
 

校長 嶋   徹 

 ２月は、学年ごとに大きな行事等があります。１年生は市内外の７０を超える企業や公的

施設などの協力を得て、３日間の職場体験を実施しました。保護者や教員以外の大人と関わ

る機会が少ないため心配な面もありましたが、生徒はそれぞれの職場で力を発揮しお褒めの

言葉もたくさんいただきました。感じている以上に、生徒が成長しているのかもしれません。 

 ２年生は、菅平高原で２泊３日のスキー林間学校を実施し 

ました。雄大な白銀の世界、マイナス１５～６度という極寒 

の体験、スキーの醍醐味、集団生活のルールやマナー、今ま 

で以上に友情を深めた等、たくさん学んで帰ってきました。 

 ３年生は、１月下旬から私立高校の入試がスタートしてお 

り、続々とうれしい結果が届いています。残りの大きな山は 

埼玉県公立高校の入試で、２月２８日に学力検査が、３月２    快晴の菅平高原（１班） 

日には実技・面接が行われます。実力を十分に発揮し、合格   快晴の菅平スキー場（１班） 

通知を手にすることを信じています。 

 ９・１０組は、ゆめぱれす（朝霞市民会館）で市内小・中 

学校特別支援学級「なかよし発表会」に参加しました。長い 

時間をかけて一生懸命に練習してきたギターで「イエスタデ 

ー・ワンスモア」と「パプリカ」の２曲を演奏しました。会 

場中に息の合った優しい音色が響き渡り、演奏後は大きな拍 

手が起こりました。演奏前はかなり緊張している様子でした 

が、演奏後はニコニコとても満足げな顔でした。こうした経    ９･10組のギター演奏 

験の蓄積が、今後の自信につながると確信しています。 

 閉会後、以前からお世話になっている地域の方が近寄って来て、「校長先生、演奏している

生徒を見ていると感動して涙が出てきたよ。本当に素晴らしい演奏だった。」とうれしい言葉

をいただきました。 

 

   学校改善アンケート（学校評価）の結果について 

 本校では１年間の教育活動を振り返り、次年度への改善に生かすために生徒・保護者・職員

によるアンケートを実施しています。保護者の皆様にはお忙しい中、回答やご意見をいただ

きありがとうございました。結果の詳細については、裏面をご覧ください。 

 前年度との比較では一部を除いて１～２％の増減が見られるものの、生徒・保護者・職員

ともに概ね満足できる状況と捉えています。特に生徒の評価は、全１０項目で９２％以上の

高い評価となっています。保護者の評価では学習指導と生徒指導に関する項目で９０％を下

回っておりますので、今後の課題と認識しています。 

 アンケート結果をもとに、職員会議で方策等を協議するとともに、次回の学校運営協議会

でもご意見をいただいて、次年度への改善に生かしてまいります。 
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○自ら 学ぶ 生徒 

○思いやりのある生徒 

○健康に努める生徒 

 



３月学校行事予定表  最終下校時刻 １８時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

    ※予定等は変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  等 

１ 日  

2 月 県公立実技・面接 

3 火 専門委員会 

4 水 生徒朝会 学校保健委員会 県公立追検査 

5 木 ３年生を送る会 

6 金 ３年生球技大会  

7 土  

8 日 朝霞地区ソフトボール審判講習会（本校） 

9 月 県公立発表  

10 火  

11 水 卒業式予行 

12 木 卒業式準備 

13 金 第７３回卒業証書授与式 

14 土  

15 日 バレーボール市民総体 春季水泳大会 

16 月 ２年球技大会 

17 火 １年球技大会 

18 水 １・２年保護者会（参観なし） 

19 木  

20 金 
春分の日 協会長杯バレーボール大会（本校会場）

全日本アンサンブルコンテスト（福井） 

21 土  

22 日  

23 月 給食終了 

24 火 小学校卒業式 

25 水 新入生一日入学 学年集会 大掃除 

26 木 修了式 ふれあいデー 

27 金 学年末休業 

28 土   

29 日   第１９回吹奏楽部定期演奏会（朝霞市民会館） 

30 月  

31 火   吹奏楽部首都圏学校交歓演奏会（さいたま市文化センター） 

 

一中生の活躍 
◇第２５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（全国出場） 
   永坂 莉咲 江畑 俊之介 前川 和也 大澤 心 
  サクソフォーン四重奏 金賞  
   中森 航希 葛木 楓 飯嶋 ほのか 長嶋 風吾 

