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平成３１年１月１５日 発行

○思いやりのある生徒
○健康に努める生徒

２月号

（目指す学校像）生き生き学び高め合う学校

一人一人の良さを伸ばす元気な学校

校長

嶋

徹

寒中お見舞い申し上げます
大寒が間近となり寒さが厳しくなってまいりましたが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。おか
げさまで冬休み中は大きな事故等もなく、無事３学期のスタートをきることができました。本年もよ
ろしくお願いいたします。
先週末からインフルエンザ罹患（出席停止）により休んでいる生徒が増え始め、２学年は本日給食
後から１７日（木）まで学年閉鎖の措置としました。予防や罹った時の対応は、１月８日に配付した
「ほけんだより（１月号）」に掲載しましたので、ご確認ください。

やり尽くした思い

―

吉田沙保里さんから学ぶ

―

レスリング女子でオリンピック、世界選手権を合わせて１６大会連続で世界一の偉業を成し遂げた
吉田沙保里さんが引退を発表しました。引退会見では何度も、ファンや恩師への感謝の言葉が連ねら
れていました。大事にしてきた言葉は、
「夢追い人」だそうです。
「何歳になっても夢はできるし、そ
の目標があれば人間は頑張れ、楽しい人生を送れる。」との思いが込められているのだそうです。
最後のオリンピックとなったリオデジャネイロでの決勝戦、日本国中が金メダルを信じて応援しま
したが、まさかの敗戦で吉田さんは大号泣でした。しかし、
「リオの敗戦は、私を一番成長させてくれ
た」と言い切りました。失意のどん底を味わい、多くのことを学んだと感じたのでしょう。
また、
「霊長類最強女子」とややもすると傷ついてしまうような異名にも、
「そう紹介してもらった
方が皆さんがピンとくる」と、異名を気にしない明るさと精神力の強さはさすが一流選手です。これ
とは対称的に、傷つきやすい人や精神的に弱い人の心は、
「ガラスの心」と比喩されます。多感で未成
熟な中学生は、大人が想像する以上に繊細で、
「ガラスの心」の生徒がたくさんいます。教育活動を通
して、吉田さんのように逞しく強い心の持ち主に鍛え上げたいと考えています。
引退することについて、東京オリンピックへの出場という目標もあり随分悩んだと話していました
が、晴れ晴れしたにこやかな表情でした。３３年間のレスリング人生を、
「やり尽くした思いが強かっ
た」と言い切りました。想像を絶するような苦労がたくさんあったと思いますが、ここまで述べたと
おり様々な面で素晴らしい人物だと改めて感銘を受けました。学校生活において、吉田さんのように
やり尽くしたと実感できる生徒を増やしていきたいと思います。

「Charge ＆ Go」／ＡＡＡ
３学期始業式では、「チャレンジしたくても躊躇している人がいるのではないか、勇気を出して行
動し飛躍的な年にして欲しい。」ということで、以下の歌詞（抜粋）を引用して話をしました。
あとひとつ踏み出せば、自分らしく胸を張れるのに
頼りない心が震えて、折れそうな時がきたなら
どこまでもゆけるはず…強く信じて
誓いを立てた 旅立ちの時を思い出して…
今を生きる 力をくれるから
その先に、新しいキミがいる
その先に、新しいキミがいる

２月学校行事予定表
行

事

最終下校時刻

日

曜

等

１

金

2

土

書初め展（朝霞市コミュニティセンター）

3

日

書初め展（朝霞市コミュニティセンター）

4

月

5

火

なかよし発表会リハーサル

6

水

社会体験事業（１年）
なかよし発表会（朝霞市民会館）

7

木

スキー林間（２年）社会体験事業（１年）

8

金

スキー林間（２年）社会体験事業（１年）

9

土

スキー林間（２年）
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水
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木
金
土
日
月
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20

