
 

校長 嶋   徹 

 今年の『新語・流行語大賞』は「３密」が選ばれました。コロナ禍で暮らしが大きく変わる

中、日常で密に対する意識が高まりました。しかし冬になって陽性者数が全国で急増し、感

染拡大の第３波に入っています。クリスマスや正月を楽しみにしている人が多いと思います

が、感染拡大を防ぐために今年は、自粛や我慢が必要のようです。 

 このような状況のため、２月上旬に予定していた２学年のスキー林間学校は、生徒の安全安心

を確保することが難しいため中止といたしました。生徒の心情を考えると心が痛みますが、ご理

解をお願いいたします。 

   新しい体育祭 

 晴天に恵まれた１１月１８日、例年とは異なるスタイルで学年ごとに規模を縮小して体育

祭を実施しました。平日開催で、保護者の参観は各家庭 1名とさせていただきましたが、ど

の学年も約２００人のご来校をいただきました。生徒の元気みなぎる競技と満面の笑顔、ク

ラスの協力や団結などを満喫できたのではないでしょうか。 

生徒の感想に目を通すと、 

・「練習をしていく中で、全員リレーのタイムが縮まっていくうちにクラスの団結力が高ま

り、純粋に楽しくなってきた。当日もクラスの団結力は高く、全員が全力を出し切れました。

とても楽しかったです。」（２年） 

・「ムカデは、１度も転ばず声をかけ合って見事１位を取れたので、練習の成果が全て発揮

されたと思う。大縄では記録が伸びなかったけど、誰もマイナスなことを言わず、回数を数

える声や「頑張れ」などの声援が飛び交っていた。この４組の団結力と良い笑顔をこれから

の学校生活につなげて、もっと良いクラスにしていきたい。」（３年） 

とあり、生徒は十分に満足できたと実感しました。 

私は３年生の開会式で、３つの全「全集中、全員、全力」の話をしました。どの学年もど

の生徒も十分に力を発揮し、３つの全を実現することができました。 

  自立・貢献・信頼 

本校には、「自立・貢献・信頼」という３つの校訓があります。いろいろな場面で校訓の話

をしていることもあって、生徒にとても浸透しています。１１月２０日は、日ごろお世話に

なっている地域や地域の方々に感謝の気持ちを込めて、地域社 

会に「貢献」する校区内クリーン大作戦を実施しました。 

 １時間ほどの作業ですが、落ち葉や空き缶、ペットボトル等、 

大量のゴミを回収して学校に戻ってきました。この活動を通し 

て、今まで以上に地域の美化について関心を高め、住み心地の 

よい朝霞市の環境づくりに「貢献」してほしいと思います。 

 年の瀬が迫ってまいりました。健やかに新年をお迎えください。 
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（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 

 



１月学校行事予定表  最終下校時刻 １７時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

１ 金 元日     冬季休業日 

2 土  

3 日  

4 月  

5 火  

6 水 始業式 

7 木 給食開始 

8 金  

9 土 図工・美術展（コミュニティセンター） 

10 日 
図工・美術展（コミュニティセンター） 

埼玉県吹奏楽コンクール新人戦 (さいたま市文化センター) 

11 月 成人の日 

12 火 南部地区校長会テスト③ 専門委員会 

13 水 身体測定（1 年） 

14 木 身体測定（２・３年） 避難訓練 

15 金  

16 土  

17 日 朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル 

18 月  

19 火  

20 水  

21 木 安全点検 

22 金 
私立高校入試中心日 新入生保護者説明会 

ふれあいデー 

23 土 私立高校入試中心日 

24 日  

25 月 身体測定（９・10・11 組） 

26 火  

27 水  

28 木 生徒朝会 

29 金 3年卒業祝い給食 

30 土  

31 日  

※予定は変更することがあります。ご了承ください。 

２月の主な予定              

 ２月２日（火）学校朝会 
３日（水）３年三者面談（５日まで） 
９日（火）専門委員会（3 年最終） 

１０日（水）生徒朝会 
1･2 年、9･10･11 組授業参観（保護者会なし） 

１５日（月）県公立高校入試出願 
１６日（火）   〃 
１７日（水）３年学年末テスト 
１８日（木）県公立入試志願先変更 
１９日（金）   〃        ふれあいデー 
２２日（月）PTAあいさつ運動① 小中連携あいさつ運動 
２４日（水）   〃     ② PTA花植え 
２５日（木）    〃     ③ 

１・２年学年末テスト １日目 
２６日（金）県公立高校入試学力検査 

１・２年学年末テスト ２日目 

朝霞第一中学校区朝のあいさつ運動 
 １１月２4日（火）、校区の小学

校、高等学校、本校ＰＴＡと連携

した「朝のあいさつ運動」を実施

しました。平成 23 年から始まっ

たこの取組も今年で１０年とな

り、地域にも定着し、気持ちの良

いあいさつが響き渡りました。 

【一中生の活躍】 
〇第 26回日本管楽合奏コンテスト 中学校Ｂの部  

最優秀賞（2年連続受賞）・審査員特別賞 

○第 44回埼玉県アンサンブルコンテスト南部地区大会 

金管八重奏  金賞・代表      

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 大﨑 有珠 

クラリネット四重奏  金賞・代表 

前川 和也 大澤 心 櫻井 舞海 中西 美咲  

※県大会 12月 19・20日  久喜総合文化会館 

〇身体障害者福祉のための埼玉県児童生徒美術展 入選 

石鍋 璃子 風間 心寧 香水 優奈 大畑 沙結実  

大澤 奏 杉田 和瑚 北野 日菜子 又賀 琉之介  

野呂 ゆりあ  松村 萌華  君島 有咲 藤原 真妃 

宇津木 瑠菜 𣘺本 遙香 望月 美里 櫻井 八重 

大山 詩月 刈谷 美月 中澤 詩真 兵頭 澪奈  

川村 禮子 小平 結菜 下村 菜月 本多 涼風 

佐山 日菜 竹部 雛代 

〇第５５回郷土を描く児童生徒美術展 入選 

   沼田 脩太 髙林 漣 石鍋 璃子 北野 日菜子  

関 晃大 玉城 裕梅 藤原 真妃 豊野 優多  

須貝 航 富田 帆香 

〇税に関する作文コンクール  

 朝霞税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞 渋谷 礼奈 

〇令和２年度青少年健全育成の集い作文 

   優秀作品賞  稲葉 天音  

   優良作品賞  藤掛 桃香 渡邊 稀理 

     
 

 
  

 

生徒会  オレンジリボンキャンペーン 
（１１月２０日～１２月１８日） 

生徒の自治活動によって、朝霞一中で

はいじめ撲滅を目的としたオレンジリ

ボンキャンペーンを実施しています。

この取組は「いじめをしない、許さな

い」証としてオレンジリボンを胸につ

け、いじめ撲滅に協力する意思を示す

ものです。 

 

 

体育祭  各学年結果 
１年 優勝 ８組  準優勝 １組  第３位 ４組 

２年 優勝 ８組  準優勝 ４組  第３位 ３組 

３年 優勝 ６組  準優勝 ３組  第３位 ４組 

敢闘賞 ９・１０・１１組 


