
校長 嶋   徹 

   「真面目にコツコツ、前へ前へ！」  ― 卒業生 大栄翔が大相撲で優勝 ―  

この話は、２月の学校朝礼で生徒に向けて話した内容です。新型コロナ感染症予防のため

不自由な生活を強いられている中で、朝霞市民や埼玉県民にとってうれしいニュースがあり

ました。平成２０年３月に朝霞一中を卒業した高西勇人さん、大相撲で活躍中の大栄翔が１

月場所で１３勝２敗の素晴らしい成績で幕内最高優勝をしました。 

大栄翔は、朝霞四小の１年生の時から相撲を始め、朝霞一中を卒業して埼玉栄高校に進学

し、相撲部に入部しました。入部当初は決して強い方ではなく、学年でも５番目ぐらいの選

手でなかなかレギュラーになれなかったようです。それでも、「真面目にコツコツ」くじけ

ることなく練習を積み重ねた結果、３年生になって急激に強くなりレギュラーの座を獲得、

全国大会で個人３位となりその後、大相撲の世界に入りました。 

大相撲は年齢に関係なく、自分の地位（番付）によって厳しい上下関係がある実力の世界

です。最上位の横綱から最下位の序の口まで約７００人のピラミッド社会です。そのうち一

人前と認められる関取は、十両以上の７０人の力士、つまり１０人に１人の割合です。 

大栄翔は、高校時代までは、相手のまわしを取って組んで相撲を取るスタイルだったので

すが、師匠から「上位で戦うには、突き押しで離れて相撲をとるスタイルに変えなければ通

用しない。突き押しに変更した方がよい。」とアドバイスがあり、全く異なる戦法に切り換

えることを決意しました。上を目指すために自分で高い壁を作って、１からの挑戦を決意し

て取り組んだのです。この相撲スタイルの変更は、大栄翔にとって一大決心であり相撲人生

の転機となりました。 

入門からおよそ９年経過した先日、着実に力を付けた大栄翔が埼玉県出身力士として初め

ての幕内優勝力士となり、大相撲の頂点に立ちました。９年間、ひたすら「真面目にコツコ

ツ、前へ前へ」稽古を積んだ大栄翔だからこそ、今回の偉業を成し遂げることができたのだ

と思います。先輩の功績を称えるとともに、生徒には朝霞一中生とし 

ての誇りを持ち、「真面目にコツコツ、前へ前へ」を人生のキーワー 

ドに大きく前進し、飛躍してほしいと願っています。  

 なお、PTA 本部役員にお願いして優勝の懸垂幕を作成していただ 

き、校舎正門側に設置しました。その際、「大栄翔を励ます会」事務 

局から朝霞市キャラクター『ぽぽたん』の化粧まわしを着けた大栄 

翔の写真を提供していただきました。ありがとうございました。 

とても立派な懸垂幕です。ぜひご覧ください。 
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【なかよし作品展】 2月 13日（土）・14日（日）  

朝霞市コミュニティセンターにて市内小中学校の

特別支援学級の児童生徒の作品を展示した「なかよし

作品展」が開催されました。 

 本校の生徒たちも、こ 

れまで授業で取り組んで 

きた作品をたくさん出品 

しました。 

 

 

３月学校行事予定表  最終下校時刻 １８時１５分（緊急事態宣言解除後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

１ 月 県公立実技・面接 

2 火

「

水 

専門委員会 

3 水 生徒朝会 県公立追検査 

4 木    

5 金 ３年生球技大会 

6 土   

7 日  

8 月 県公立合格発表 

9 火   

10 水 卒業式予行 表彰朝会 

11 木  

12 金 卒業式準備 県公立特例追検査 

13 土  

14 日  

15 月 第７４回卒業証書授与式 １・２年臨時休業日 

16 火 県公立特例追検査合格発表  

17 水 ２年球技大会 

18 木 １年球技大会 

19 金 １・２年、９・10・11組保護者会 

20 土 春分の日  

21 日  

22 月 給食終了 

23 火  

24 水  

25 木 新入生一日入学 学年集会 大掃除 

26 金 修了式 ふれあいデー 

27 土 学年末休業 

28 日  第２０回吹奏楽部定期演奏会（朝霞市民会館）  

29 月    

30 火  

31 水    

※予定等は変更になる場合があります。 

 転出・転居の予定がある方は、必ず担任

の先生にお伝えください。 
 学校では、令和３年度に向けて、在校生徒の人数を確認し
ております。転出や転居が決まっている方、予定がある方は、
必ず担任の先生に①いつ頃、②どこへ、③（もしわかれば）
転出先の中学校名をお伝えくださるようお願いします。 