水

21

木

県公立出願
県公立出願
３年学年末テスト
学校保健委員会
志願先変更

22

金

志願先変更 ふれあいデー

23

土

24

日

25
26

月
火

27

水

28

木

埼玉県バンドクリニック 2019（ウェスタ
川越）
建国記念の日
２年生振替休業日
授業参観（１・２年）保護者会なし
専門委員会
生徒朝会

なかよし作品展（朝霞市コミュニティセン
ター）
なかよし作品展（朝霞市コミュニティセン
ター）
PTA あいさつ運動
PTA 花植え PTA あいさつ運動
県公立前日指導
PTA あいさつ運動 PTA 見守り活動
県公立学力検査 １・２年学年末テスト

※予定は変更することがあります。ご了承ください。

３月の主な予定
３月１日（金）県公立実技・面接 1・2 年学年末テスト
５日（火）県公立追検査
６日（水）３年生を送る会
７日（木）３年球技大会 専門委員会
１３日（水）卒業式予行
１５日（金）卒業証書授与式
１７日（日）バレーボール市民総体（朝二中）
春季水泳大会（立教新座）
１８日（月）１・２年保護者会（授業参観なし）
１９日（火）給食終了 ２年球技大会
２０日（水）１年球技大会 ふれあいデー
２１日（木）春分の日 全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ（札幌）
２４日（日）吹奏楽部定期演奏会（朝霞市民会館）
２５日（月）一日入学
２６日（火）修了式

１７時４５分

光り輝く一中生の活躍
◇平成３０年度埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール
２年 豊後佑月
入賞
◇平成３０年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会
２年 薮田陽菜
優秀賞
◇第５３回郷土を描く児童生徒美術展
１年 福田英斗
特選
入選 西村文乃 大山詩月 高橋七海 伊藤志帆 豊野優多
不破美桜 中澤誌真 富岡奏 岩下友和 刈谷美月
◇身体障害者福祉のための第 60 回埼玉県児童生徒美術展覧会
入賞 西村文乃 上原美紀 小野沢里奈 川村禮子 須田七海
笠井敦史 細野結女 兵頭澪奈 亀井暖人 清﨑ひなた
原永えみり 岩下友和
◇平成３０年度埼玉県選抜選手 ３年 田中祐己
◇埼玉県南部地区強化指定選手 ２年 青山廣大
◇朝霞地区選抜選手 ２年 安藤圭汰 ２年 青山廣大
◇埼玉県郡市対抗学年別中学生ソフトテニス大会市予選
１年 大内泰輝 北英一朗ペア 優勝
◇ソフトテニス第１３回入間東部地区ウインターカップ
団体戦 ３位
宮﨑菜々子 宮田りゆ 木村悠月 船木寧々
髙橋結衣 居関陽香 林悠繭 沓澤愛香
個人戦 ２年 木村悠月・船木寧々 ３位
◇第４２回埼玉県アンサンブルコンテスト県大会
・クラリネット四重奏
金賞・埼玉県代表
永坂莉咲 江畑俊之介 泉谷悠奈 大木和人
・サックス三重奏
金賞・埼玉県代表
谷真之介 髙橋昇太朗 葛木楓
◇第１５回日本管弦打楽器ソロ・コンテスト
・中学生部門木管楽器の部
３年 谷真之介 金賞

青少年健全育成啓発キャンペーン
１２月１４日（金）朝霞駅
南口において本校生徒会が、
市の青少年健全育成啓発に係
るティッシュの配布活動に参
加しました。新生徒会として
初めての活動への参加でした
が、会長の宮澤さん中心に元
気よく声を出しながら参加で
きました。寒い中、ありがと
うございました。

任務完了！お疲れ様でした。

「生徒の特性を踏まえた 誰もがわかる授業づくり」
へ向けて ～校内研修の推進～
本校では、授業研究の一環
で、１２月２１日（金）
、市教
委の指導主事を招聘した研修
会を開催し、インクルーシブ
教育の理念や授業実践につい
てご指導をいただきました。
後半は、今までの実践を協
議し、振り返りをしました。
今後の指導に生かします。

ご存知ですか 就学援助制度
経済的理由でお子さまの教育機会が失われないよう、
学用品費の一部や給食費等を援助する制度です（所得
要件等あり）。
平成３１年度の申請は４月から受け付けます。また、４
月当初にお子さまを通じて案内チラシを配付いたします。
申請書類の入手方法等、詳しくは、市役所教育管理課ま
でお問い合わせください。

【教育管理課】048-463-0793

