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大成功に終わった合唱コンクール
１０月２７日の合唱コンクールでは、保護者の皆様をはじめ多くの方に参観をいただきあ
りがとうございました。会場の関係でやむを得ず、学年ごとの入れ替え制とさせていただき
ましたが、大きな混乱もなくスムーズに進行できました。重ねてお礼を申し上げます。
１年生は初めての合唱コンクールでしたが、どのクラスも各パートのバランスを意識しな
がら、心を込めて一生懸命歌っている姿がとても印象的でした。２年生の合唱は、どのパー
トも音程がしっかりしていて、ハーモニーが素晴らしかったです。３年生は美しいハーモニ
ーに加え、歌詞の意味や曲想など細かな部分まで表現し、完成度が高く感動的な合唱でした。
１年より２年、そして２年より３年、学習の積み重ねを感じました。さらに、ＮＨＫ学校音楽
コンクール出場者の合唱、２・３年生の選抜合唱は圧巻の一言に尽きる素晴らしい出来映えでし
た。指導者の先生からは、
「どの学年もどの学級も素晴らしい。レベルの高い合唱コンクール
でした。」など、お褒めの言葉をたくさんいただきました。
練習段階では、まとまらなかったクラスもあったようですが、最後はどの学級も心を一つ
にして、よく頑張りました。生徒自身が団結力の高まりや成長を実感できたことでしょう。
１１月７日の朝霞市小中学校音楽会には、金賞を受賞した１年３組、２年７組、３年６組
が出場し、それぞれ質の高い合唱を披露しました。２年７組は学年最優秀賞に相当する推薦
クラスとなりました。
時間をどのように使うか
年末恒例となっている新語・流行語大賞の 2018 年ノミネートが発表されました。生徒の会
話でもたくさん使われた「そだねー」や「（大迫）半端ないって」などが候補となりました。
2017 年は「インスタ映え」と「忖度（そんたく）」の２語が大賞でした。時間の経過は早く、
あっという間に１年が過ぎたことを実感します。
月末には期末テストがあります。特に３年生にとっては、進路決定に関わる重要なテスト
です。日々の授業では、真剣に話を聞き、しっかり考え、深く学習する。家庭では、時間を
有効に使うよう学習計画を立て、計画どおり着実に勉強する。学校でも家庭でも、時間の使
い方によって結果に大きな差が出ることは明らかです。やればやっただけの結果が残ります。
２年生、１年生は、進路決定や入試はまだまだ先
開校記念日について
の話と思っている人が多いのではないかと思います。
昭和２２年に６・３制の新学制がスタート
あわ
間近（３年）になって慌てるのではなく、将来のこ
し、朝霞町立朝霞中学校が誕生しました。昭
和３２年に幸町（現四小）に３階建て校舎が
とについて家庭でも少しずつ話し合ったり、家庭学
建ち、１１月１２日に入校式が行われました。
習の仕方や家での過ごし方等をいっしょに考えてほ
この１１月１２日を本校では開校記念日とし
しいと思います。
ています。

１２月学校行事予定表
日

曜

１
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

14

金

15
16
17
18
19
20
21

土
日
月
火
水
木
金

22

土

23
24
25
26
27
28
29
30
31

日
月
火
水
木
金
土
日
月

行

事

最終下校時刻

等

一中ギャラリー①
8・9 組の演奏 合唱コンクール

学校朝会

快挙 吹奏楽部全日本大会 金賞受賞
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３年三者面談（～12/12）
一中ギャラリー②
持久走・駅伝大会

１７時１５分
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１０月２０日（土）名古屋市名古
屋国際会議場にて、全日本吹奏楽コ
ンクールが開催されました。本校吹
奏楽部は、西関東支部代表として参
加し、日々の練習の成果が実り、見
事金賞の栄光を手にすることができ
ました。部員一人一人の姿は誇らし
く、光り輝いていました。

合唱コンクール

受賞後、互いを称え合う部員の面々

轟け ～魂の歌声～

１０月２７日（土）、本校体育館にお
いて平成３０年度合唱コンクールが開催
されました。練習日程から当日の流れま
で企画運営してくれた各クラスの実行委
員中心に、クラスごと仲間と協力して毎
日練習を積み重ねてきた成果を発表する
ことができました。その歌声には感動が
ありました。審査員長からは、
「大変レ

選抜合唱の様子
ベルの高い合唱でした」とお褒めの言
葉をいただきました。午後は、Ｎコン
と選抜合唱の迫力ある歌声が体育館い
っぱいに響き渡りました。また、本年
度は、先生方の職員合唱もあり、場を
盛り上げることができました。保護者
の皆様には多くの御来校をいただき大
変ありがとうございました。

授業参観 保護者会（３年を除く）
（２年はスキー林間学校保護者説明会を兼ねる）

アンサンブルコンテスト県大会
〃 一中ギャラリー③
学校公開週間 授業公開

給食終了日

終業式
バドミントン朝霞市ダブルス大会
冬季休業日（～1/7）
天皇誕生日
振替休日
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１月の主な予定
１月８日（火）始業式
９日（水）給食開始 南部地区校長会テスト
１０日（木）生徒朝会 避難訓練
２２日（火）音楽鑑賞会
２３日（水）新入生保護者説明会