４月当初の主な予定  
 

４月 ７日（水）準備登校（3年） 

８日（木）始業式 入学式 

１３日（火）給食開始 生徒会オリエンテーション 避難訓練 

１６日（金）専門委員会 

１９日（月）身体計測 

２０日（火）生徒朝礼 

２１日（水）部活動本入部 1年内科検診  

２２日（木）保護者会 

２８日（水）専門委員会 

３０日（金）ふれあいデー 

【卒業祝い給食】 ３年生 1月２９日（金） 

溝沼給食センターから栄養士が来校し、卒業祝い給

食を実施しました。栄養士からは調理作業の様子など

の説明、高校生でもつくれるようなバランスのとれた

弁当メニューの紹介等をして 

いただきました。その後の 

給食には、栄養士手作りの 

フルーツクラフティ―がで 

て、生徒たちには大好評で 

した。 

 

一中生の活躍 
◇第２６回 西関東アンサンブルコンテスト 
    2月 6日（土） 群馬県 高崎芸術劇場 

クラリネット四重奏 金賞 
   前川 和也  大澤 心  櫻井 舞海  中西 美咲 
  金管八重奏 金賞  

   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  大﨑 有珠 

◇令和 2年度 埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 
  入賞 鈴木 颯太  

◇第 7３回 埼玉県書きぞめ中央審査会 
  特選賞 五十嵐 斗翔 
◇令和２年度 朝霞市小中学校書きぞめ審査会 
 入選 

内川 凛々花 菊池 怜菜  玉木 乃愛  土佐 泰生 

  埋田 果帆  木内 菖子  中田 怜那  萩原 和佳奈 

  林 ななみ  脇園 彩那  石倉 梓   是永 藍来 

  佐藤 柑奈  髙林 漣   武田 真央  長嶋 伽歩 

  鬼澤 伶奈  高屋 美生  有馬 百花  石鍋 璃子 

  香水 優奈  坂本 結和  山本 ゆず  太田 柚葵 

  大畑 沙結実 小林 真緒  山岸 夢   伊藤 桃帆 

  八條 菫   福田 響   杉田 和瑚  峯岸 栞大 

  吉村 愛佳梨 北野 日菜子 佐々木 舞  佐藤 煌也 

  髙山 結子  立川 奏乃  玉城 裕梅  三浦 郁葉 

  吉川 明凛  小澤 優愛  北野 光太郎 齋藤 紅葉 

  水上 颯介  吉田 衣彩希 竹川 侑輔  横山 晃翔 

  稲場 天音  江田 梨里子 大畑 奈々葉 君島 有咲 

  杉山 凜   加藤 瑠美  小田 美羽  黒岩 柚月 

  七間 祐輝  福田 彩萌  渡邊 華名  小津 亜矢子 

  小城 花恋  佐藤 凌真  竹村 聖来  藤原 真妃 

  増田 実咲  岡安 奈々美 金子 弓良  西村 文乃 

  不破 美桜  𠮷川 あかり 小林 来夢  刈谷 美月 

  清﨑 ひなた 櫻井 優希  松本 穂波  五十嵐 斗翔 

  金子 陽彦  出塚 美月  八木沢 梨緒 岡野 良平 

  杉山 世展  髙橋 虎徹  東方 花菜  永田 悠來   

中野 舞子  高麗 穂乃香 柴﨑 愛莉  原山 夢果 

  保坂 のの子 細野 結女  間 翔太   山口 愛心 

  渡邊 稀理 
 
 
   
 


