
北中学校学校だより 令和２年４月号 むらさき薫る ４月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○規則正しい生活を心がけ、し
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

っかりと健康管理をしよう。
２年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 この誇り

○家庭学習に計画的に取り組も
３年 ２０８名 男子１０４名 女子１０４名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

う。
合計 ６４５名 男子３２１名 女子３２４名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

転入職員紹介
職名 氏 名 教 科 前 任 校
校長 肥沼 武史 学校経営 三郷市教育委員会
教諭 島本 桃太 数学 八潮市立八幡中学校
教諭 鈴木 佳祐 美術 越谷市立新栄中学校
教諭 饗場 大 国語 新採用
教諭 海老名梨沙 保体 新卒
教諭 鈴木 理史 英語 新卒
教諭 谷口 公平 理科 三郷市立早稲田中学校
給食 佐渡 孝子 給食事務 三郷市立立花小学校
給食 鈴木 直子 給食事務 新規採用
校務 森 三男 学校校務 新規採用
校務 柳谷美奈子 学校校務 新規採用

学年職員紹介
職名 氏 名 職名 氏 名 職名 氏 名
校長 肥沼 武史 教頭 田村 重治 教務 桑島 敦
１-１主任 満潮 智仁 ２-１主任 松元 崇仁 主任 田口 卓嗣
１-２ 田村 優奈 ２-２ 松永 和也 ３-１ 尾﨑 隆彦
１-３ 峯﨑 彩香 ２-３ 増子 透 ３-２ 小林 愛里
１-４ 川津 美遥 ２-４ 平林 恵 ３-３ 渋川 学
１-５ 山澤 賢勇 ２-５ 小倍 正行 ３-４ 上野 隆太郎
１-６ 島本 桃太 ２-６ 麻生田憲之 ３-５ 篠﨑 真
副担 饗場 大 副担 後藤実奈子 ３-６ 中島 直子
副担 櫻田 隆平 副担 佐野孝一 副担 鈴木 理史
副担 海老名梨沙 副担 谷口 公平 副担 宮澤 行雄
養護 菊地あけみ あじさい 稲垣 英樹 あじさい 鈴木 佳祐
事務 岡田 裕美 校務 森 三男 あじさい 浜名 友子
さわやか 熱田 雅恵 校務 柳谷美奈子 ALT ｽｺｯﾄ･ﾋﾞｻｷ
学校司書 中谷ますみ ＳⅭ 鷲尾 一世 給食 佐渡 孝子
給食 鈴木 直子 拠点 藤島 隆

転出職員紹介
職名 氏 名 在籍 転出先
校長 大塚 正樹 ４ 定年退職
教諭 平野 勉 ８ 退職
教諭 細津 誠 ７ 吉川市立南中学校
教諭 大谷 正視 ５ 越谷市立西中学校
教諭 奥村 健洋 １ 三郷市立南中学校
教諭 田中 智也 １ 三郷市立瑞穂中学校
教諭 篠崎 麻希 １ 三郷市立彦糸中学校
給食 高橋 華代 ２ 三郷市立栄中学校
給食 木村 冴香 １ 三郷市立立花小学校
校務 相馬 千鶴 ８ 三郷市立瑞木小学校

新学期を迎えるにあたって新学期を迎えるにあたって
校長 肥沼 武史

４月より校長を拝命いたしました肥沼武史（こいぬまたけし）
です。市内で一番生徒数が多く、素晴らしい伝統・校風を受け
継いでいる学校の校長であることに大きな責任と誇りを感じて
おります。よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスに関する感染状況が毎日取りざたされて

います。北中学校の先生方は、皆さんに会える日を心待ちにし
ておりましたが入学式・始業式は５月７日以降となります。
結果的に皆さんは約２か月学校に通うことができないことと

なります。特に新入生は小学校の卒業式も中止となり、中学校
の入学式も延期です。「つらいことばかりで本当に運が悪い」と
いう人もいます。が、運を悪くするのも、よくするのも君たち
の心の構えにかかっていると私は思います。
その理由は、つらい状況を経験した人は、他者がつらい思い

