
北中学校学校だより 平成３０年１０月号 むらさき薫る １０月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○衣替えに向けて、ジャー生徒数１年 ２０１名 男子１０１名 女子１００名 かかげて進む
ジと制服の管理をしっか２年 ２２２名 男子１２０名 女子１０２名 この誇り
りしよう！３年 １７１名 男子 ９６名 女子 ７５名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ５９４名 男子３１７名 女子２７７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

アインシュタイン博士の教えアインシュタイン博士の教え !!
校長 大塚正樹

先月も多くの台風が日本列島を通過し、例年になく長く雨が
降りましたが、いつのまにか季節が変わり、鈴虫の声を聞くさ
わやかな秋になりました。

吹奏楽部の救急フェスタでの演奏や西関東大会銀賞受賞、新
人戦での各部活動の活躍、市内･埼葛英語弁論大会での活躍…等、
感動的な場面が多くありました。生徒の日頃一生懸命練習した
からこそ、苦しい戦いを勝ち抜いたからこそあふれ出る笑顔は
素晴らしいものです。苦しい局面を体験し、逃げずに勝ち得た
自信は人を一回りも二回りも成長させます。もちろん負ける体
験も無駄ではありません。負けた悔しさは次に頑張ろうという
モチベーションになります。いつも先輩の実績に追いつき追い
越そうという北中の伝統は今年の１年生・２年生にも引き継が
れいるようです。県大会に出場する部活動はさらに高いレベル
での活躍を期待します。

ノーベル賞の季節ですが、相対性理論で知られる物理学者ア
ルベルト・アインシュタイン博士は多くの人々に影響を与える
数々の人生の教訓を残しています。北中生のさらなる発展のた
めに。私生活、勉強、部活動、あらゆることに通ずる「アイン
シュタインの教え」の一部を紹介します。
◆ シンプルであること「もし 6 歳の子に説明できないのであれ
ば、それは自分でも理解できていないということです。」
◆ 不可能に立ち向かう「諦めないでバカを試みる者だけが、不
可能を可能にできる。」
◆挑戦と失敗「挑戦をやめるまでは、失敗ではない。」
◆人を大切にする「私たちは他人のために存在している。なぜ
なら、私たちが幸せなのは、周囲の人が笑顔で幸せにいてくれ
るからである。人生とは、誰か他の人のために生きられない限
り、価値のないものとなる。」
◆好奇心を捨てない「重要なのは、疑問（なぜ・どうして）を
持ち続けること。知的好奇心は、それ自体に存在意義があるも
のだ。」
◆自分を受け入れる「自分の弱点は、いずれキャラクターにな
る。」

これらの教えを意識し、自分を信じて自分の夢の実現に向か
いましょう。１０月も合唱コンクール等行事が多く、多数の来
校者もありますが、引き続きあじさい運動の明るい挨拶をしま
しょう。保護者・地域の方々には引き続き本校の取り組みにご
理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。

祝 吹奏楽部 西関東大会銀賞受賞
15日群馬県前橋市で開催された第２４回西関東吹奏楽コンクールに、本校

吹奏楽部が埼玉代表として出場しました。各県の代表校にまじり素晴らしい演
奏をし、銀賞に輝きました。初の西関東大会でしたが、堂々と演奏することが
出来ました。

夢を叶える北中

北中さわやか相談室の利用について
いろいろな悩み 気軽にお電話ください

１０月のスクールカウンセラー勤務日は、

１１日(木)、２５日(木)です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 佐藤栄子／さわやか相談員 佐々木さやか

10月･11月の予定
日 曜日 行 事

10/１ 月 新人ハンドボール

2 火 新人ハンドボール 卒業アルバム個人写真

3 水 卒業アルバム個人写真 教育長訪問（初任者）

4 木 新人柔道 中学校駅伝大会 窓ガラス清掃

5 金 新人柔道 小学校公開

6 土 英語検定 小学校公開

7 日 市民体育祭（みさとスポーツフェスティバル）

8 月 体育の日

10 水 ２年生救命講習

11 木 ２年生救命講習

14 日 漢字検定

15 月 生徒会役員選挙

17 水 新人戦陸上

18 木 新人戦陸上

21 日 三郷市長選挙投票日

22 月 専門委員会 小中陸上準備会（北中）

23 火 小中陸上親善大会

25 木 初任者研修師範授業（桑島教諭）

26 金 中間テスト

27 土 市民文化祭

28 日 数学検定

29 月 ２学年マナー講習会（５校時） 職員会議

30 火 小中陸上予備日

31 水 合唱コンクール

詳しくは学年だよ

りをご覧ください
花の苗植え

環境委員会の生徒が協力してプランターの花を植えま

した。みんなのために率先して動ける生徒が多く素晴らし

いです。

２学年出前授業開催
12日に県立三郷工業技術高等学校（機械科）、県立三郷北高等学校（普通科）、

県立八潮高等学校（体育科）、県立草加南高等学校（外国語科）、県立杉戸農業
高等学校（生物生産技術科）、県立松伏高等学校（音楽科）、私立愛国高等学校
（衛生看護専攻科）、私立潤徳女子高等学校（美術デザインコース）、私立花咲
徳栄高等学校（食育実践科）、私立叡明高等学校（情報科）の先生方に来校し
ていただき、実際に高校の授業を行っていただきました。生徒たちは自分で２
コマを選択し、興味を持って授業に取り組みました。



