
令和２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

○身だしなみを整えよう
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

２年 ２２８名 男子１０４名 女子１２4名 この誇り
〇望ましい人間関係をつくろう

３年 ２０７名 男子１０４名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ６４4名 男子３２０名 女子３２４名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

一人暮らしと親の思い
北中学校校長 肥沼武史

３０年以上も昔の話。親に頼りきりの自分に気づき「自立せねば！」と

一人暮らしを決行した経験がある。当初 2 週間くらいは張り切って自炊し
たものの徐々にレトルト、レン・チン、時々外食へと順調？に移行。ある

日、流し一杯に積み上がりカビでまっ黒になった食器群を危険物として廃

棄した時から、きっぱり？！と自炊を断念した恥ずべき過去がある。

我が家の娘も遂に一人暮らしを決定。妻から私への「物件を見に行

く？」「家電や日用品買いに行くけど？」との声掛けに、釈然としないモヤ

モヤ感を胸から払拭できず常に不参加を表明。ある深夜、一人で酒を飲

みながらモヤモヤの正体について自分の心を探ってみる。まず「勝手に

決めるな」「相談しろ」「今でも充分な通勤圏なのに」という決定的・強烈な

思い。次に「物騒だ」と娘を心配する気持ち。そしてかなり本質的な「一緒

にいたい」「寂しい」という気持ち。ここでハタと気づく。すべて娘への一方

的な思いであり、娘の思いをまったく汲んでいないことに…。自分が子離

れできていない事実に愕然とする。くそ！と思いつつ、さらに突き詰めて

みると最終的には「自立した社会人となること」を願っていることに気づ

く。私の親もきっと複雑な思いを抱えながら一人暮らしを許してくれたの

であろう。「であれば気持ちよく認めるしかないなぁ」とやせ我慢である。

本校にも一人暮らしの若手教員が多く心配で時折、現状を聞いてい

た。食事はコンビニ・レトルト、冷蔵庫にはアイスと飲料のみという猛者

や、得意料理は焼き魚という完全自炊を実現している者もいる。さらには

「転居を予定していたら、目の前にス〇バができるので迷っている」という

者もいる。一様に生活を謳歌しつつも親御さんの有難さを実感しており、

生活ぶりも私よりはるかに上質で安心した。

親の心子知らずとはよく言うが、親は子の心に注目するだけでなく、自

分自身の心の在り様にもしっかりと目を向ける必要性があるのだな、と

改めて感じさせられた。転ばぬ先の杖を与えすぎるな、可愛い子には旅

をさせよ、の言葉が聞こえてくる。娘や本校若手諸君から様々なことを教

わった「一人暮らし」をめぐる一件である。

数学科研究授業開催
９月１０日(木)３校時におもしろ遊学館の館長・小川詠
二先生を指導者にお迎えし、島本教諭が１年４組で研究
授業を行いました。方程式の移項の方法について学び、
より効率よく計算ができるように練習しました。練習を
繰り返し、しっかりと計算方法を身に付けてほしいです。
指導者の小川
先生におかれ
ましては、た
いへんお忙し
い中、ご指導
いただきあり
がとうござい
ました。

sports‐dayに向けて
今年度は運動会が開催できなかったため、その かわり
10月8日(木)の午後、sportsdayを実施する予定です。
種目は、クラス対抗大縄跳びと全員リレーです。9月に入
り3密を防ぎながら、各学年ごとに一生懸命練習に取り組
んできました。残念ながら保護者の皆さんへの公開は行
いませんが、ご家庭で練習の様子等についてお子さんと
お話になり、励ましの声かけをお願いします。

SNSの使い方に注意しましょう
今、社会でもたびたび問題になっていますが、SNSの利
用の仕方については十分注意してもらいたいと思います。
自分がちょっとした軽い気持ちで書き込
んだ言葉が、相手を想像以上に傷つけ、
取り返しのつかない大きなトラブルにな
るケースがあります。学校でも学年集会
等で指導しておりますが、ご家庭でもご
指導いただくようお願い致します。

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。
10月のスクールカウンセラー勤務日は、10/8・22（木曜）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

10･11月の予定
10/1 木 食育指導1-1 新人ハンド・柔道
5 月 生徒会役員選挙 歯科健診1-56 3-12
6 火 歯科健診3-3456 2-1
7 水 食育指導1-3 第2回東部地区学力検査3年
8 木 食育指導1-4 金曜日程 sports day
9 金 食育指導1-2 木曜日程 特別日課 新人県大陸上
10 土 土曜授業 新人県大会陸上 学校選択説明会10時
13 火 諸活動停止期間
14 水 食育指導1-5 sports day予備日
15 木 食育指導1-6 埼葛人権を考える集い(三郷)
16 金 中間テスト
19 月 専門委員会
22 木 市内駅伝

