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〇衣替えに向けて、ジャー
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

ジと制服の管理をしっか
２年 ２０３名 男子１０２名 女子１０１名 この誇り

りしよう。
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ６５４名 男子３２７名 女子３２７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

北中の「秋は夕暮れ」北中の「秋は夕暮れ」 !!
校長 大塚正樹

日中は暑い日が続きますが、朝晩は涼しくなり季節の変化を
感じます。先月の台風ではすぐ隣の千葉県が、長く停電となり
大きな被害を受けましたが、本校でも急遽２時間遅れの対応を
しましたが、災害時はまず自分の身を守る対応を最優先してほ
しいと思います。
９月も吹奏楽部の救急フェスタでの演奏や、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。先輩から引き継いだ財産を1、2年生がし
っかりと引き継ぎ、素晴らしい成果を出しています。
今年はラグビーのワールドカップ（W 杯）が、日本で開催さ

れ話題になっていますが、日本（世界ランク 9 位）がアイルラ
ンド（同 2 位）戦で、19−12 と逆転勝利し大きな感動を呼びまし
た。日本は、アイルランドと通算 10回目の対戦で初勝利です。4
本のペナルティーゴールを決めるなど右足で 14 点をたたき出し
たスタンドオフの田村選手は、「誰も勝つとは思っていなかった
と思います。でも、この結果はゲームプランどおりでした」と
冷静に語りました。スポーツライターの分析によると「勝因は
集中力。日本は反則がとにかく少なかったのが大きいです。と
くにフォワード陣の頑張りがこの結果をもたらしたとも言えま
す。」と分析しています。
部活の大会や小中陸上、駅伝大会、新人戦等でも、とても強

い相手と戦う場面がありますが、集中力をもって、ミスを減ら
し、諦めずに、勇気をもって、粘り強く戦うことが大切です。
さて、秋はスポーツの秋、芸術の秋等何をするにもいい季節

です。北中の 10 月の放課後は合唱コンクールの練習で学校中か
ら美しい歌声が響きます。中学生が一生懸命歌う姿、歌声は本
人が思う以上に周りを感動させます。北中では夕暮れ時に、美
しい歌声と熱心に部活動をする生徒に秋の良さを感じます。
最後に勉強の秋について、「人はなぜ勉強しなくてはいけない

のか」について一言。よく「よりよく生きるため」「将来の仕事
に困らないため」「夢をかなえるため」等の答えが言われますが、
先日読んだ本の中で「勉強は自立するため」「将来、親の面倒に
なるのでなく、自分が自立し、大切な家族を守るため」という
のがありました。自分のためだけでなく、「しっかり勉強してお
かないと、将来、自分の大切な人を守れない」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。

第70回統計グラフコンクール
埼玉県統計協会会長賞受賞
統計グラフコンクールに、2年生5作品、1年
生4作品出展しました。それぞれのグループで調
査等を工夫し丁寧に作成しました。その中で１年生
の福士かおるさん、福田瑛伶奈さんの作品「世界
のゴミ問題」が埼玉県統計協会会長賞を受賞しま
した。

夢を叶える北中

10・11月の予定
10／１ 火 集金日 新人兼県民総合体育大会地区予選会ハンド
2 水 5年次異校種授業研究会（桑島教諭）新人ハンド
3 木 新人兼県民総合体育大会地区予選会柔道 育成会
4 金 小中陸上親善大会 新人兼県民総合体育大会地区予

選会柔道
5 土 第２回英検
7 月 生徒会役員選挙
8 火 東部教育事務所支援担当訪問 ５校時終了一斉下校
10 木 救命講習(２年生)
11 金 救命講習(２年生)
12 土 JOCジュニアオリンピック陸上競技大会
13 日 三郷スポーツフェスティバル2019

JOCジュニアオリンピック陸上競技大会
15 火 市内合同教科会・教育長来校 教育実習開始
16 水 新人兼県民総合体育大会県大会（陸上）
17 木 新人兼県民総合体育大会県大会（陸上）
18 金 小学校公開
19 土 小学校公開 第２回数学検定
20 日 第２回漢字検定
21 月 専門委員会
22 火 即位礼正殿の儀
25 金 中間テスト
26 土 市民文化祭
27 日 参議院埼玉補欠選挙
30 水 新人兼県民総合体育大会県大会（ハンドボール）
31 木 合唱コンクール
11／１ 金 生徒会引継式 彩の国教育の日
5 火 集金日 新人戦県大会（卓球・ハンド・バド）
6 水 新人県（卓・ハンド・バド） 保育実習3－2

食育指導2－1 薬物乱用防止教室
7 木 新人県（バド） 保育実習3－5 食育指導2－2
8 金 埼葛授業研究会 食育指導2－3
9 土 北中フェスタ 第二大場川クリーン作戦

詳しくは学年だより

をご覧ください。

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

スクールカウンセラー勤務日は、毎週木曜日です。
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 熱田雅恵

東部地区卓球大会で活躍
9月1日（日）ウイングハット春日部におい
て、卓球の東部地区大会が開催されました。
北中の卓球部も参加し、男子卓球部が57チ
ーム中5位という素晴らしい成績を収めまし
た。おめでとうございます。

英語弁論大会開催
3日(火)鷹野文化センターにおいて、市内英
語弁論大会が開催されました。本校からも7名
の生徒たちが参加し、心を込めてスピーチし
ました。３年の髙橋陽菜さんが4位に入賞しま
した。18日には瑞沼市民センター体育館で埼
葛中学校英語弁論大会が開催され、３年の
髙橋陽菜さんが代表として選ばれ埼葛英語
弁論大会に出場し活躍しました。

