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それぞれの２月
１年生は、２月６日から３日間、市内外７０を超える事業所で職場体験をしました。ご協力いただ
きました事業所の皆様に感謝を申し上げます。実施後の感想では、
「事業所が飲食店で、思っていたよ
りきつかったけど、お客様の優しい言葉がうれしかったです。」や「思っていたよりも体力を使う仕事
だったので大変だったけど、とても楽しかったし将来の役にも立つと思うので、珍しい体験ができて
よかったです。」、
「社会のマナーやこれからのことについてよくわかったのでよかったです。この経
験を今後にいかしていきたいです。
」とあり、勤労観や社会生活のマナー等を深く学んだようです。
２年生は、２月７日から３日間、菅平高原スキー場で林間学校を実施しました。学校到着直後に何
人かの生徒に感想を聞くと、口を合わせたように「とても楽しかった」との言葉が返ってきました。
引率した２学年教員からは、「１１月のフィールドワークが活かされていました。成長を実感しまし
た。」と、うれしい報告を聞きました。
３年生は、１月下旬から私立高校等の入学試験が本格的に始まり、続々と試験結果が届いています。
朝、正門であいさつ運動をしている私に合格を報告してくれた生徒や校長室に来て報告をしてくれた
生徒もいましたが、皆、最高の笑顔でした。２月２８日・３月１日に実施される県
公立入試でも実力を出し切ってくれることを願っています。吉報を待っています。

学校改善アンケート（学校評価）の結果について
本校では１年間の教育活動を振り返り、次年度への改善に活かすために生徒・保護者・職員による
アンケートを実施しています。保護者の皆様にはお忙しい中、回答やご意見をいただきありがとうご
ざいました。結果の詳細については、裏面をご覧ください。
１０項目の評価結果並びに自由記述の意見を見ると、「概ね良好」と評価していただけたと判断し
ています。特に、生徒の評価は、１０項目すべてにおいてポジティブ（
「あてはまる」と「ほぼあては
まる」と答えた割合）が９０％を超え、そのうち７項目で前年度より増加しています。しかし、「２
安全・安心に配慮し、生徒が安心して学校生活できるよう取り組んでいる（いじめの対応を含む）
」で
は、前年度からマイナス６ポイントとなっており、保護者の評価でも同様の結果です。生徒とのコミ
ュニケーションの充実、アンケート調査の実施、二者面談を増やすなどの対策を考えてまいります。
保護者の評価では、
「３ 基礎的・基本的な学力を身に付けている」、
「４ 学力向上を目指し、生徒
の実態にあわせて、わかりやすい授業をする努力をしている。」の学習指導に関する項目で８０％は
超えているものの、他の項目に比べて低い割合となっています。自由記述でも、補習授業の要望や担
当教員による授業内容の違い、わかりづらい授業があるなどの指摘もあります。全教員による校内研
修の充実や教科部会での指導法の研究など、引き続き「わかる授業」の実施に努めてまいります。ま
た、保護者会の学年別開催は、他の行事等の関連もあることから毎回行うことは難しい状況ですが、
２学期末保護者会については学年別開催を検討いたします。
なお、職員の評価については、２月２１日の学校評議員会でご意見をいただき、年度末の職員会議
で反映させてまいります。
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吹奏楽部定期演奏会（朝霞市民会館）
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１・２年学年末テスト２日目

卒業式全体練習
県公立追検査 卒業式在校生練習
３年生を送る会
３年生球技大会 専門委員会
県公立発表 生徒朝礼（１・２年）
８・９組３年生お別れ会 卒業式在校生練習
ソフトボール審判講習会（本校）
卒業式全体練習
卒業式予行
卒業式全体練習 卒業式準備
第７２回卒業証書授与式
バレーボール市民総体（朝霞第二中学校）
春季水泳大会（立教新座）
１・２年保護者会（参観なし）
２年球技大会
給食終了 １年球技大会 ふれあいデー
春分の日
全日本アンサンブルコンテスト（札幌）

４月 ８日（月）始業式 入学式
１０日（水）給食開始

※予定等は変更する場合があります。

２年生 スキー林間大成功！

只今スキーの講習中

２月７日（木）からの３日
間、スキー林間へ行ってきま
した。長野県上田市菅平高原
スキー場では、好天に恵まれ、
楽しいスキー体験、忘れられ
ない学年レク、幻想的だった
松明滑走など、全てがかけが
えのない経験と思い出になり
ました。

