽香 髙橋結衣 宮田りゆ

山下朋也 ３位
内藤大樹 飯塚壮也 優勝
宮田りゆ ３位
伊藤志帆 古舘陽向
優勝

◆吹奏楽部
○埼玉県吹奏楽コンクール地区大会中学校 D の部 優良賞
○
〃
県大会 A の部 金賞 埼玉県代表
○西関東吹奏楽コンクール 金賞 西関東代表 全日本大会へ

■埼玉県硬筆展覧会

優勝したファーストベアーズ

・中野来玲

■合唱

特選

・阿部

3位
３位

優菜

特選

NHK 全国学校音楽コンクール

・吉川あかり

奨励賞

優良