２学期始業式 代表のことば
生徒会代表 柴田 遼太朗

一学期は、ユニセフ募金や西日本豪雨災害など募金活動に力を入れました。皆さんの協力のおかげで募金

活動を充実させ、世の中のために北中生の力を発揮させることができました。２学期には、合唱コンが行わ

れます。クラス全員の力をあわせ美しい合唱を響かせ平成最後の合唱コンを素晴らしいものにしましょう。

今学期も募金活動として赤い羽根募金を実施します。1 学期と同様に皆さんと協力して頑張っていきたいで

す。また、小学校あいさつボランティアでは、小学生や地域の方と交流を深め三郷市を盛り上げていきたい

です。今学期これからの１年間のいじめ撲滅宣言を作成します。日々の生活やこれまでの取組を通して身に

つけたことを大切にし、いじめのない北中学校をつくりあげていきましょう。

１学年代表 吉田早希

私たち１年生は北中学校に入学してから１学期の間に部活動や学力テストなど、初めての経験がたくさん

ありました。私は２学期を１学期より充実したものにするため３つの目標を立てました。１つめは定期テス

トです。１学期私は「全教科９０点以上とる」という目標を立てましたが、その目標を達成することができ

ませんでした。２学期は苦手な教科をなくすことができるように、特に家庭学習に力を入れて取り組みたい

です。中でもマインドマップを１学期よりたくさん取り入れたいです。そして、「全教科９０点以上とる」と

いう目標を達成して、１学期の自分より１ＵＰした自分になります。２つめは合唱コンクールの伴奏です。

伴奏者は、自分１人で演奏するのとは違い、歌う人が歌いやすいように弾かなければいけないと思います。

指揮にあわせた一定のリズムで弾けるように苦手な部分も練習を重ねて上手に弾けるようにしたいです。合

唱コンクールの伴奏は簡単にはできない貴重な経験です。完璧に仕上げて運動会を超える最高の行事にでき

るように頑張ります。３つめはクラスをまとめられる存在になることです。クラス全体をまとめて、全員を

引っ張っていけるように努力します。私のクラスは、団結力があるので、２学期その団結力でさらに絆を深

めたいです。そのために、まず自分が、クラスの見本となれるような行動をしていきます。そして、みんな

で声をかけ合って、お互いを高め合っていけるクラスにしていきたいです。以上が２学期私ががんばりたい

ことです。どれも大変だと思いますが、１つ１つ全力で取り組みます。そして、１年生の学年目標である「魅

力ある人間」に少しでも近づけるように努力していきます。

２学年代表 野田あめり

記録的な猛暑が続いた夏休みも終わり２学期が始まろうとしています。私がこの２学期に頑張りたいこと

は２つあります。１つめは勉強と部活動の両立です。２つめは２学期に行われる行事についてです。勉強と

部活について１学期を振り返り、反省すべき点が見えてきました。特に勉強では時間に余裕がもてなかった

ことから定期テストではあまり良い結果が出せませんでした。なので２学期はわずかな時間でも無駄にせず

上手に活用し、日々学習したことを振り返りたいと思います。そして部活も同様にこれから時間が短くなる

につれ限られた時間の中だらだらと活動せず、教わったことを何度も繰り返し練習したいです。行事では、

特に合唱コンクールで、フォロワー等の役割を大切にしたいです。この日のために実行委員をはじめとして、

パートリーダー、指揮者、伴奏者、などたくさんの人たちが準備をしてくれています。しかし支えられるだ

けではなく自分自身もクラスを支えるフォロワーとなっていけるように頑張ります。そして、合唱コンクー

ルに向けてお互い理解し合い、みんなで感動をつくれる歌をうたいます。以上のことを踏まえて充実した２

学期を過ごし、総まとめの３学期へと進んでいきます。

３年生代表 千速 学

受験生として迎えた夏、中学校生活最後の夏、勉強の夏、この４４日間の夏を充実したものとすべく、僕

は野球と勉強の両立を目標に掲げ、めりはりをもって生活してきました。その中で生活面や勉強面では難し

いと思うことが２つありました。１つめは時間の使い方です。隙間時間ができたときにだらだらしてしまう

ことがあったのでその時間に１つでも多くの知識を得ることができたのではないかと反省しました。２つめ

は計画通りに行うことの大切さ、計画以上のことを行うことの難しさです。受験で良い結果を残すためには、

計画通り、計画以上のことをしなければなりません。一度計画通りにいかなければ取り戻すのに苦労してし

まうことになります。普段、テスト２週間前に行っていることでもあらためて難しさを感じることがありま

した。野球では自分が思っていた結果が出ず、悔しい思いをしましたが、この悔しさを忘れずに、１つ、２

