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☆明けましておめでとうございます。 
明けましておめでとうございます。皆様の今年一年のご多幸をお祈

り申し上げます。早いもので平成 30年度も３学期を残すだけとなりま
した。１月は行く，２月は逃げる，３月は去るといわれる様にこの 3
学期は早く過ぎていきます。しっかりとした目標をもって取り組みま
しょう。私は，よく生徒の皆さんに「３学期は０学期と伝えます。」こ
の意味は，それぞれの４月から始まる新たなスタートの準備期間にし
てもらいたいとの思いから使っています。「新しい年度から頑張ろう」
「新学期になれば気持ちも新たに」と思っている方も多いでしょう。
そのためには今から取り組んでください。今日からできることは４月
からではないのです。４月には軌道に乗っていることが大切です。そ
のためにこの３学期を自分の成長をイメージして頑張ってください。
そして来年度，気持ちのいいスタートをきっている皆さんに出会うこ
とを楽しみにしています。 
また，３年生は，受験などが控えていて不安や焦りなど今までにな

かった経験をすることも多いでしょう。しかし，多くの 15歳が経験す
る試練とも考えられます。人生の糧の成るものだと，しっかり向き合
って欲しいものです。この機会を生かしてもらい次へのステップにし
てもらいたいです。１・２年生も，進級する準備期間として授業等を
おろそかにせず，充実した生活にしてください。皆さん，今年１年，
頑張りましょう。 

校長 山田 洋士 
 
☆市Ｐ連冬季体育大会であさくらパワーが弾けました！！ 

12月 1･2日に東部環境センター多目的運動場と体育館を会場に，男
女混合ソフトバレーボール大会と女子ソフトボール大会が開催されま
した。朝倉中学校ＰＴＡは，男女混合ソフトバレーボールには単独チ
ームで，女子ソフトボールには朝倉小，朝倉第二小との合同チームで
それぞれ参加しました。両競技とも約１ヶ月前から合同で練習に取り
組み，それぞれのチームで「あさくら」パワーに磨きをかけて，当日
は，ＰＴＡの団結力をそれぞれアピールしました。参加された皆さん
また応援に駆けつけてくださった皆さん，寒い中，本当にありがとう
ございました。結果については，以下の通りです。 
 
 男女混合ソフトバレーボール  優勝 
 女子ソフトボール       予選リーグ 惜敗 
 
☆小学生一日入学を行いました。 

12月 4日（火）に，朝倉小，朝倉第二小の６年生が朝倉中学校に一
日入学しました。歓迎行事では，生徒会執行部による中学校に関わる
クイズや吹奏楽部の演奏を行った後，各教科の体験授業，そして部活
動体験を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆朝倉地区清掃活動に参加しました！！ 

12月 9日（日）に，朝倉小学校区・朝倉第二小学校区青少年育成協
議会が主催する朝倉地区清掃活動に約 130名の生徒・教職員が参加し，
早朝から沿道の空き缶やゴミを拾いながら朝倉のまちをきれいにしま
した。多数の生徒のがんばりに，協議会の方々から，感謝の言葉をい
ただきました。 
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 1月の行事予定  

日 曜 お も な 行 事 

１ 火 元旦 

２ 水  

３ 木  

４ 金  

５ 土  

６ 日  

７ 月  

８ 火 始業式・生徒会執行部新旧交代式，給食開始 

９ 水 
１・２年高知県学力定着状況調査，３年第５回実力テスト 

あいさつ運動（～11日） 

10 木  

11 金 
私立高校推薦入試，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 

全校代表専門委員会 

12 土 高知高専推薦入試 

13 日  

14 月  

15 火 

３年私立等一般入試面接練習開始 

１年科学館理科学習 9:10～11:40 1-1,3,5組（オーテピア） 

３年進路相談（13：30～），２年キャリア教育講演（5･6時間目） 

             講師：高知商業高校 岡﨑校長先生 

16 水 
１年科学館理科学習 9:10～11:40 1-2,4,6組（オーテピア） 

３年進路相談（13：30～），PTA執行部役員会（19：00～） 

17 木  

18 金 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 

19 土  

20 日  

21 月 PTA交通安全指導 

22 火  

23 水 公立高校志願理由書①・願書清書 

24 木  

25 金 公立高校志願理由書清書②，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 

26 土 防災参観日（代休は 3月 14日） 

27 日  

28 月  

29 火 公立高校志願理由書清書③・自己申告書締め切り 

30 水  

31 木  

 

２月の主な行事予定 
２月 １ 日（金）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 
   ６ 日（水）公立高校 A日程入試出願開始（～8日） 
   ７ 日（木）３年期末テスト発表 
   ８ 日（金）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 
   11 日（月）祝日〔建国記念日〕 