11/1 日 彩の国教育の日
4 水 生徒会引継式 特別日程 新人県大会ハンド･卓球
5 木 新人県大会ハンド
6 金 学力向上研究委嘱発表 新人県大会卓球
7 土 土曜授業
9 月 専門委員会 3年三者面談開始予定(18日まで)
10 火 新人県大会バドミントン団体
11 水 新人県大会ハンド
12 木 新人県大会バドミントン個人
16 月 第Ⅱ期時間割
17 火 学校開放委員会
19 木 1年生総合健診
21 土 土曜授業 諸活動停止期間

24/25 火水 3年生期末テスト
26/27 木金 1・2年生期末テスト

詳しくは学年だよりをご覧ください。



２学期始業式・代表生徒の言葉 ～２学期を迎えて～

生徒会代表 北川舞由菜 さん
1学期は、部活動紹介や委員会紹介、毎朝のあいさつ運動、新しい生活様式の中で行われた生

徒総会など、たくさんの協力をしていただきありがとうございました。夏休みは、部活動や勉強

に専念することはできましたか。夏休みにみなさんが三密や交通ルールを意識して守ってくださ

ったおかげで、２学期の学校生活の始まりに繋げることができました。ありがとうございました。

２学期もコロナウイルスの影響で、新しい生活様式での学校生活ですが、自分も周りの人も感

染しない、感染させないために意識して手洗いうがいやマスクの着用をお願いします。そして、

学校生活を充実したものへと繋げていきましょう。

さて、２学期は、運動会や合唱コンクール、北中フェスタ、生徒会引継ぎ式を行う予定でいます。例年、運動会で

は縦割りごとの絆やクラスごとの団結力、合唱コンクールでは、各学年が一丸となって歌う学年合唱の迫力、各クラ

スの練習で培った素晴らしい歌声がとても魅力的で感動します。これらの伝統を例年とは違う形になると思いますが

北中の良き伝統として繋いでいきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。

また、生徒会引継ぎ式では、代は変わりますが、「繋ぐ」をスローガンとして先輩方が築き上げてくださった伝統

や行事を成功させたときの感動を繋いでいけるよう引き続き活動していきます。そのために、委員会の皆さんには、

生徒会で様々なことを企画し、役割をお願いすることがあると思います。その際にはご協力よろしくお願いします。

２学期も生徒会活動を充実させ、今、私たちにできることを考えて、楽しく過ごしていきましょう。

１年生代表 星野朱音 さん
中学生になって初めての夏休みが早くも終わり、あっという間に２学期が始まりました。皆さ

んは夏休みを有意義に過ごすことができましたか。私はこの夏休みを使って学習、部活動、生活

においてそれぞれテーマを決めました。

学習では、「学習の質を高める」です。２学期は、１学期よりも学習内容が難しくなると思う

ので授業にさらに積極的に取り組み、黒板をうつすだけでなく、先生の話の中で大切なことも書

いたり、家庭学習や５分間学習を活用して向上していきたいです。

部活では、「１年生として先輩を支えられるような人になる」です。部活動に休まず参加をして先輩たちの良いプ

レーや明るさを見て学びプレーヤーとして１年生として、先輩たちを支えられるように努力していきたいです。

生活では、「相手の気持ちを考えて行動ができる学年になる」です。まだ、学年では相手の立場に立って行動した

り、発言したりできていない人が多く、相手に言って良い言葉なのかを考えていないところが学年であると思います。

なのでよく考えてから相手を思いあえる行動ができる学年になるために、学級委員を中心にできるようにしていきた

いです。今年は新型コロナウイルスの影響で様々な行事が中止されています。ですが、みんなで協力できる場面はた

くさんあります。学年全体で絆を深めて、距離はとっていても心は密にして過ごしていきましょう。

２学期は一番長い学期です。だからこそ、学習・部活・生活・友情をより充実させることができると私は思います。

一人一人が意識をして２学期をよりよくしていきましょう。

２年生代表 竹沢花菜 さん
みなさん、おはようございます。私は、この夏休み。自分のしたいことや家族との楽しい時

間、部活動１学期の課題克服など、充実した17日間を過ごしました。しっかり休養もできたの

で、２学期元気にスタートしたいです。この長い２学期は、私たちが最も成長できる大事な時

期です。私が挑戦することは、次の２つです。

１つ目の挑戦は学習面です。１学期の私の学習面での課題は、理科の化学分野の理解が足り

ないことと数学の問題を解くスピードが遅いことでした。２学期は、この課題を克服したいで

す。まずは、明後日の夏休み明けテストで理科と数学は８５点以上取りたいです。

２つ目の挑戦は、学級委員としてさらに成長することです。私は１学期初めて学級委員になりました。最初は全部