をしている場合、心を寄せること、人にやさしくすることが自
然とできるようになるからです。他者への不満ばかりを口にし
たり、自分の不運ばかりを思っていたのでは、暗くなるばかり、
時間ももったいない。
どうせなら、物事の見方、考え方を変えて、どのように自分

の成長につなげていくことができるか、こう考えたいと私は思
っています。
ぜひ日本中、世界中が大変な状況下に置かれている今だから

こそ、前向きに考え自分を成長させる糧にし、「運がよかった」
といえるよう頑張ってほしいと願ってやみません。皆さんに会
える日を楽しみにしております。

＜保護者の皆様へ＞
入学式・始業式ともに延期となりましたが、北中学校職員の

意気込みは全く衰えておりません。むしろ、やる気に満ちてお
ります。
しかし延期の原因となったコロナウイルスの拡大が危惧され

ます。学校では、感染症対策に万全を期したいと思っておりま
す。このことに伴い、授業形態の工夫や行事の縮小、中止、延
期、さらには急な日程変更も必要になることが考えられます。
この点につきまして、ご理解・ご協力を賜りたいと存じます。
生徒だけでなく、保護者の皆様とも対面できる日を楽しみに

しております。３年間、責任をもって大切なお子様をお預かり
させていただきます。よろしくお願いいたします。

夢を叶える北中

北中さわやか相談室の利用について
子育てのいろいろな悩み 気軽にお電話ください
4月のスクールカウンセラー勤務日は、４月16･23･30です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 鷲尾一世 ／さわやか相談員 熱田雅恵

マスクをつくろう！
新型コロナウイルス感染症の拡大により、有効な予防対策とし

てマスクの着用が強く叫ばれています。これまで北中では、生徒

たちが登校してきた際に、忘れてきた生徒に対してはマスクを配
布してきましたが、学校で配布できるマスクにも数に限りがあり、

今後、対応できなくなる可能性もあります。

そこで、生徒のみなさんには、各家庭でマスクを作成し、各自、
持参してもらいたいと思います。

文部科学省の以下のサイトで紹介されているほか、YouTube
でも動画が見られますので、是非、各家庭でマスクづくりをして

もらいたいと思います。

文部科学省 子供の学び応援コンテンツリンク集 ↓
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html

文部科学省YouTube「MEXTchannel」→
ぜひ、見て参考にしてください。

北中でも、保健部会の先生方がマスクづくりに

チャレンジしました。上手につくれました。
みなさんも色々調べて工夫してください。



学年末には表彰集会ができませんでしたが、多くの北中生が表彰を受けましたので紹介します。
○埼玉県学業優良生徒表彰 佐々木拓海（３年４組）○埼玉県体育優良生徒表彰 井上巧登（３年
３組）櫻井ありさ（３年４組）○埼玉県産業教育振興会表彰 千代田美桜（３年３組）
○ポラリス校長賞 ３年１組篠田昇吾 ２組舘野快斗 ３組千代田美桜 ４組佐々木拓海 ５組染谷涼
風 ６組栗山海斗○９ヵ年無欠席児童生徒表彰 石原優愛 佐藤ゆりか 武井蒼空 若園寧斗 川
田青空 秋本唯歩輝 川幸太朗 北住彩菜 吉田光佑 堀切健悟 ○三郷鳰鳥ライオンズクラブ
第２４回青少年善行賞 菊池奏多 清原彩月 戸張恋花 永井芽実 羽野結羅 新井涼太 石川夕
輝 西入愛華 岡野心優 古田空 田口真伍 佐藤凜香 石原優愛 須賀華 正田夏鈴 染谷涼風
千代田美桜 鈴木琴美 岩田萌花 山崎紗彩 長田朋実 篠田結那 篠田希乃佳 ○吉川警察署管
内学校警察連絡協議会 善行賞 河島優清（１年５組）○令和元年度健康コンクール 優良賞 岡
田葵衣（２年）○令和元年度三郷市選挙啓発ポスターコンクール 入選 小倉美空（２年）○令和
元年度三郷市選挙啓発習字コンクール 入選 吉岡優来（２年）吉田早希（２年）○第６０回埼玉
県小中学校児童生徒美術展覧会埼葛地区展 入選 原田涼音（３年）入選 石橋実奈（１年）入選
浜屋優喜菜（１年）入選 赤佐 香（１年）銀賞 高橋春歩（２年）銀賞 正田夏鈴（３年）銀賞
新井涼花（２年）銀賞 田所流泉（２年）○第６０回埼玉県小中学校等児童生徒美術展 特選 髙
橋七海（３年）特選 片桐咲季（１年）○全国家読ゆうびんコンクール 三郷市優秀賞 須郷柚菜
○第７２回埼玉県書き初め中央展覧会 特選 吉岡優来（２年）入選 山本美空 須藤美羽 吉田
早希（２年）小倉美空（２年）○令和元年度読破賞 １０冊読破賞 １年 倉持菜月 篠田結衣
武居 鈴 佐藤凜香 田中 葵 永井芽実 古田 空 ２年 宮田琉那 嶋﨑悠太 ２０冊読破賞
１年 篠田凌太郎 ○令和元年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会越谷人権擁護委員協議
会地区予選 優秀賞 舘野快斗 (敬称略)