つ心も体もレベルアップできるように頑張っていきたいと思っています。最後に３年生の皆さん、この夏を

よく過ごすことができましたか。自分に厳しくできた人、そうではなかった人、どちらもいると思います。

今日から２学期がスタートします。受験の鍵となる勝負の２学期です。あらためて受験生としての自覚を持

ち、必死に取り組んでいきましょう。そして、僕たちの前にはこれから何度も壁が立ちふさがると思います。

ですが、その壁はきっと僕たちを成長させてくれるはずです。どんな大きい壁でもみんなで手をとりあい、

必ず乗り越えて見せましょう。

市内科学展
２２日(土)・２３日(日)瑞沼市民セ

ンターにおいて、市内科学展が開催さ
れました。本校からは３年生高藤佳汰
君「ミキサーで水を混ぜると温度は上
がる？上がらない？」と 1 年生青木彩
音さん「液状化～液状化の性質～」の
２つの研究か埼葛推薦賞に選ばれまし
た。日頃の生活で感じた疑問を工夫し
ながら解決していく活動が生きる力に
なります。頑張ってください。

3年生ライフプランセミナー開催
14日、３学年では５・６校時の総合学習の時間を利用してソニー生

命の皆様に来校していただきライフプランセミナーを開催しました。
３年生にとっては、将来への人生設計を考えるとともに、保護者に対
する感謝の気持ちをもつたいへん素晴らしい機会になりました。ソニ
ー生命の皆様のご協力のもと今年で６回目を迎えるこの取組は、３年
生の進路選択に大いに役立っています。

薬物乱用防止教室
帝京平成大学薬学部から教授の福島紀子

先生と 4 名の学生の皆様に講師として来校

いただき、薬物乱用防止教室を実施しまし

た。「風邪」を例に、薬の役割や正しい使

い方、副作用などについて丁寧に教えてい

ただき本来の薬の服用の仕方を学ぶと同時

に、社会でも問題になっている薬物依存の

仕組みや恐ろしさを教えていただきまし

た。生徒たちも全員、真剣に話に聞き入っ

ていました。

英語弁論大会
１９日に埼葛中学校英語弁論

大会が日本工業大学で行われまし
た。３年和田一輝君が出場し見事
３位を獲得し、１０月１０日に横
瀬町で行われる県大会に２年連続
の出場が決定しました。１０月の
県の舞台での活躍を期待します。

1年生認知症サポーター養成講座
学校公開日に認知症サポーター養成講座を開催しました。三郷市役

所福祉部ふくし総合支援課、三郷市地域包括支援センターみさと中央、
三郷中央総合病院リハビリテーション技術課の皆様を講師としてお迎
えし、認知症になってしまったお年寄りに対しての接し方や声のかけ
方などについてグループごとに考えました。高齢化社会を迎えている
今日、人と人のつながりを大切にして生きていくための素晴らしい学
習の場となりました。

新人兼県民総合体育大会結果
９月２６日から新人兼県民総合体育大会が始まりました。これまでの大会結果を報告します。

陸上 ：男女総合優勝 中１男子 100m １位新井泰輝 ２位新井優輝 中２男子 100m １位栗山海斗
共通男子 200m １位栗山海斗 共通男子 1500m ２位飯島優輝 共通男子 110mH １位稲生遥希
共通男子 4x100mR 池田・松下・新井・栗山 共通男子棒高跳２位池田憧羽
中１女子 100m １位山本菫 中２女子 100m １位リオ・アイコ・カポーテ ２位下薗成実
共通女子 200m １位リオ・アイコ・カポーテ 共通女子 800m １位須郷柚菜 ２位白井もも
共通女子 1500m １位須郷柚菜 ２位菊池恋葉 共通女子 4x100mR リオ・山本・下薗・山本
共通女子走高跳１位加藤志歩 共通女子走幅跳１位下薗成実 （陸上は以上が県大会へ）

女子バレー ：対早稲田中 2 － 0、対栄中 2 － 0、対前川中 2 － 1、対吉川東中 0 － 2、
順位決定戦対松伏中 2 － 1 準優勝（代表決定戦へ）

女子卓球 ：団体優勝（県大会へ）個人シングルス優勝 横山絢萌（県大会へ）準優勝 牧留花（県大会へ）
個人ダブルス優勝 染谷涼風・千代田美桜（県大会へ）

男子卓球 ：団体 3 位（代表決定戦へ）個人シングルス 3 位 原中亮之進（代表決定戦へ）
個人ダブルス準優勝 昆野悠人・吉田雄大（県大会出場）

バドミントン：女子団体戦準優勝（県大会へ） 個人シングルス 3 位 清原慶矢（県大会へ）
個人ダブルス 5 位小柳泰知・知念和駿（県大会へ）
男子団体戦 3 位（県大会へ） 個人シングルス 3 位 椎名美月（県大会へ）5 位 廣田恵（県大会へ）
個人ダブルス 5 位椎名美月・廣田恵（県大会へ）

野球 ：29 日・対吉川中央 2 － 1 （10 月2日の試合へ）
サッカー ：29 日・対吉川東８－１（10 月１日の試合へ）


