
学校通信  朝 風 
平成 30年７月号 

期末テストはどうでしたでしょうか。結果も気になるところですが，
できていなかったところを今一度チェックして１学期を終えるように努
力してください。学期ごとに習ったことを再確認していく習慣を身につ
けて欲しいです。１学期の生活・成績等についての教育相談を１９日，
２０日の２日間で行いますが，３者面談（学級担任・生徒・保護者）で
行うことが基本になります。１学期を振り返り夏休みを有効に活用し，
２学期に備えていただければと思います。夏休みに入るとチャレンジす
ることがたくさんあります。有意義な休みになるように今から計画して
ください。また，運動部の県中学校総合体育大会や文化部の県吹奏楽コ
ンクールなど四国、全国に向けた大会も多く開催されます。四国，全国
大会出場を目指して頑張ってください。 
最後に，これから更に暑くなり，熱中症や水の事故が心配されます。

十分な対策をとり，気を付けて過ごしてください。 
校長 山田 洋士 

☆夏休み中の水難事故防止等について 

例年,高知県下では,中高校生等の水難事故が発生しています。そこ
で、夏休みを含め、生徒の皆さんには、水難事故にあわないように、
「安全」に十分注意を払って生活を送ってほしいと思います。自転車
等の事故も含め、「自分の命は自分で守る」ということが大切です。 

【以下を必ずお読みください】 
※海、川、山に出かけるときは、必ず気象情報や防災情報をみましょう。 
※鏡川水泳補導所は朝倉堰上流のみです。水泳日時は７月２０日～８月
１９日の午前１０時～午後５時です。 

※海にでかけるときも「監視員がいる場所で遊泳する」「一人で行かない」
「ライフジャケットを着用する」等を守りましょう。 

※必ず時間、場所等を保護者に伝えて出かけましょう。 
※鏡ダムの放流による増水に気をつけましょう。（放流の際には,放送,
サイレン,赤色回転灯の点滅等があります） 

※鏡川水泳補導所についての配布チラシ（7 月 3 日生徒配布）を必ず見
ておいてください。 

☆高知県中学校総合体育大会の日程 
７月２１日～２３日，高知県中学校総合体育大会が開催されます。本校か 

らも高知地区総体で，県総体出場権を獲得した部が出場します。高知地区 
中学校の運動部活動の代表として，また，朝倉中学校のほこれる仲間のため 
に，一流の技術とマナーをもって，大会に臨んでください。そして，四国大会 
・全国大会を目指して頑張ってもらいたいと思います。 
 
 【高知県中学校総合体育大会出場部活 （  ）は個人参加者数】 
剣道部 男女団体   男子個人（２名） 女子個人（１名） 
柔道部 男女団体   男子個人（３名） 女子個人（２名） 
水泳部 男子個人（２名） 
卓球部 男女団体   女子個人（１名） 
ハンドボール部（男子） 
ソフトテニス部 女子団体  女子個人 １ペア（２名） 
バスケットボール部 女子 
バレーボール部 男子 
空手部 男子 組手の部（１名） 形の部（１名） 
陸上部 男子個人種目（８名）  女子個人種目（３名）  男子・女子リレー 
【日程】 

陸上競技部（男女） 21日・22日 春野運動公園 

卓球部（男女）個人・団体  21日・22日 県民体育館 

ハンドボール部 21日・22日 県立青少年体育館 

ソフトテニス部（女） 個人・団体  21日・22日 東部運動公園 

柔道部（男女）個人・団体 21日・22日 県立武道館 

剣道部（男女）個人・団体  23日 県立青少年センター 

水泳競技（男子） 個人  21日・22日 くろしおアリーナ 

空手道（男子）個人 22日 東部運動場体育センター 

バスケットボール部（女子） 21日～23日 春野運動公園体育館 

バドミントン（女子）個人 21日・22日 南国市立スポーツセンター 

バレーボール部（男子）   22日・23日 野市総合体育館 他 

※応援に行かれる生徒さんは，交通ルールや応援のマナーをしっかり守っ 
て応援をお願いします。 

 ７月の行事予定   

日 曜 お も な 行 事 

1 日  

2 月 期末テスト（英・理・数・保体） 

3 火 期末テスト（社・国・１年技,２年家,３年技家） 

4 水 人権・平和を守る集会（自由参観） 

5 木 四国地区人権教育研究集会（～６日） 

6 金 ３年「命の学習」 

7 土 市Ｐ連夏季体育大会（男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ･女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 