朝霞市子ども議会

オレンジリボン運動

大会等の結果
○県民総合体育大会 県大会
◆軟式野球
ベスト１６
◆サッカー
ベスト１６
◆女子ソフトテニス 宮﨑・林ペア惜敗 ◆バドミントン 女子団体惜敗
◆剣道
惜敗
◆硬式テニス
惜敗
○陸上競技部新人兼県民総合体育大会
《男子》1 年 100ｍ 滝澤遼太 予選 11 組 2 着 12″07（+1.2）自己ベスト 県強化指定選手へ
２年 100ｍ 鈴木颯太 予選 3 組 3 着 11″87（+0.3）
200ｍ 鈴木颯太 予選 7 組 2 着 24″0２（+1.4）
1500ｍ 間翔太
予選 5 組 14 着 4′28″54 県強化指定選手へ
走幅跳 片山凛市 予選２組１位
５ｍ９６ 決勝５位 ５ｍ８７ 県強化指定選手へ
砲丸投 髙𣘺虎徹 予選２組１３位 ７ｍ９１
《女子》1 年１００ｍ 中野舞子 予選１０組９着 １３″８９
走高跳 鈴木葵渚 決勝４位
１ｍ４６ 来年の通信県大会標準突破
山賀彩葉 決勝４１位 １ｍ３３

○朝霞地区駅伝競走大会
女子 ディオこりん 木村楓 吉野祐里英 勇希果 渡邉青空 11 位
男子 兼田信吾 間翔太 坂本蘭 原純輝 西野敬悟 須田耀介 ８位
○全日本吹奏楽コンクール 金賞
○吹奏楽部 JBA アンサンブルコンテスト
木管三重奏 （石地優杏 猪首萌々菜 山﨑佳奈） 金賞・埼玉県教育委員会教育長賞
クラリネット四重奏 （永坂莉咲 江畑俊之介 泉谷悠奈 大木和人） 金賞・奨励賞
サックス三重奏 （谷真之介 高橋昇太郎 葛城楓） 金賞・奨励賞
金管八重奏 （浦田暉大 安部優月 髙野舞音 大川千尋 萩原美乃 大﨑友結 斉藤天汰 中尾有里） 金賞・奨励賞

教育の先端を担う一中の教育活動

※予定は変更することがあります。ご了承ください。

市議会本会議場で開催され
た「夢・未来・子ども議会」
では、本校から３年生の相川
さんと一木さんが議員として
参加しました。朝霞市長を始
めとした市役所の大人たちを
前に、自らの意見を堂々と述
べました。

岩﨑教頭先生の指揮による職員合唱

１０月２０日（土）朝霞市役所

◆平成３０年度埼玉県中学校初任者研修授業力向上研修会の開催
平成３０年１０月２５日（木）
全県の初任者（国語科）の先生方が
本校へ集まり、県の研修会が開催され
ました。本校の安富先生が初任者の先
生方に範を示すため授業を公開し、授
業のあり方等の講義を行いました。電
子黒板の活用や、ホワイトボードを用
いたグループ活動等、生徒の生き生き
とした学びを通して、初任者の皆さん
は意欲的に学ばれていました。

講義を行う安富先生
◆埼玉県中学校技術・家庭科教育研究会北足立支部授業研究会の開催
平成３０年１１月６日（火）

発表する相川さん、一木さん

～いじめ撲滅へ向けて～

生徒会は、生活目標を「自分と仲間を大切にしよう」と定め、いじめ撲滅
月間として１１月の間、オレンジリボン運
動を行いました。これは期間中、オレンジ
リボンをブレザーの左えりにつけ、「自分
はいじめを起こさない」という意思を表す
ものです。直接いじめる人はもちろん、見
て見ぬふりをする第三者も、加害者となり
ます。身近でないようで身近に存在するい
じめについて、改めて考えなおし、いじめ
のない笑顔に満ちた学校づくりへ啓発す
朝会で呼びかける河野さんと梅澤君 ることることができました。

相談員との授業の様子
◆朝霞市中体連授業研究会の開催
朝霞市の体育の先生方が本校の保健
体育の授業を参観しました。長距離走
の授業は、１年生のクラスで行われ、
走る際の自己のペース配分や、基本的
な動きについて担当の國府先生から指
導があり、生徒たちは自己の記録の向
上へ向けて主体的に取り組んでいまし
た。授業後、先生方は協議会で授業を
振り返り、今後の授業に生かすため
の意見交換を行い研究を深めました。

県北足立地区の家庭科の先生方が本
校へ集まり、次期学習指導要領でさらに
明確に位置付けられる「消費者教育」に
ついての授業研究会が開催されました。
市川先生が、朝霞市消費生活センターの
相談員の方々と連携して、契約時のトラ
ブルについて電話相談を模し、実際の場
面を想定した授業を展開しました。生徒
たちの大きな学びとなるとともに、他市
の先生方の勉強になりました。
平成３０年１１月９日（金）

走る前の全体指導の様子

