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集団での役割を意識して 

４月７日の入学式・始業式から参観日や家庭訪問など、年度初めの慌

ただしさの中で１ヶ月が過ぎました。１年生にとっては、中学校での生

活になれる期間でもあったと思います。小学校生活との違いに戸惑いが

あった人もいたのではないでしょうか。まだまだ慣れてきていない人も

いるかと思います。保護者の皆さんにとっても、家庭の１日の流れが変

わることでの慌ただしさがあったことだと思います。先日の家庭訪問で

は、担任との情報共有は十分にできましたでしょうか。日々の生活の中

で気がかりなことなどがありましたらどうぞ遠慮なく、学校にご連絡を

いただきますようお願いいたします。 

入学式や始業式において、「聴くこと」「伝えること」を大切にしてほ

しいとお話ししました。「聴く力」と「伝える力」は「共に物事を進め

ていく」基本です。それができることで、協働で集団を高めていくこと

ができるようになります。心理学者のマズローは「承認・尊厳欲求」が

満たされることで「自己実現の欲求」が出てくると提唱しています。簡

単に言えば、認められる集団で生活することによって、自己を高める努

力ができるようになると言うことです。お互いが成長できる集団を創っ

ていくことは自分自身の成長にもつながります。集団の中で自分の果た

す役割を意識しつつ、これからの学級での活動、部活動・体験学習に取

り組んでみてはどうでしょうか。 

校長 藤﨑元司 

パワーアップシートと連絡帳・自主学習帳について 

本年度も生徒の基礎学力定着と学習習慣確立のため，パワーアップシ

ートと「おれんじノート」の２冊を宿題として実施しています。各学年

とも生徒の意欲は高く，教職員もフル稼動で生徒のがんばりに応えてい

ます。 

 パワーアップシートは国社数理英の基礎基本の学習プリントを冊子化

したもので，毎日２ページを宿題とし基礎学力の定着を，また「おれん

じノート」は連絡帳と自学自習のノートづくりを兼ねたもので，しっか

りとした学習習慣の確立を目指して取り組んでおります。ご家庭でも，

励ましの声かけ等をよろしくお願いします。 

 

ＰＴＡ総会が開催されました 

４月 15 日（土）にＰＴＡ総会が開かれました。昨年度の活動報告や

会計報告・監査報告があり，その後本年度の活動方針及び活動計画・予

算案が承認されました。（平成 29年度ＰＴＡ総会資料参照） 

その後，役員選考委員会による選考結果が下記のように発表され，了

承されました。宜しくお願い致します。 

なお，各部の部長は５月 24 日（水）の PTA 組織づくりの会で決定し

ます。 

 
平成 29年度 朝倉中学校ＰＴＡ執行部役員 （＊敬称略） 

会 長   山下 和恵(3-4 真歩) 

副会長   大谷 洋枝(3-2 汐莉)，森本 貴子(3-2 好美) 

      白木さなえ(1-4 勇成)，山﨑 明美(3-5 日和) 

堀端佐知子(3-3 公元)，宇賀 哲平(3-4 愛奈) 

安岡利江子(3-2 茉浩)，宇賀 恵利(3-4 愛奈) 

竹葉 康尚(1-2 みなみ)，藤﨑 元司(学校長) 

会計監査  岩﨑 則子(3-4 唯斗)，田中ゆかり(3-3 竜之介)  ) 
 

スクールカウンセラー来校日決定(今年度も火曜日を中心に) 

今年度のスクールカウンセラーの先生は，曽我部典子さんです。悩み事や

相談等がありましたらご遠慮なくご相談ください(秘密厳守です)。 

１学期の予定日は，次の通りです。 

５月 11日・23日・30日，６月６日・13日・20日・27日， 

７月４日・11日・18日，８月 29日， 

場所：カウンセラー室（管理棟１階西端）   

時間：１０：００～１７：４５ 【Tel 844-1824】 

【連絡先：朝倉中学校（担当：澤村養護教諭・西本教頭）

 ５月の行事予定   

日 曜 お も な 行 事 

１ 月 集金日，部活動発足式 

２ 火 集金日 

３ 水 憲法記念日 

４ 木 みどりの日 

５ 金 こどもの日 

６ 土  

７ 日  

８ 月 集金日，出発集会，自由参観日 

９ 火 水着販売 8:00～8:25（～10日） 

10 水 PTA役員会 19：00 

11 
木 歯科検診（２年） 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日(10:00～17:45) 

12 金 中間テスト発表 

13 土 ３年登校日(荷物点検) 

14 日 ３年修学旅行出発 

15 月 ３年修学旅行２日目 

16 火 １年体験研修（香北）， ３年修学旅行帰校 

17 水 ２年ときめきワークス，３年代休 

18 木 ２年ときめきワークス，３年代休 

19 金 １年交通安全教室 

20 土  

21 日  

22 月 内科検診２－３．４．５ 

23 火 心臓検診（１年），ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:00～17:45 

24 水 １年スマホ講演会、PTA組織づくりの会 19:00～ 

25 木 中間テスト 

26 金 中間テスト，地区体壮行式 

27 土  

28 日  

29 月 心肺蘇生法技能講習（２年） 

30 火 
心肺蘇生法技能講習（２年），３年高校説明会，尿検査 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:00～17:45 