緑のトラスト募金のお礼・心温まる話
北中では生徒会が中心になり募金の呼びかけをしましたが、保護
者の皆様のご協力により19,321円のお金が集まりました。ご協力あ
りがとうございました。このお金は、公益財団法人さいたま緑のトラ
スト協会に送らせていただきます。また、三郷駅で募金活動をされ
ていた方からお褒めの連絡をいただきました。バドミントン部の生徒
たちが大会後、みんなで募金をしてくれ心が温まったとのことです。
北中生の温かい気持ちに感激です。



新人兼県民総合体育大会市内大会での活躍
女子バレー部 ３位
女子バスケ部 ２回戦惜敗
男子テニス部 個人戦ベスト１６ ２ペア 団体２回戦惜敗
男子卓球部 団体戦 優勝（県大会へ）
個人シングルス優勝 谷古宇桜太（県大会へ）

準優勝 俵谷 秀誠（県大会へ）
女子卓球部 団体戦 準優勝（県大会へ）
個人シングルス3位 宮口紗奈（代表戦へ）
個人ダブルス 3位 伊藤歩乃実・飯島優羽

（代表戦へ）
３位 鈴木奏・和田奈緒海

バドミントン部
女子団体5位（県大会へ）
男子団体２回戦惜敗
男子シングルス３位重村涼平（県大会へ）
男子ダブルス2位重村涼平・髙堰琉生

（県大会へ）
女子ダブルス７位清原彩月・田島潮音

（県大会へ）
サッカー部 ３位
野球部 ３位
陸上部（県大会出場を決めた選手を紹介します）
２年男子１００ｍ １位新井優輝 2位新井泰輝
共通男子200m １位松元航
共通男子800m 1位片桐諒
共通男子1500ｍ 2位岩間泰世
共通男子４×１００ｍR1位
共通男子棒高跳 ２位瀬能峻希
２年女子100ｍ １位山本 菫
共通女子200m ２位池田夏帆
共通女子800m １位須郷柚菜
共通女子１５００ｍ １位須郷柚菜
共通女子１００ｍH 1位岡田愛加
共通女子４×１００ｍR１位
共通女子走高跳 1位村山羽乃

第５回みさと救急フェスタ開催
7日(土)午後0時30分より、ピアラシティー交流センタ

ーにおいて第5回みさと救急フェスタが開催されました。
「救急の日」絵画コンクールで本校の１年生、中川結菜
さんのポスターが消防長賞に輝き表彰を受けました。
また、北中から吹奏楽部が参加し、「パプリカ」「明日
はきっといいことある」「ディズニーソング」「宝島」
を演奏し、式典を盛り上げました。

PTA家庭教育学級開催
13日(金)10：50より、埼玉県ネットアドバイザーの長谷川肇之先生
をお迎えして子ども安全見守り講座を開催し
ました。保護者が把握しにくいインターネッ
トに潜む危険についてとてもわかりやすく説明
していただきました。先生のお話をお聞きし、
子どもたちの安全を守るために保護者と学校
が一体となってしっかりと見守っていかなけれ
ばならないと感じました。ありがとうございま
した。

認知症サポーター養成講座開催
13、１４日の２日間、１年生は、2、3校時に認知症サポーター養成講座

を受講しました。お年寄りが認知症になるとどのような症状があらわれ
るのか、認知症の方にどのように対応すればよいのか等について学びま
した。3時間目は、認知症の疑いがあるお年寄りにどのように接すれば
よいか自分たちで話し合い発表しました。ご指導いただきました三郷市
地域包括支援センターみさと中央の皆様並びに三郷市中央総合病院リハビ
リテーション技術科の皆様、ご指導ありがとうございました。

新人兼県民総合スポーツ大会水泳競技
12(木)川口青木町公園プールにおいて、埼玉県中学校新人兼県民
総合スポーツ大会水泳競技が開催されました。北中からは2名参加し、
2名とも予選を勝ち抜き、決勝に進みました。1年生女子の山田澄さ
んが200m平泳ぎで3位に入賞し、2年生男子の須合大志くんが50m
平泳ぎで10位に輝き、素晴らしい活躍をしました。

民生委員・民生児童委員懇話会
14日（土）10：00から図書館において、民生委員・
児童委員の皆さんと懇話会を開催しました。北中生の
活躍について説明した後、授業参観をしていただきま
した。ご参加い
ただいた皆さん
からは、「活気が
ある」「授業態度
がとてもよい」「学
校がきれい」な
ど、たくさんのお
褒めの言葉をい
ただきました。北
中生の皆さん、
今後も頑張って
いきましょう。

環境フェスタみさと2019
２８日（土）環境フェスタみさと2019が市役所駐車
場及び勤労者体育館で開催されました。昼からは、
緑のカーテンコンテストと環境ポスターコンクール
の表彰が行わ
れました。
緑のカーテン
コンテストでは
北中学校も緑
のカーテン賞
にばれ、大塚
校長先生が表
彰状を授与さ
れました。

アクションリサーチ研究授業
18日は埼玉大学の先生や教育局義務教育指導課の先生をお迎えして、

桑島教諭が3年6組で「主体的・対話的で深い学び」にむけた研究授業
を行いました。「挨拶-原爆の写真によせて」という詩から「挨拶」を中
心にマッピングしグループで話し合い発表しました。3年生の熱心な授業
態度に参観された先生方からお褒めの言葉をいただきました。