8 
日 高知市浦戸湾七河川一斉清掃（7:00～8:30） 

市Ｐ連夏季体育大会（男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ･女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 

9 月  

10 火  

11 水  

12 木 「命の大切さ」講演 

13 金 スクールカウンセラー8:30～16:30 

14 土  

15 日  

16 月 【海の日】 

17 火 夜間自転車指導 

18 水 ＰＴＡ役員会（19:00～）,県総体壮行式 

19 木 教育相談（9:15～16:45） 

20 金 
終業式,教育相談（10:30～16:45） 

スクールカウンセラー8:30～16:30 

21 土 【夏季休業 ～８月 28日】,高知県総合体育大会 

22 日 高知県総合体育大会 

23 月 高知県総合体育大会 

24 火 朝倉神社夏祭り 

25 水 加力学習・学習支援教室 

26 木 加力学習・学習支援教室 

27 金 加力学習・学習支援教室,スクールカウンセラー8:30～16:30 

28 土  

29 日  

30 月 加力学習・学習支援教室 

31 火 高知市人権教育研究集会 

＊ 夏休み加力学習及び学習支援教室等の案内は，別途，配付しています（７月

４日付配布）。積極的に参加しましょう！！ 

☆学期末教育相談について 
７月１９日（木）・２０日（金）に１学期末の教育相談が行われます。

（６月２０日付配布）生徒・保護者・学級担任の３者で，１学期の学習
や生活等の振り返りを行い，夏休みの過ごし方や今後の学習や生活につ
いて話し合いたいと思います。ご多用と存じますが，ぜひ，ご参加くだ
さい。 

☆８月の主な行事予定 
８月 ３日(金) 小中連携合同研修会 

４日(土) 四国総体（～５日） 
５日(日)  高知県吹奏楽コンクール（県民文化ホール） 

１２日(日) 忠霊塔ボランティア清掃 
１９日(日) 愛校作業（7:30～9:00） 
２０日(月) こうち志議会（高知市議会本会議場）13:00～ 
２９日(火) 始業式・防災学習等， 
３０日(木) 避難訓練，体育祭結団式    
３１日(金) ３年第３回実力テスト 

 スクールカウンセラー8:30～16:30 
     

【裏面につづく】 
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☆部活動の記録 

 高知市中学校総合体育大会 

剣道部 男子団体 第３位 女子団体 第３位 

柔道部 男子個人 第３位 ２年 田村 昂太さん 

     女子個人 第３位 ３年 三野 雛さん 

 卓球部 女子団体 第３位 

 陸上部 ４種競技 第１位 ３年 川村 一志さん，第２位 ３年 安並愛夏さん，第３位 ３年 山下 弥音さん 

１年 1500ｍ 第 1位 １年 吉岡 和之さん 

棒高跳び 第３位 ２年 宇賀 滉樹さん 

砲丸投げ 第３位 ３年 村岡 美空さん 

全日本中学校通信陸上競技高知県大会 

     棒高跳び 第２位 ２年 宇賀 滉樹さん 

 

☆生徒総会を行いました。 

  ６月８日（金）の５・６時間目に「平成 30年度 高知市立朝倉中学校 生徒総会」 

を行いました。生徒総会では生徒会執行部からの「活動報告及び活動方針・活動計画」 

の説明があった後，代表委員会から「学級目標取り組み発表・学年目標取り組み発表」 

を行いました。その後，執行部や学級から「よりよい朝倉中学校」を創り上げるため 

の議案の審議を行いました。学校としても，できるだけ生徒の要望に応えるよう検討 

していきたいと思っています。                                【執行部の活動報告等】 

   

 

 

 

 

 

 

 

【１年代表委員による取組発表】        【２年代表委員による取組発表】            【３年代表委員による取組発表】 