◇令和元年度 埼玉県歯・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 

◇令和元年度 埼玉県歯・口の健康啓発標語コンクール 
  入賞 和田 唯花 

◇第 72回 埼玉県書きぞめ中央展覧会 
  優良賞 稲場 天音  東方 花菜  西村 文乃 

◇令和元年度 朝霞市小中学校書きぞめ審査会 
 入選 
  加藤 瑠美  立川 奏乃  福田 彩萌  君島 有咲 
  山﨑 優斗  横山 晃翔  北野 日菜子 藤原 真妃 
  七間 祐輝  髙橋 留萌  佐藤 凌真  竹村 聖来 
  大畑 奈々葉 佐々木 舞  吉田 衣彩希 増田 実咲 
  小城 花恋  佐藤 煌也  星野 文音  渡邊 華名 
  北野 光太郎 玉城 裕梅  太田 そら  稲垣 悠花 
  小津 亜矢子 松本 なごみ 杉山 世展  堤 菜緖 
  清﨑 ひなた 下村 菜月  髙野 彩華  八木沢 梨緒 
  保坂 のの子 髙𣘺 若菜  出塚 美月  中野 舞子 
  宮澤 遥花  太田 咲良  櫻井 優希  山口 愛心 
  渡邊 稀理  市川 菜々子 松本 穂波  五十嵐 斗翔 
  鈴木 陽菜多 原山 夢果  𠮷川 あかり 

◇第 60 回 令和元年度 埼玉県小・中学校児童生徒美術展北足立南地区展  
 平面の部 特選 宮澤 来瞳 
  入選 
  玉城 裕梅  春田 由貴  笠井 敦史  富田 帆香 
  藤井 秀平  渡邉 美月  青木 悠  三戸 あみな 
  尾東 ほのか 飯村 友亮 
 立体の部 特選 岡本 七海 
 入選 
  佐藤 心葉  山﨑 優斗  木村 珠美  黒岩 柚月 
  兵頭 澪奈  伊藤 志帆  大山 詩月  福田 英斗 
  岸 あおい  櫻井 成真  峯岸 瞳衣  德岡 和樹 

◇令和元年度 第４４回 朝霞市小・中学校図工美術展 
 平面の部 入選 
  滝沢 羽音  新津 凛乃  栗原 葵   髙橋 留萌 
  三原 奏愛  櫻井 八重  宮地 舞衣  佐藤 穂奈美 
  春田 由貴  小津 亜矢子 黒岩 柚月  杉山 凜 
  増田 鴻暢  又賀 琉之介 岡本 奈々  高麗 涼香 
  下村 菜月  庄子 陸也  細野 結女  片山 航貴 
  東郷 愛   戸祭 博登  中野 舞子  宮澤 遥花 
  大山 詩月  福田 英斗  高麗 穂乃香 曽我 美南 
  森 楓    小原 碧   佐山 日菜  笠原 みづき 
  藪田 陽菜  河野 夏子  畠山 昌之  松丸 都 
  吉田 桃恵  石地 優杏  片山 凛市  甲神 玲妃 
  坂田 咲良  鈴木 颯太  鈴木 葵渚  横山 琉希 
  イシェノワアコベルメット  渡邉 青空 
 立体の部 入選 
  代市 颯太  伊藤 浩志  佐藤 凌真  伊藤 優波 
  稲垣 悠花  川越 結翔  後藤 悠真  櫻井 舞海 
  富田 帆香  寺田 侑花  間 翔太   福井 友香 
  藤井 秀平  𠮷川 あかり 木本 京介  三戸 あみな 
  尾東ほのか  田口 音愛  宮澤 来瞳  竹沢 結貴 
  松永 悠有  井上 智貴  内藤 大樹   
 

２年生 冬季スキー林間学校 
２月６日（木）からの３日

間、長野県上田市菅平高原ス
キー場において、スキー林間
学校を実施しました。 
雪不足が心配されました

が、前日からの急激な冷え込
みと降雪もあったため、素晴
らしいコンディションの中で 

               スキー体験ができました。 

１年生 社会体験事業～ﾁｬﾚﾝｼﾞ３days～ 
 ２月５日（水）からの３日
間、進路指導･キャリア教育の
一貫として、朝霞市を中心と
した７６カ所の事業所におい
て、職場体験学習を行いまし
た。 
 事業所ごとに、慣れない環
境の中で、普段体験できない
様々な経験をしてきました。   
 

４月当初の予定  
４月 ８日（水）始業式 入学式 

１３日（月）給食開始  

１６日（木）全国学力学習状況調査（3年生） 

１７日（金）保護者会（２・３年、９・１０・１１組） 

２２日（水）埼玉県学力学習状況調査（１２３年） 

２７日（月）PTA総会 

 自転車の使い方大丈夫ですか？ 
 １月 30日（木）の朝会の時間
を利用して、生徒指導部、安全教
育部の先生方が中心となり、「交通
安全教室」を実施しました。 
 自転車の乗り方を中心に、交通
事故に遭わないため、起こさない
ための注意点を生徒全員に再確認
しました。 ［事故の様子を映像で紹介］ 

 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 2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。 

［国立埼玉病院にて］ 

［ホテル前ゲレンデ 全員集合写真］ 