１年生 社会体験事業～ﾁｬﾚﾝｼﾞ３days～
２月６日（水）からの３日
間、期待と不安の中、職場体
験学習を行いました。約７０
ヵ所の事業所では、普段体験
できない様々な経験ができま
した。事業所の方々からは、
大きな声であいさつや受け答
えができていましたと、お褒
めの言葉をいただきました。

朝霞市図書館で

１８時１５分

西関東アンサンブルコンテスト 金賞受賞
１月２６日（土）新潟県・
新潟テルサにて行われた、西
関東アンサンブルコンテスト
では、クラリネット四重奏、
サクソフォン三重奏ともに金
賞を受賞し、クラリネット四
重奏は、西関東代表として、
３月２１日に札幌市で開催さ
れる全国大会に出場します。

受賞後の四重奏メンバー

一中生の活躍
◇第１１回埼玉県吹奏楽コンクール新人戦
金賞 埼玉県代表
◇第２４回西関東アンサンブルコンテスト
クラリネット四重奏 金賞 西関東代表全国大会出場
２年 永坂梨咲 江畑俊之介 泉谷悠奈 ３年 大木和人
サクソフォン三重奏 金賞
３年 谷真之介 髙橋昇太朗 ２年 葛木楓
◇第２５回 JBA 埼玉県部会中学生・高校生打楽器ソロコンテスト本選
アルトサクソフォン 金賞 審査員特別賞
３年 谷真之介
◇第７回朝霞市ジュニアダブルス大会（バドミントン）
13 歳女子の部
３位
１年 多度津蒼衣 １年 鈴木月雫
◇平成３０年度郡市対抗大会２年生選手権大会（女子ソフトテニス）
敢闘賞（B リーグ優勝）
２年 髙橋結衣 ２年 居関陽香
◇平成３０年度南部地区１年生大会（剣道）
男子個人 １年 片桐芽衣 敢闘賞
女子個人 １年 村中美聖 敢闘賞
◇第７１回埼玉県書きぞめ展覧会
１年 西村文乃 優良賞 五十嵐斗翔 優良賞
２年 河野夏子 優良賞
３年 中野来玲 優良賞
◇平成３０年度埼玉県書き初め展覧会
３年 中野来玲 埼玉県書写書道教育連盟賞 優良賞
◇平成３０年度朝霞市小中学校書きぞめ審査会 入選
1 年 西村文乃 保坂のの子 山口愛心 東方花菜
渡邊稀理 伊藤志帆 柴﨑愛莉 髙橋虎徹
𠮷川あかり 高麗穂乃香 下村菜月 堤菜緒
宮澤遥花 五十嵐斗翔 清﨑ひなた 松本穂波
渡邉優果 刈谷美月 中野舞子 間翔太
八木沢梨緒
２年 薮田陽菜 香水美優 北澤里佳子 甲神玲妃
小瀬川慶太 髙橋莉央 田中花菜 横山琉希
石地優杏 野寺真凪 矢部愛実 菊田美咲
小林雄樹 佐藤実穂子 阿部穂南 河野夏子
木村悠月 宮﨑菜々子 岸あおい 福田怜
峯岸瞳衣
３年 野寺美来 江田奈那子 日向野希美 八木沢梨那
石橋千紘 本島愛奈 一木来望 益子穂花
榊琴美 山本優菜 兼竹華子 近俊もも
野中瑠々 金子日菜 池田結 中野来玲
小山笑佳 生井紗貴 岩橋美実 小久保花夏
阿部優菜
◇平成３０年度第５９回埼玉県小中学校児童生徒美術展北足立南部地区展
特選
２年 河野夏子 ３年 陣野朱
入選
１年 保坂のの子 表原京瑚 櫻井優希 市川菜々子
東方花菜 𠮷川あかり 福田英斗
２年 三戸あみな 薮田陽菜 菊田美咲 酒巻愛花
松原もも香
３年 茂野甘奈 鹿島滉希 小島ひなた 入沢瑞紀
岩橋美実 安藤有香
8・9 組 徳岡和樹 宍戸結泰
◇剣道部 寒稽古納会試合
中学生男子の部
１年 片山航貴 準優勝 １年 片桐芽衣 ３位
中学生女子の部
２年 久保田杏 ３位
２年 坂野碧夕 ３位

