
 

 

 

 

             「令和３年を終えるにあたって」 

校長 原口 憲充 

朝夕の寒さが一段と厳しくなり、空気の透明感が増してきました。冬の夜空を彩るオリオン

座やおうし座の輝きを見上げるのは寒い季節の楽しみですが、この時期は日没時間が早く、最

終下校時刻の１７時１５分には学校周辺もすっかり暗くなっています。部活動の時間が短い子

ども達は物足りなさを感じているようですが、通学距離の長い生徒の下校が心配です。ご家庭

におかれましても、寄り道などせずまっすぐ家に帰るよう声かけをお願いいたします。 

さて、先日の保護者会でもお話をしましたが、この２学期は子ども達が心身共にたくましく

成長したことを感じる場面が多くありました。先日行われた合唱コンクールや川越フィールド

ワーク、そして修学旅行の代替行事などは、限られた時間の中で子ども達の頑張る様子が見ら

れました。また、日々の授業でも真剣な眼差しで勉強し、授業に積極的に参加しようとしてい

る様子から、子ども達が着実に成長し、前に進んでいることを感じています。子ども達がそれ

ぞれに自分の良さを一層伸ばしていくことを願っています。 

生徒の皆さん、毎日登校するときに、校庭の手前にある桜の木に気づいていたでしょうか？

今は葉を落とし、その姿は心を魅了するものではありません。この季節の桜の木はいったい今

何をしているのでしょうか？ただ早く暖かい春になってほしいと待っているだけでしょうか？

…実はそうではありません。桜は今、来年の準備を着々としています。あの素晴らしい満開の

花を咲かせるために一生懸命準備をしています。誰も見ていなくとも、葉を落とし、冬の寒さ

に耐え、しっかりと根を伸ばし、土から養分を吸い上げながら力をつけているのです。 

寒さ厳しい冬があるからこそ、桜は春にきれいな花を咲かせます。このメッセージを読んで

いる皆さんはどうでしょうか。自分を成長させるためには目標を決め、それを達成するために

努力することがとても大切です。その努力は、時に北風のように冷たく、辛いものかもしれま

せん。でも、それがあるからこそ、結果という美しい花が咲くのだと思います。この冬、３年

生は来年春の進学を目指し、１・２年生はそれぞれ次の目標を決め、黙々と自分を鍛え、力を

つけていってほしいと願っています。 

令和３年もあとわずかになりました。保護者や地域の皆様におかれましては、本校の教育活

動にご理解、ご協力を賜りありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

皆様、どうぞよい年をお迎えください。 

令和３年度  １月号 

  学校だより 
     令和３年１２月１５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 
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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 土 元日      学校閉庁日  冬季休業日 