自分だけでやろうとして、いっぱいいっぱいになってしまいました。しかし、クラスの仲間が助けてくれてようやく

肩の力が抜けました。学級委員だけで頑張ることが大切なのではなく、みんなと協力しあいながら物事を成し遂げ、

クラスがまとまっていくことが大切だと学びました。またその一方で、私自身、時々忘れものをしてしまうなど、リ

ーダーとしての手本を示せない場面がありました。そのため、２学期はより一層、自分の行動や言動に責任をもって

取り組んでいきたいです。

２年生の学年目標は、「意志のあるところ道あり～誰もが挑戦し、個性を発揮できる学年～」です。2学期、私は勇

気をもって挑戦します。みなさんも何かに挑戦してみませんか。挑戦する内容はそれぞれ違っても、応援しあうこと

で、個人としても全体としても大きく成長出来たら、最高の２学期になると思います。一緒に頑張りましょう。

３年生代表 小倉美空 さん
私が２学期に一番頑張りたいことは勉強です。自主学習はもちろん大切ですが、中学校生活で

は授業が中心です。私は塾に通っていません。なので授業では、誰よりも集中し、質の高い１時

間にしたいです。自主学習では、1・2年生の復習の時間にしていきます。授業の中で分からない

ことをわからないままにするのではなく、授業後や休み時間、放課後の時間を使って先生に質問

するなどしていきたいです。先生方、その時は優しく教えてください。よろしくお願いします。

これまでの学校生活は所属していたバレーボール部での活動がすべてでした。私は１年生のこ

ろからレギュラーとして一緒に戦うことが出来ました。厳しい練習でつらかったこと、試合で勝ててうれしかったこ

と、楽しかったことなど、たくさんのことを経験しました。だから、新型コロナウイルス感染症の拡大により学総を

はじめとした大きな大会がなくなってしまい練習の成果を発揮できる場所がなくなり、正直、悔しい気持ちでいっぱ

いです。でも、これまで学んできた声の出し方、あいさつや礼儀、人間関係、磨きをかけたプレーや技術は他の何に

もかえがたい自分の武器になりました。

たくさんの人に認めてもらえたプレーは私にとっても自分の大きな自信につながりました。だから、これから私は、

相手に認めてもらえるプレーが多くできるようさらに努力し、相手にも自信につながるようなアドバイスをし、相手

のプレーを認めて讃えてあげられるような人になりたいです。

また、これまで全てであった部活動で学んできたことを武器に次の目標である志望校合格に向けて全力で取り組み

ます。そして、「中学校生活と思うな、人生と思え」を合言葉に1日１日を大切に充実した学校生活を送ることが私の

２学期の目標です。

新人陸上三郷市内予選の結果 セナリオハウスフィールド三郷（9/15・16）
県大会出場決定

共通男子800m1位 沖亮太 共通男子棒高跳 1位瀬能崚希 中学1年女子100m 1位髙橋千鶴 中学共通女子4×100mR 1位北中A 共通女子走高跳 1位村山羽乃 2位秋草知咲 共通女子砲丸投 1位石垣萌実
入賞者

中学1年男子100m 3位吉村一翼 5位荒井一爽 7位竹森万耀 中学2年男子100m 3位阿部浬空 6位瀧田大輝 共通男子200m 3位阿部浬空 5位河野悠慶 共通男子400m 2位沖亮太 共通男子800m 5位中村勇真
共通男子800m 3位岩間周作 共通男子1500m 2位久保駿真 5位武直輝 6位堀切翔悟 共通男子3000m 3位吉澤駈 6位丸茂優希 共通男子4×100mR 2位北中A 7位北中B 共通男子走高跳 3位入江倫華 7位山
本誠太 共通男子棒高跳 2位瀧田大輝 3位髙橋麟太郎 5位西村拓真 共通男子走幅跳 8位竹森万耀 中学1年女子100m 3位林愛奈 中学2年女子100m 4位藤井日夏 5位佐野結香 8位佐藤結唯 共通女子200m
4位村山羽乃 共通女子800m 5位町田萌樺 7位石堂珠生 共通女子1500m 3位白井ささ 6位若林朋佳 7位竹口愛菜 共通女子100mH 4位村山羽乃 5位佐藤凜香 共通女子100ｍH 3位藤井日夏 共通女子4×
100ｍR 5位北中B 共通女子走高跳 6位金井梨夏子 共通女子棒高跳 4位佐々木梨音 共通女子走幅跳 3位新藤沙倖 4位佐野結香 6位石橋皆実 7位矢谷妃莉 共通女子砲丸投 3位村山羽乃 6位林愛奈

新人兼県民総合スポーツ大会結果
埼玉県中学校新人水泳競技大会兼県民総合スポーツ大会(県大会) 200m平泳ぎ優勝 山田澄
卓球男子個人シングルス優勝 俵谷秀誠（県大会へ）3位 吉澤渓太 卓球女子団体3位 バドミントン埼葛南部予選会 男子団体2位(県大会へ) バドミントン男子シングルス3位 篠田凌太郎（県大会へ）
テニス団体3位 サッカー3位 野球3位

各種大会等での活躍
☆３年須郷柚菜 通信陸上県大会でのタイムが全国ランキングに入り、10月17・18日に開催される全国大会出場決定


