
 

校長 嶋   徹 

 季節によって光景が変わる正門前、今年もイチョウの葉が黄色く色づき、美しい「イエロ

ーストリート」となっています。新型コロナ感染症拡大に加えて、インフルエンザの流行も

危惧されます。引き続き、マスク着用・手洗い・換気等を行い、予防に努めてまいります。 

   コロナ禍での学校公開週間を終えて 

 １０月２６日から３０日まで授業や合唱コンクールを公開し、大勢の保護者の皆様にご来

校いただきました。ありがとうございました。 

 学校公開アンケート（合唱コンを除く）にご協力いただいた評価（４段階）では、ほとんど

が A・B であり概ね良好との評価でしたが、「あいさつや生徒の態度」「教師の説明や発問」

「授業に対する教師の熱意や工夫」「校舎内外の整備」の項目で、少数ですが C・D の評価が

ありました。具体的なご意見では、「教室のドアや窓が開いていて、廊下の換気の音もあり、

先生もマスク着用で大変だと思いますが、先生の声が一番後ろにいると聞こうとしないと聞

き逃す音量だと思いました。意識的に例年よりも声を大きくしてもらえると聞きやすいと思

います。」等がありましたので、日常の教育活動で活かして改善に努めます。 

合唱コンクールの行事アンケートでは、評価（４段階）は A の評価が多く、高い評価をいただ

いたと認識しています。具体的なご意見もたくさんいただきましたが、紙面の関係で３人の

ご意見を掲載します。 

・「どのクラスもすばらしい合唱でトリハダが立ちました。９・１０・１１組のギターの響

きに本当に感動しました。みんなの心が一つに、リズムもハーモニーもすばらしく心からい

やされました。」 

・「とても素敵な歌声で感動しました。このご時世で合唱コンクールができるだけでとても

素晴らしいと思います。ありがとうございました。」 

・「音楽科の先生、学年の先生のご指導に感謝致します。どのクラスも今日までがんばって

練習をしてきた成果が出ていたと思います。コロナ禍で合唱コンも実現できるのか、もうで

きないのかな…と思っていたところ、保護者の参観もできたこと､とてもうれしく思います。

ありがとうございました。我が子のクラス、とても女子の声がすんできれいに響いていまし

た。男子の声もその女子の声を支えて男女のバランスがすばらしかったです。」 

 コロナ禍での合唱ということで、マスク着用での合唱、狭い空間で合唱しないなど制限が

ある中で、工夫して練習し本番を迎えました。開催に反対の意見もあったのではないかと思

いますが、生徒が練習に真剣に取り組む姿や当日の発表態度、合唱後の満足げな顔を見ると実

施してよかったと感じています。 

 今、体育の授業では体育祭（１１月１８日）に向けた練習をしています。練習段階から協力す

る姿が多く見られ、本番がとても楽しみです。合唱コンクール同様に学年ごとの実施となり

保護者の参観は各家庭１名のみとしますが、是非、ご来校ください。 

令和２年度 １２月号 

学校だより 
令和２年１１月１６日 発行 

朝霞市立朝霞第一中学校     

〒351-0013 朝霞市大字膝折２－３１ 

 TEL:０４８－４６１－００７６ 

 FAX:０４８－４６７－４７４１ 

 Email:1chuu@asaka-c.ed.jp 

（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 訓 

自立 貢献 信頼 

学校教育目標 

○自ら 学ぶ 生徒 

○思いやりのある生徒 

○健康に努める生徒 



朝霞一中生の活躍 
 
◎埼玉県中学校新人体育大会兼第３３回県民総合スポーツ大会 
 ◆軟式野球 第２位 
 ◆バドミントン 
  女子団体 第３位 
  女子ダブルス 惜敗 
   髙山 結子・吉川 明凛 
  男子団体 惜敗 
  男子シングルス ベスト 16 
   竹川 侑輔 
  男子ダブルス 惜敗 
    竹川 侑輔・内田 遼 
 ◆サッカー 惜敗 
 ◆柔道女子階級別個人戦 
   第２位 鈴木 茉心 
 ◆ソフトテニス 
  男子個人選 惜敗 
   内藤 正樹 結城 修 
 ◆テニス 男子個人戦シングルス 
       ベスト 16 篠﨑 勇仁 
      女子個人戦シングルス 
       ベスト 16 田中 卯月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎埼玉県小中学生科学コンクール中央審査 
  最優秀賞 掛川 大成（日本学生科学賞埼玉県代表に決定） 
◎埼玉県北足立地区小中学生科学コンクール 
  最優秀賞 掛川 大成 
  優 良 賞 奥田 柚羽 梅澤 緋々希 片山 結萌 
◎朝霞支部小中学生科学コンクール 
  最優秀賞 掛川 大成 奥田 柚羽 梅澤 緋々希 片山 結萌 
  優 秀 賞 長田 拓実 
 
