
 

 

 

 

               「ありがとう」 

校長 原口 憲充 

暦の上では「立春」を迎え、梅の開花などが届き始める季節となりました。保護者、地域の

皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

本校では、２月の始めに新型コロナウイルス感染の拡大が見られたため、３年生で学年閉鎖

を行いました。その後感染の収束が見られたため、現在は通常の学校生活に戻しました。ま

た、２年生で計画していたスキー林間学校は、日程を変更して準備を進めています。さらに、

9.10組で予定していた「なかよし発表会」はTeamsでの公開となりました。保護者の皆様には

多くのご心配とご迷惑をおかけしていますことを、この場をお借りしてお詫び申し上げますと

同時に、本校の教育活動にご理解・ご協力いただきますことに感謝申し上げます。オミクロン

株はもちろん、新型コロナウイルスによる感染そのものが収束するまで、引き続き「マスクの

着用・換気・うがい・手洗い」をしっかり行い、「栄養・睡眠」をしっかり取って、感染の予

防にご協力お願いします。 

最近校内を歩いていると、３年生の授業風景に目が留まります。すでに始まっている私立高

校の受験、そしてこれから迎える公立高校の学力検査・・。一人ひとりの笑顔の奥にある緊張

感を感じずにはいられません。自分を信じ、今までの努力の積み重ねが十分に発揮できること

を祈っています。また、放課後は１・２年生が部活に励む姿から、子ども達が「今」を精一杯

生きていることを感じています。共に励まし合い、笑い合う仲間がいること。その仲間とかな

えたい夢や目標がある事。彼らの願う夢が実現できるよう、私たち職員も全力で応援していき

たいと思っています。 

さて、皆さんは日々の生活の中でどれくらい「ありがとう」という言葉を使っているでしょ

うか。「ありがとう」は一般的に感謝やお礼の気持ちを表す言葉ですが、それ以外にも不思議

な力を持っています。嫌なことがあってイライラしたとき、心の中でそっと「ありがとう」と

呟くだけで、そういった気持ちがスーッと消えて落ち着きます。「ありがとう」と言葉に出せ

ば心に感謝の気持ちが生まれます。その感謝は人に対するものだけでありません。今日も元気

でいられることへの感謝、家族の存在への感謝、仲間と共に過ごすことができる感謝、私たち

が住むこの地球への感謝、そして自分が生きていることそのものへの感謝・・。身近なところ

にはたくさんの感謝があふれていることに気づきます。 

「ありがとう」は人に力を与え、元気にし、希望を与え、そして未来を切り開く言葉です。

ぜひ、毎日の生活のいろいろな場面で「ありがとう」という言葉を思い出してください。 

最後に、私からも皆さんに心を込めて「いつもありがとうございます」をお伝えしたいと思

います。 
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※予定等は変更になる場合があります。 

【なかよし作品展・発表会】 2月 19日（土）・20日（日）  
なかよし作品展・発表会は、市内の小中学校の特別

支援学級の児童生徒が学校で行っている様々な取組

をお互いに見せ合ったり、市民の皆様にも見て頂いた

りする頂く貴重な機会です。今年度は、新型コロナ感

染症が蔓延している状況なので、発表会は動画による

発表となりましたが、作品展は予定どおり朝霞市コミ

ュニティセンターにおいて、実施します。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

ん出品します。是非ご覧になって下さい。 

３月学校行事予定表  最終下校時刻 １８時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

１ 火

「

水 

専門委員会 

2 水 生徒朝会 県公立追検査 

3 木 ３年球技大会 

4 金 県公立発表 910 組お別れ会（910 組保護者会） 

スキー林間事前指導 5 土   

6 日            2 年生スキー林間学校 

7 月 公立追検査 

8 火   

9 水 公立追検査発表     （2 年生振替休業） 

10 木  

11 金 卒業式予行 表彰朝会 

12 土   

13 日   

14 月 卒業式準備 

15 火 卒業証書授与式  １２年臨時休業 

16 水 県公立欠員補充開始 

17 木 ２年球技大会 ２年生保護者会（全体会・学級懇談会）  

18 金 １年球技大会  １年生保護者会（全体会・学級懇談会） 

会計日・安全点検日 １２年所見〆切 給食終了 19 土 全日本アンサンブルコンテスト（山形） 

20 日   

21 月 春分の日 

22 火   

23 水  

24 木 新入生一日入学 学年集会 大掃除 

25 金 修了式 ふれあいデー 

26 土                 学年末休

業 27 日 吹奏楽部第 21 回定期演奏会 

28 月   

29 火 首都圏学校交歓演奏会（さいたま） 

30 水 学校運営協議会 

31 木  

 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４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(木 )準備登校３年  

   8(金 )始業式  入学式  

  11(月 )教科書配布  全校集会  

  12(火 )身体計測３→２→１年  

  13(水 )生徒会オリエンテーション  給食開始  避難訓練  

     学年内清掃開始  仮入部開始（見学）  

  14(木 )個人写真撮影１→２→３年  聴力検査（３・１年） 

  18(月 )身体計測・聴力検査（９・10・11 組）  

  19(火 )全国学力学習状況調査 (3 年 ) 専門委員会  

  20(水 )生徒朝会  １年内科検診  

  21(木 )入部〆切日・本入部・部活開き  ふれあいデー  

  22(金 )保護者会（全体会 (２，３年）  

           ・学級懇談会（１，２，３年））  

  25(月 )通常清掃開始  
【就学援助制度のお知らせ】 
朝霞市では、経済的理由により教育の機会が失われな

いように、公立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護
者の方に、学用品費の一部や学校給食費などの援助を行
っています。 
 年度当初からの援助をご希望の方は、４月１日（金）
から５月３１日（火）までに申請してください。 
この制度による援助を希望される方は、 

   朝霞市教育委員会 教育管理課 
    電話： ０４８－４６３－０７９３（直通）まで 

一中生の活躍 
◇第２７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 

   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・全国大会出場  

   三原 奏愛  玉木 乃愛  林 ななみ  藤原 菜織 

◇令和３年度歯・口の健康啓発標語コンクール 

  入賞 成田 佳憐 

◇令和３年度歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール 

  入賞 春田 由貴 

◇令和 3 年度第 62 回埼玉県小・中学校児童生徒美術展 

  平面特選 増田 鴻暢 

  立体特選 内田 遼 

  平面入選 袖山 眞寧   青木 百花   山垣 希実 

  立体入選 小野寺 優育  長嶋 伽歩 

◇令和３年度 U１３朝霞地区選抜選手 バレーボール 

  野満 一花   吉村 心春   𠮷川 希 

【埼玉県警スクールサポーターが着任しました】 

埼玉県では、埼玉県警察少年課に所属するスクール

サポーターを学校の要請に基づいて派遣し、学校の状

況をより良くするために協力して頂けるシステムが

あります。スクールサポーターさんは、学校と連携し

ながら、校内外の巡回、学校行事への支援、生徒への

指導･助言を通じて、悩みの相談や問題の解決を進め

ていただけます。学校の強力な応援団としてしばらく

お世話になります。 

【朝霞ぐらんぱの会の皆さんがお手伝いをしてくれます】 
「朝霞ぐらんぱの会」は、朝霞市ぐらんぱ育児支援

者養成講座を受講した人を中心に結成された子育て

支援活動を推進する会です。この会に所属するシニア

男性が、校内を巡回しながら子供たちに声をかけた

り、目をかけたりしてくれます。子供たちが安心、安

全に生活できるようにお手伝いしてくれます。 


