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☆「朝☆声祭で感じたこと」 
朝声祭では「さすが」と思わせるワンランク上の合唱を３年生が披露

してくれました。わたしは、３年生はそうでならなければならないし、

そうあるべきだと思っています。今の３年生が１年生の時、３年生の合

唱を聴いて「やっぱり３年にはかなわないなあ。」と感じたことでしょ

う。同時に「来年こそは」と考えたはずです。今年の３年生も１年生や

２年生にそう思わせる合唱を披露することで、見事に伝統を引き継いで

くれました。 

弁論では１年生山崎聖羅さん、２年生久武万希子さん、３年生別役美

琴さんが自身の考えを堂々とした態度で発表してくれました。『障がい

をもつ弟への心ない言葉に言い返せなかったくやしさ。弟の頑張る姿や

弟を大切にしている家族の思い。』『これまでに読んだ伝記から、医療へ

の関心を持つようになったこと、そしてその夢を叶えるため乗り越えな

ければならないハードルに挑戦しようとする気持ち。』『電車の中で、席

を譲ってあげればいいのにと考えているのに、何も言えない自分。若い

女性が自然に「少しつめてくれますか」と言った行動から考えたこと。』

今の生活や日常から自分自身を深く捉え直したり、自分を取り巻く社会

に対して意見を述べたりすばらしい内容であったと思います。 

日常生活の中にこれからの自分や社会を考えるヒントがあることを

教えてくれる弁論であったと思います。 

 

校長 藤﨑元司 

☆平成 29年度 朝☆声祭 

 10 月 8 日（日）に，“Ｔhe bｅsｔ song here now 最高の歌を今こ

こに”をテーマに，多くの保護者が参観する中，朝倉中学校「朝☆声祭」

を開催しました。全校弁論大会では，各学年の代表弁士が，それぞれの

体験，経験をもとに，しっかりと考え，自分の意見を全校生徒と保護者

に訴えかけました。各クラスの合唱発表では，課題曲と選択曲の２曲で，

すばらしいハーモニーを聴かせてくれました。教科や部活動の発表では，

創り上げた作品を展示し，多くの人々を楽しませてくれました。そして，

吹奏楽部の発表では，すばらしい演奏を奏でてくれたとともに，体育祭

各色応援団長らの生徒とコラボして，楽しい時間を演出してくれました。

また，ＰＴＡコーラス隊は１ヶ月前からの練習の成果を発揮し，力強く，

そして素敵な歌声を響かせました。事業部を中心に行ったジュース販売

では，ご多用の中，多くの方が参加してくださり，完売することができ

ました。 

 多くの方々に支えられた朝☆声祭になりました。本当にありがとうご

ざいました。 

 