部活・文化面の表彰
新型コロナウイルス感染対策について
新型コロナウイルス感染拡大を防止するために教職員・生徒・保護者
が共通理解して取り組みましょう。ご協力をお願いします。
〇密閉空間を避け、換気を心がけましょう。。
〇人が多く密集するような場所は避けましょう。
〇密接しないように距離を取りましょう。

具体策
１ 家庭でのお願い
①部屋は定期的に換気するよう心がけて下さい。
②会話をする場合は、近付きすぎず一定程度の距離を取って下さい。
④マスクの着用をお願いします。
⑤こまめにうがい・手洗いをするようにして下さい。
⑥家庭でも手で触れる共有部分（ドアノブ等）は消毒して下さい。
⑦衣服などは洗濯し、清潔を心掛けて下さい。
⑧人がたくさん集まる場所に行かないようにして下さい。
⑨感染症を広げないために咳エチケットに心掛けて下さい。
⑩毎日の検温を行い、健康管理を確実に行って下さい。

２ 学校での対策について
①全員の毎日の検温の確認をし、発熱等がある場合は家庭で
様子をみてもらいます。

②全員のマスクの着用の確認をします。
③生徒の机の間隔を前後左右可能な限り広げます。
④教室の喚起を徹底していきます。
⑤話合い活動等で生徒同士の会話の距離が近くならないよう
に指導し、注意を促していきます。

⑥うがい、手洗い、消毒の徹底を図っていきます。
⑦共有部分（ドアノブ等）の消毒を徹底していきます。
⑧密閉・密集・密接をできるだけ避けるよう対応していきます。 肥沼 武史