12 日（火）１・２年二者面談週間（～15日） 
   13 日（水）公立高校 A日程入試志願先変更期間開始（～15日） 
   14 日（木）３年期末テスト 

15 日（金）３年期末テスト，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日（8:30～16:30） 
21 日（木）１・２年期末テスト発表 

   22 日（金）まとめの集会 
28 日（金）１・２年期末テスト 

３月 １ 日（月）１・２年期末テスト 
  

 
【裏面につづく】 
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☆３年生「租税教室」を行いました。 
                                   12月 17日（月）に高知財務事務所から講師を招いて，３年 

                                生で，「租税教室」を行いました。私たちには，国民の三大義 

務の一つである納税の義務があります。その上で，私たちが納め 

ている税金について「何のために，どのように使われているのか」 

「高知県（高知市）や日本の財政の現状と課題」等に少しでも関 

心をもって考えることは，私たちが生活する中で，非常に大切な 

ことです。今回の租税教室で学習したことを，家庭で保護者の方 

と話をする一つの話題にしてほしいと思います。 
 
 
 
☆部活動〔敬称略〕 
◎メディア部 
第 19回全国中学生創造アイディアロボットコンテスト中・四国地区予選大会  

   中四国特別部門 2位 「本みりん」 大澤 海祐，石本 俊明 
   動画作品部門  審査員特別賞 「Tempest」 横山 司真，大西 理久，宮田 隆史，三橋 司，西森 晃太，森 巧輝 

※上記の 2チームは 1月 26日に開催される全国大会に出場します。 
 
 ◎陸上部 

第 23回ジュニア駅伝競走大会 
   中学生男子の部 第 1位 朝倉中学校 Aチーム 山﨑 遥世，粟田 琉斗，吉岡 和之，宇賀 滉樹，井上 桜雅，高橋 一成 
           第 6位 朝倉中学校 Bチーム 杉谷 凱翔，今井晃太郎，宇賀 千翔，長﨑弘太郎，大久保 蓮，山﨑 太陽 
           区間賞 宇賀 滉樹 
   中学生女子の部 第 4位 朝倉中学校 田中 佑果，中村 郁美，  花，西森 叶美，山下 心都，小松 陽菜 
 
 ◎男子バレーボール部 
  高知県中学生ビギナーバレーボール交流大会 第 2位 

 
◎美術部 

  CIDデザインコンテスト 
   マンガ部門 優秀賞 3年 山﨑 萌永 
         入選  2年 伊藤さゆり  1年 川村 莉子，保木 萌 
 
 ◎吹奏楽部 
  第４２回全日本アンサンブルコンテスト高知県中部地区大会 

クラリネット３重奏 銀賞  山下真由子，加志﨑歩美，中村 香織 
金管８重奏  銀賞     𠮷井好花，左京すみれ，柗永未来，北川雛々葉，尾崎晴香，下元陽織，細美優花，川村大地 
木管５重奏  銅賞      夢華，濵田未来依，藤本 小雪，嶋﨑 心美，大坪 那奈 
打楽器５重奏 銅賞     伊藤 蘭 ，甲藤 伊吹，塩見 侑以，藤田 美桜，横山 琉奈 

 
☆表彰〔敬称略〕 
◎高知市中学生弁論大会 入選 3年 小松 大祐 
 
◎命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール 最優秀賞 3年 久武万希子 優秀賞 3年 久保 美緑，高橋 佑成 
 
◎第 69回こども県展  
毛筆の部 特選 1年 塩見 侑以 

優秀 1年 保木 萌 ，2年 森下 深凪，森本ひなた，3年 渡辺 美咲 
 
硬筆の部 特選 1年 保木 萌 ，2年 森本ひなた 

       優秀 1年 保木 円香，2年 山﨑 潮音 
           

 ◎校内マラソン大会結果 

  男子 1位 恒石 七輝(3年)，2位 吉岡 和之(1年)，3位 川村 天心(1年)，4位 大原 充稔(2年)，5位   響輝(3年) 
     6位 笹岡 則介(3年)，7位 岩村 晴 (1年)，8位 谷渕 友聖(2年)，9位 西本 孝大(2年)，10位 木下 悠太(2年) 

 
  女子 1位 松本 彩香(1年)，2位 澤本 望愛(2年)，3位 田中 佑果(2年)，4位 田原 花(1年) ，4位 山﨑 美雨(2年) 
     6位 吉本 奏音(1年)，7位 市川 七愛(2年)，8位 西森 叶美(1年)，9位 山岡 里央(2年)，10位 中村 郁美(2年) 

 

  ※「あめ湯」の配給に携わっていただきました保護者の皆様，本当に有り難うございました。 

 