◎各賞の紹介 

 全校弁論大会の部 

   最優秀 ２－１ 久武 万希子さん「私の夢」 

       ※12 月 9日(日) 高知市中学生弁論大会へ出場します。 

   優秀  ３－２ 別役 美琴さん「行動と思いやり」 

   優秀  １－５  聖羅さん「私の弟」 

 合唱発表の部 

   グランプリ  ３－２ 

   金賞     ３－１，３－２，３－３，３－４，３－５ 

          ２－１，１－５ 

   銀賞     ２－２，２－３，２－４，２－５，１－３ 

   銅賞     １－１，１－２，１－４，１－６ 

   最優秀学級賞 ３－４ 

   優秀学級賞  ３－４，３－５，２－３，１－５ 

   最優秀指揮者賞３－２西原 碧海さん 

   優秀指揮者賞 ３－１氏原 綾音さん ３－２丁野 ひなさん 

 ３－２西原 碧海さん ３－３尾崎 真緒さん 

 ３－３佃  絵夢さん ３－４北川 千陽さん 

 ３－４影山  由さん ２－２細川 真花さん 

 ２－３中町 希彩さん ２－４森田 麻菜さん 

 １－５藤本 小雪さん  

 １１月の行事予定  

日 曜 お も な 行 事 

１ 水 PTA会費・教材費集金日 

２ 木 PTA会費・教材費集金日 ３年実力テスト 全校専門委員会 

３ 金 文化の日 高知地区中学校駅伝競走 

４ 土  

５ 日  

６ 月 
卒業アルバム部活・個人写真 北高校夜間部体験入学 

PTA会費・教材費集金日 

７ 火 生徒会役選立候補受付最終日 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 

８ 水  

９ 木 ３年進路検討会 生け花教室 

10 金 市 P連冬季大会練習（19:00～） 

11 土 高知保護区中学生弁論大会（保健福祉センター） 

12 日  

13 月 ３年進路面談（13:30～） １・２年二者面談週間（～１６日） 

14 火 
３年進路面談（13:30～） ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 

市 P連冬季大会練習（19:00～） 

15 水 ３年進路面談（13:30～） 

16 木 ２年 GTEC（英語）テスト 海洋高校乗船実習 

17 金 
２年 GETC（英語）テスト 中央高校普通科オープンスクール 

２年人権講演会（６時間目） 

18 土  

19 日  

20 月 ３年期末テスト発表，交通指導（8:00～8:30） 

21 火 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 

22 水 市 P連冬季大会練習（19:00～） ３年促進学級 

23 木 【勤労感謝の日】 

24 金 １・２年期末テスト発表，生徒会役員選挙 ３年促進学級 

25 土  

26 日  

27 月 ３年期末テスト １・２年促進学級 

28 火 
３年期末テスト ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 

１・２年促進学級 

29 水  

30 木 市 P連冬季大会練習（19:00～）   
 

１２月の主な行事予定  
１２月 １日(金) 集金日（１日，４日，５日） 

１・２年期末テスト 
２日(土) 市 P連冬季体育大会 
３日(日) 市 P連冬季体育大会 
４日(月) １・２年期末テスト 
５日(火) 小学生一日入学，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 
７日(木) 代表専門委員会 
９日(土) 高知市中学生弁論大会 

１２日(火)  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 10:30～18:15 
２０日(水) 全校集会 
２１日(木) １・２年教育相談，３年進路相談ＰＭ 
２２日(金) １・２年教育相談，３年進路相談ＰＭ 
２３日(土) 【天皇誕生日】 
２５日(月) 終業式，マラソン大会 
２６日(火) 冬季休業（～１月８日） 

☆表彰 
 ※第 17回少年非行防止ポスター展 
   優良  上田 星子さん（3年），森本 楓菜さん（3年） 
 ※平成 29年度高知県数学思考オリンピック 
   入賞  小松 大祐さん（２年） 
 ※平成 29年度人権作品 
   「詩の部」 最優秀 北岡 聖愛さん（2年） 
   「標語の部」最優秀 福田 美空さん（2年） 

【裏面につづく】 
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【弁論の部最優秀賞 久武 万希子さん】  【合唱の部グランプリ３年２組】       【最優秀学級３年４組】 

                  【最優秀指揮者賞 西原 碧海さん】 

 

 

 

 

 

 

     【PTA合唱】           【３年２組小学校での合唱】         【吹奏楽部演奏】 

☆朝倉小・朝倉第二小での合唱 

 10月 21日(土)，朝倉第二小・朝倉小での音楽会において，朝声祭合唱の部グランプリの３年２組が合唱を披露してきました。各

小学校の児童たちからは，「大変素敵な歌声で素晴しかった」などの感想が聞かれ，また，小学校の先生や保護者の方からも，お褒

めの言葉をたくさんいただきました。朝倉中学校の代表として素晴らしい歌声を聞かせてくれた３年２組の皆さん，本当にありがと

うございました。 

☆本校４選手がジュニアオリンピックハンドボール大会へ 

 12 月 23 日(土)～27 日(水)に沖縄県で開催される第 26 回ジュニアオリンピックハンドボール大会に，四国代表として高知県チー

ム（四国予選優勝）が出場します。本校からは，下記の４名が高知県チームの選手に選ばれ出場します。本校の４選手の活躍を期待

したいと思います。 

  光竜さん，３－２廣永  周司さん，３－５西村 海里さん 

☆訂正 

 「朝風 10 月号」で，体育祭総合優勝紫組が７連覇と記載しましたが，5 連覇の間違いです。訂正させていただきます。申し訳あ

りませんでした。 

☆朝倉中学校のホームページを随時，更新しています！！ 

「朝風６月号」でもご紹介させて頂きましたが、本校ホームページのトップページ「お知らせ」 

の欄に，学校行事等について掲載しています。今後も行事の開始時刻等をできるだけ掲載してい 

くようにします。また，年間の行事予定表も掲載しておりますので，「お気に入り」に登録して， 

チェックしてみて下さい。宜しくお願い致します。 

朝倉中学校ホームページのアドレスは「http://www.kochinet.ed.jp/asakura-j/」です。 
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