31 水 尿検査（６月１日まで） 
 

６月の主な行事予定  
 

６月  １日（木）  心肺蘇生法技能講習(２年), 
内科検診１－１、２、３ 代表専門委員会 

３･４日（土･日） 高知地区中学校総合体育大会 
５日（月）  内科検診１－４、５、６ 教育実習開始 

   ６日（火）  非行防止・薬物乱用教室（１年） 
         スクールカウンセラー来校日 10:00～17:45 

７日（水）  第２回実力テスト（３年） 
  ８日（木）  小中連絡会 

９日（金）  生徒総会 
１０･１１日（土･日） 高知地区中学校総合体育大会 

 １２日（月）  二者面談週間（～１６日） 
 １３日（火）  スクールカウンセラー来校日 10:00～17:45 
 １４日（水）  朝倉支部人権教育研修会 
 １５日（木）  歯科検診（１年） 

１７･１８日（土･日） 高知地区中学校総合体育大会 
   １９日（月）  自由参観週間（～22日） 

 ２０日（火）  尿検査２次（～21日） 
         スクールカウンセラー来校日 10:00～17:45 
 ２２日（木）  期末テスト発表 
 ２３日（金）  ３校ＰＴＡ連絡会 
 ２７日（火）  スクールカウンセラー来校日 10:00～17:45 
 ２９日（木）  期末テスト第１日目 
 ３０日（金）  期末テスト第２日目 
              
                      【裏面につづく】 

平成２９年５月８日発行 



◎ 対面式を実施しました！ 
 １６３名の新入生を迎えた入学式の翌日，４月 10 日に平成 29 年度対面式を実施しました。対面式は，「新入生が朝倉中学校の一

員としての気持ちを持つとともに，２・３年生は後輩を温かく迎えることで進級の意識を一層高める」ことを目的に，毎年実施して

おります。今年度も，この日に朝倉中学校の全生徒 513名が体育館に集い，歓迎の暖かい空気の中にも，張り詰めた緊張感が漂う中

で対面式が行われ，平成 29年度の朝倉中学校がスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 避難所運営マニュアル委員検証会が行われました。 

４月 22日，午後１：00より高知市教育委員会，高知市地域防災推進課，朝倉地区連合防災会の方々が朝倉中学校に集い，昨年 

 作成した避難所運営マニュアルに基づいた検証会を行いました。この検証会では，マニュアル通り避難所設営と運営ができるかど 

 うかを，実際に行ってみるとういものでした。行ってみると，さまざまな課題が浮き彫りになり,マニュアルの見直しを図らなけ 

ればならないところがでてきました。今後は，その課題を検討・改善しよりよいマニュアルを作成したいと思います。また，この 

マニュアルに基づいた避難所開設訓練も実施して行く予定ですので，その際は多数ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【簡易トイレ設置】           【運営チーム打ち合わせ】       【居住スペースの区割り】 

 

◎ 生徒指導スーパーバイザーの学校訪問について 
  昨年に引き続き,生徒指導スーパーバイザー２名の先生方が定期的に来校します。この先生方は，生徒指導の専門家（教員ＯＢ 

等）で，学校における生徒指導の充実に資するため，教職員とともによりよい取組について考えたり，不安を抱える子どもたちの 

支援を行っていただきます。学校訪問をした際には，子どもたちの活動の様子を見させていただいたり，子どもたちに声をかけさ 

せていただいたりする等の活動を行っていただきますので，ご理解を宜しくお願い致します。なお,生徒指導スーパーバイザー２ 

名の先生方は山中正男先生，大谷明彦先生です。 

 

◎ 交通ルールを守りましょう！ 
 朝倉中学校は昨年度，次のような自転車による違反があり，警告を受けています。 

 １位 自転車並列進行違反 １３９件         ３位  傘差し・無灯火      ４件 

 ２位 携帯電話        ５件         その他 信号無視・二人乗り 

 再度、下の安全利用五則を読み，交通ルールを守って，本年度は，上記の数字をゼロにしてもらいたいと思います。 

【自転車安全利用五則】 

 １ 自転車は，車道が原則，歩道は例外 

 ２ 車道は左側通行 

 ３ 歩道は歩行者優先で，車道寄りを徐行 

 ４ 安全ルールを守る 

  ◯ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

  ◯ 夜間はライトを点灯 

  ◯ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

 ５ 子どもはヘルメットを着用 

 

全校生徒の顔が上がって，藤﨑校長

と目を合わせて，うなずきながら，

しっかりと話が聴けています。 

１年生を代表があいさつをして

くれました。 

生徒会から１年生の各学級へ鉢

植えの贈り物をしました。 

「きく・聞く・聴く」①耳に感じて ②心を落ち着け ③答えを求めて 

あ 相手の顔を見て，い 一生懸命，う うなずきながら，え えがおで，お 終わりまで しっかり聞こう 

左の「自転車安全利用五則」は道路交通法に定められた「自転車利

用者が従うべき基本的な交通ルール」です。この法律に違反した者に

対し，法的手続きの前段として「自転車指導警告票」（イエローカー

ド）が交付されます。この「警告票」が累積すると「自転車運転者講

習」の対象となります。（朝倉中にも交付された生徒がいます） 

交通ルールの遵守，マナーの向上を図っていきましょう！！自分と

自分のまわりの人の命を守るために！！ 