◎朝霞地区駅伝競争大会 第 15 位 
 
◎第 65 回朝霞市市民総合体育大会 剣道 
 ◆中学生男子の部 準優勝 本間 幸光 
          第３位  東海林 大和 
 ◆中学生女子の部 優 勝 高橋 花 
          準優勝 稲垣 悠花 
 ◆中学生女子基本の部 優 勝 濱野 咲希 
            準優勝 安倍 優奈 
            第３位 佐藤 凜和 
            第３位 畑中 ひまり 
 
◎第６回中学生・高校生アンサンブルコンテスト 
 ◆(金管部門)金管八重奏 金賞･埼玉県知事賞･埼玉新聞社賞 
  水流 史裕 塩野 准也 小山 果純 斉藤 天汰 宇納 陸斗 伊藤 直輝 新津 凛乃 大崎 有珠 
 ◆(木管部門)サクソフォーン四重奏 金賞･埼玉県知事賞･埼玉新聞社賞 
  長嶋 風吾 山田 桜子 三原 奏愛 太田 悠生 
 ◆(木管部門)クラリネット四重奏 金賞･埼玉県教育委員会教育長賞 
  前川 和也 大澤 心 櫻井 舞海 中西 美咲 
 
◎第三十一回伊藤園お～いお茶新俳句大賞 
    佳作特別賞 戸辺 真平 
    佳 作   鎌田  華  大畑 奈々葉 
          金子 弓良 戸祭 博登 
 
 

※予定は変更することがあります。ご了承ください。 

【１月の主な予定】             
６日（水） 始業式 
７日（木） 給食開始 

１２日（火） ３年南部地区校長会学力検査 専門委員会 
１３日（水） 身体計測（1年） 
１４日（木） 身体計測（2･3年） 避難訓練 
２２日（金） 新入生保護者説明会 
２５日（月） 身体計測（9･10･11組） 
２８日（木） 生徒朝会  

１２月学校行事予定表  最終下校時刻 １７時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

１ 火 学校朝会(薬物乱用防止教室) 

2 水  

3 木  

4 金 心臓検診（１年）13:20～15:40 

5 土  

6 日  

7 月  

8 火  

9 水 進路検討会議 

10 木 １年授業参観＋保護者会 心臓検診予備日 

11 金 ２年９1011 組授業参観＋保護者会（スキー林間保護者説明会) ３年三者面談  

12 土  

13 日  

14 月  

15 火 学校運営協議会 

16 水                 ３年三者面談 

17 木   

18 金  

19 土 埼玉県アンサンブルコンテスト（久喜総合文化会館） 

20 日 埼玉県アンサンブルコンテスト（久喜総合文化会館） 

21 月 安全点検日 

22 火 給食終了 

23 水   

24 木 学年集会 大掃除 

25 金 終業式 ふれあいデー 

26 土 冬季休業日      （～1 月 5 日（火）まで） 

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木  

ＰＴＡ花植え（10月 15(木)） 
 
 今年度ＰＴＡ活動は、可能な範
囲で協力をお願いしております。
そのような状況の中で、執行部・
２年生の保護者を中心に、除草・
花植えを実施しました。多くの方
にご参加頂き、きれいに花を植え
ることができました。 

学校公開週間（10月 27日(火)～10月 30日(金)） 

・校内合唱コンクール（10月 30日(金)）    
 

 新型コロナウイルス
感染症が心配された中
ですが、拡大防止に最
大限の配慮を払いなが
ら、学校公開を実施い
たしました。新生活様
式のもと、少しずつ通
常の教育活動を取り戻
しつつある様子、子供
達が明るく元気に活動
している様子を５日間
で、のべ６８０人の保
護者、地域の皆様に見
て頂きました。 

※予定は変更することがあります。ご了承ください。 

【１月の主な予定】             
８日（水） 始業式 
９日（木） 給食開始 3年学力テスト 専門委員会 

１０日（金） 生徒朝会 避難訓練 
１１日（土） 市内図工美術展（～12日） 
１４日（火） 身体測定 中学音楽鑑賞会  
２２日（水） 新入生保護者説明会 
２９日（水） 専門委員会 
３０日（木） 生徒朝会 
  

体育祭（11月 18日(水)）に向けて 
 
 例年、春に開催している体
育祭ですが、今年度はコロナ
ウイルス感染症の拡大防止
の観点から、時期を変え学年
別の開催となります。現在、
本番に向けて、授業、昼休み
を利用して練習を繰り返し
ています。 