校長/社会

今年度４月に

校長を拝命した

肥沼武史（こい

ぬまたけし）で

す。市内で最も

生徒数が多く、

素晴らしい校風・伝統のある

北中学校の校長を拝命し責任

感と誇りを感じております。

「勇気」を合言葉に学校教育

を進めてまいります。よろし

くお願いいたします。

海老名 梨沙
１年5･6組副担任/保健体

育/ハンドボール部

今年度お世話

になります。皆

さんと一緒によ

り良い学校生活

が送れることを

楽しみにしてい

ます。私は「挑戦」という言

葉を大切に行動しています。

失敗を恐れることなく日々挑

戦していきましょう。

島本 桃太
1年６組担任/数学/ハン

ドボール部

私の出身地

は、沖縄県の石

垣島です。趣味

はテニス･ゴル

フ･ゲームに漫

画です。島育ちのせいかマイ

ペースな性格ですが、毎日笑

顔でみなさんと楽しい思い出

を共に作っていきたいです。

全力で頑張ります。

よろしくお願いします。

鈴木 理史
3年1･3･6組副担任/英語

/女子卓球部

教員人生の１

ページ目を北中

で迎えられたこ

とを嬉しく思い

ます。教科指導

では1･3年生の英語を担当し

ます。学生時代、２度の海外

留学を経験しました。様々な

国籍の留学生と切磋琢磨した

経験をもとに「異文化理解」

の大切さを伝えていきます！

鈴木 佳祐
あじさい２組担任/美術/

美術部

みなさんはじ

めまして。鈴木

佳祐と申しま

す。趣味は絵を

描くことです。

絵を描くのが好きな人もそう

でない人もぜひ話しかけて下

さい。北中のみなさんと楽し

く「成長」を感じられる１年

にしたいと思います。よろし

くお願いします。

谷口 公平
2年3･4組副担任/理科/

柔道部

本年度から2

学年に入りまし

た。北中は生徒

も多くパワーも

ある学校なので

負けないよう頑張っていきま

す。また、柔道部を担当させ

ていただきます。柔道の「精

力善用・自他共栄」の精神で

生徒と共に成長していきたい

と思います。

饗場 大
1年1･2組副担任/国語/ハ

ンドボール部

三年前にも北

中でお世話にな

りました。再び

戻ってこられて

嬉しいです。世

界的に大変な事態になってい

ますが、みなさんにとって中

学校での生活がかけがえのな

いものになるよう全力を尽く

して向き合っていきます。よ

ろしくお願いします。

福島 隆
初任者指導/国語

今年度、新採

用の先生をサポ

ートする仕事を

担当させていた

だくことになり

ました。福島隆

と申します。新任の先生方に

少しでもお力添えができるよ

う、今までの経験を生かし頑

張りたいと思っています。ど

うぞよろしくお願い致しま

す。

佐渡 孝子
給食事務

今年度、立

花小学校より参

りました給食事

務の佐渡孝子と

申します。２年

前に北中学校で

お仕事をさせていただいてい

ました。その頃より生徒数が

増えてクラスも多くなってい

ますが、はやく慣れて頑張っ

ていきたいと思います。一年

間よろしくお願いします。

鈴木 直子
給食事務

今年度より

給食事務とし

てお世話にな

ります鈴木で

す。初めて給

食事務として務めさせてい

ただくのでわからないこと

だらけですが、少しでも早

く仕事を覚えて、皆さんの

お役に立てるように頑張り

ます。よろしくお願い致し

ます。

森 三男
学校校務

今年から校務

員としてお世話

になります森で

す。福島県の白

河市出身です。

三郷市在住５２

年になります。任期まで明る

く仕事をしたいと思っていま

す。できるだけ学校をきれい

にしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

柳谷 美奈子
学校校務

今年から校務

員としてお世話

になります柳谷

です。少しでも

皆さんに喜ばれ

るよう清掃等の

仕事をして

いきたいと

思います。

よろしくお

願いします。

令和元年度卒業生進路先 北中学校の先輩たちが努力して、自分で
決めた進路先です。参考にしてください。
【埼玉県公立】浦和第一女子（１）浦和東（１）市立浦和南（３）大宮（２）大宮中央（４）大宮南（１）春日部（３）春日部女
子（１）川口北（１）越ケ谷（３）越谷北（５）越谷西（３）越谷南（９）越谷総合技術（１）杉戸（２）越谷東（１）草加（２１）

草加東（１６）草加南（４）松伏（２）三郷（１５）三郷工業技術（１３）三郷北（３５）三郷養護高等部（１）新座（２）南陵（３）

八潮（１）八潮南（７）吉川美南（４）【千葉県公立】柏の葉（２）木更津工業高専（１）【私立高校等】春日部共栄（２）浦和学院

（４）浦和実業（３）浦和麗明（２）叡明（６）埼玉栄（２）昌平（２）獨協埼玉（１）二松學舎大学附属柏（１）N 高校（２）あ

ずさ第一（３）関東第一（１）四国学院大学香川西（１）東京音楽大学附属（１）国立音楽大学附属（１）潤徳女子（１）聖徳大学

附属女子（３）聖徳大学附属取手聖徳女子（１）千葉経済大学附属（１）土浦日本大学（１）東京成徳大学（１）東洋女子（１）東

洋大学北京（１）東洋大学附属牛久（１）野田鎌田学園（１）ヒューマンキャンパス（３）不二女子（１）武南（１）松栄学園（２）

武蔵野星城（１）流通経済大学付属柏（１）その他（３）