2 日   

3 月   

4 火 バドミントン会長杯ダブルス大会（久喜） 

5 水 バドミントン会長杯ダブルス大会（久喜・蓮田） 

6 木 バドミントン会長杯ダブルス大会（久喜・蓮田） 

7 金   

8 土 バドミントン会長杯ダブルス大会（久喜） 

9 日 埼玉県吹奏楽コンクール新人戦予選（所沢市民文化センター） 

10 月 成人の日 バドミントン会長杯ダブルス大会（蓮田） 

11 火 始業式 

12 水 ３年生校長会テスト③ 給食開始 

13 木 ２年生音楽鑑賞会（AM) 身体計測（1・3 年） 避難訓練（木４担当） 

14 金 身体計測（2 年・910 組） 専門委員会 

15 土 図工美術展（朝霞市コミュニティセンター） 

16 日 図工美術展（朝霞市コミュニティセンター） 

17 月  

18 火  

19 水  

20 木 金曜日授業 

21 金 木曜日授業 新入生保護者説明会 ふれあいデー 

22 土 ３年生私立高校入試中心日 

23 日 ３年生私立高校入試中心日 吹奏楽・器楽フェスティバル 

24 月  

25 火  

26 水  

27 木  

28 金  

29 土 書きぞめ展（朝霞市コミュニティセンター） アンサンブルコンテスト西関東大会（甲府）  

30 日 書きぞめ展（朝霞市コミュニティセンター） 

31 月  

※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 1 日（火）学校朝会 
    2 日（水）３年三者面談(～2/4) 
    ４日（金）９・１０組なかよし発表会 
    8 日（火）２年生スキー林間（～２/１０） 
   10 日（木）県公立高校出願（２/１４，１５） 
   16 日（水）３年生学年末テスト 
   17 日（木）県公立高校志願先変更（２/１８） 
   18 日（金）専門委員会（３年生最後） 
   19 日（土）なかよし作品展 
   20 日（日）なかよし作品展 
   21 日（月）ＰＴＡあいさつ運動 ふれあいデー 
   22 日（火）公立入試前日指導 ＰＴＡ花植え 
   24 日（木）１２年学年末テスト 県公立学力検査 
   25 日（金）１２年学年末テスト 県公立実技・面接 

朝霞第一中学校区朝のあいさつ運動 
 １１月２２日（月）、校区内の３
つの小学校と本校ＰＴＡが連携
した「朝のあいさつ運動」を実施
しました。本校生徒が出身小学校
の正門に立ち、後輩たちに向けて
気持ちの良いあいさつをおこな
うことができました。 

【一中生の活躍】 
第２７回日本管楽合奏コンテスト 全国大会 
 中学校Ｂの部 最優秀賞 
第４５回埼玉県アンサンブルコンテスト 南部地区大会 
 クラリネット四重奏 金賞・県大会出場 
    井上 晴瑠   吉村 愛佳梨 
    表原 ひなた  鈴木 萊々 
 サクソフォーン四重奏 金賞・県大会出場 
    三原 奏愛   玉木 乃愛 
    林 ななみ   藤原 菜織 
身体障害者福祉のための第６３回埼玉県児童生徒美術展覧会 
 特選 杉田 和瑚 
 入選 大橋 かずほ  石黒 杏奈   香水 優奈 
    宇川  洵   野呂 ゆりあ  藤原 真妃 
    櫻井 八重   宇津木 瑠菜 
令和３年度埼玉県軟式野球強化指定選手 
    加藤 航平  岩岡 蒼空 
令和３年度新人戦代替大会朝霞地区大会 ソフトボール １位  

生徒会主催  オレンジリボンキャンペーン 
（１２月７日～１２月２１日） 

 朝霞一中では、朝霞市のいじめ
防止月間にあわせて、生徒会主催
による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
では「いじめをしない、許さない」
証として誓約書に署名し、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しています。 

GIGA スクール進捗状況報告 
 朝霞一中では、タブレットや大型テレビを活用した授業が積極

的におこなわれています。一方で、ICT 機器の不足や経年劣化に

よる故障が発生し、期待する教育活動が実施できないことも生じ

ています。今後も工夫しながら、GIGA スクールの一層の推進に取

り組んでまいります。 

 東京 2020 教育プログラム 

に係る感謝状の送付について 
  

 東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク大会が子供たちにとってかけがえのな
い財産となるように、本校においてもオリ
ンピック・パラリンピック教育を実施して
まいりました。 
 このことに対して、東京 2020 オリンピ
ック・パラリンピック競技大会組織委員会
会長 橋本聖子さんから感謝状の送付が
ありましたので、ご紹介いたします。 

 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の援助を行っています（所得要件等あり）。 

 令和４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。 

     【朝霞市教育委員会 教育管理課】048-463-0793 

毎日カップ「中学校体力つくり」コンテスト 優秀賞受賞 
 毎日新聞社主催、体力・健
康づくりを通して「生きる力」
を育む中学校を応援する第
35 回毎日カップにおいて、過
去最多の全国 4449 校の参加
校の中から朝霞一中が優秀賞
を受賞しました。12 月 11 日
(土)に東京都千代田区毎日新
聞東京本社で授賞式がおこな
われました。本校の 3 年体育
委員長が代表として出席しま
した。 


