
北中学校学校だより 令和元年１２月号 むらさき薫る １２月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

〇安全のため、手袋を着用
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

しよう。マフラーを着用
２年 ２０４名 男子１０２名 女子１０２名 この誇り

する際は事故防止のため
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

長さに注意しよう。
合計 ６５５名 男子３２７名 女子３２８名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

時代の変わり目を共に過ごしました仲間を大切に時代の変わり目を共に過ごしました仲間を大切に
校長 大塚正樹

先月も県駅伝大会や各部活や駅伝の県大会があり、北中生の
活躍が光りました。特にハンドボール部男子は2年連続優勝とい
う勝ち続ける凄さは、日々の努力の結晶を感じます。
また、北中フェスタでは多くの保護者の協力や三郷北高校の

軽音楽部の演奏もありご協力ありがとうございました。
いよいよ令和初の年末、１２月になり、寒さも本格化してま

いりました。ウィルス性胃腸炎や風邪が流行しつつあります。
十分な睡眠（受験生には難しいですが？）手洗いうがいの励行
や、感染症予防等、健康管理に留意してほしいと思います。
今年は４月まで平成、５月から令和と天皇陛下の即位ととも

に元号が変わりました。
私は昭和に生まれ29才の時に平成に、還暦の時に令和を迎え

ました。昭和時代は学生、就職、結婚…平成時代は子供が生ま
れ、仕事と家庭の両立に努め、令和で定年を迎えます。今年は
還暦同窓会として小学校や中学校、高校、大学の友人と会う機
会が多くありました。同級生は何十年ぶりに会っても、すぐに
当時の呼び名になり、共通の思い出があります。また、現在の
状況や子供の話題等で、「自分の子供は教員になったけど、いつ
も帰りが遅く何してるの」とか意外な接点があります。当時は
あまり話さなかった人と親しくなったり、当時仲良かったのに
よそよそしかったり、気分まで一瞬学生時代に戻ります。
中学生時代に平成から令和に変わった記憶、一緒に過ごした

北中の仲間の記憶は長く残ります。良いことばかりではないで
すが、テスト勉強で苦労したり、部活でなかなか勝てない、友
達と喧嘩した、好きな人ができた…いろいろな経験をして人は
成長していくのです。苦労して悩んだことが木の年輪のように
人を強くしていくといいます。ピンチはチャンス、自分を悩ま
せてくれる人は自分に人の心について勉強させてくれていると
いうとらえ方もあります。
「夢を叶える北中」ですが、夢は変わってもいいのです。む

しろ、何になろうか、どの高校に行こうか悩むのは当然のこと
です。いろいろなことを真剣に考え相談したり、悩みを乗り越
えて行くことが大切なのです。
令和２年には、皆さんが大きく成長していくことを期待しま

す。引き続き、本校の教育について、地域や保護者の方々のご
理解とご協力をお願いいたします。

夢を叶える北中

12月･１月の予定
12／3 火 集金日 表彰集会 特別日程
5 木 ③④⑤⑥①②の授業
6 金 ソニー生命ライフプランニング授業⑤⑥3年生
7 土 青色防犯パトロール・市P連研究大会(三行詩表彰)
8 日 子どもフォーラム2019
9 月 専門委員会 学校･保護司連絡協議会
10 火 特別日程
12 木 2･3年生保護者会
13 金 1年生保護者会(スキー教室説明会)
14 土 ピアラシティ合同演奏会(彦成小)
16 月 職員会議(全校進路検討会)
17 火 親になるための学習②③3年生3クラス
18 水 親になるための学習②③3年生3クラス⑤⑥①②③
19 木 健康教室(スマホによる健康被害)5校時

③④⑤⑥①の授業
20 金 給食終了 ①②⑤⑥の授業
23 月 生徒会クリーン作戦 大掃除
24 火 第2学期終業式 成績及び諸活動の記録配付3年生
25 水 冬季休業日 通知書訂正9：00〜16：003年生
1/8 水 第3学期始業式 午前中市内司書会議･図書館
9 木 発育測定
10 金 給食開始
13 月 成人の日
14 火 集金日 スキー教室前日集会1年生
15 水 スキー教室1年生
16 木 スキー教室1年生
17 金 スキー教室1年生
18 土 読書ウィーク 三郷市PTA連合会新年懇談会
20 月 専門委員会

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

新人兼県民総合体育大会県大会の結果
ハンドボール、柔道、相撲、卓球、バドミントンの県大会
がそれぞれの会場で行われました。残念ながら多くの競技
で惜敗しましたが、ハンドボール男子は優勝し、県大会3連
覇を飾りました。

集まれみさとの子開催
14日「三郷のみんなで実現させ
る5つのケータイルール（中学校
版）」をより実効性のあるものに
する目的で、各中学校の生徒会代
表が三郷中央におどりプラザに集
合し、各校の現状や課題、改善策について話し合いを持ちま
した。午前中2時間の会議でしたが、生徒にとって身近なも
のになるよう活発に意見交換しました。

教育実習生 髙橋巧先生からのメッセージ
10月１５日から３週間教育実習で
お世話になりました。短い期間でし
たが、3年生の公民を担当させてい
ただき、教えることの楽しさを実感
しました。北中学校の皆さんと生活
させてもらい、教師になりたいとい
う気持ちがいっそう高まりました。
3週間、ありがとうございました。



北中フェスタ2019開催
9日に2019北中フェスタを開催しま

した。今年度も埼玉県立三郷北高等学校
の軽音楽部の皆さんに出演いただき盛り
上げていただきました。たくさんの方々
にご来場いただ きありがとうございま
した。PTAの皆さんもご協力ありがとう
ございました。

県統計グラフコンクール表彰式
22日、埼玉会館において第70回統計グラフ
コンクールの表彰式が行われ、1年生の2人が
埼玉県統計協会会長賞を受賞し、表彰を受けま
した。おめでとうございます。

ちくみ幼稚園での保育実習
7日は3年2組の生徒たちが、保育実習のため
ちくみ幼稚園を訪問しました。元気な園児たち
と楽しいふれあいの時間をもちました。最後は、
学年合唱の「世界を変えるために」を園児たち
にプレゼントし、園児たちからもとても上手な
合唱のプレゼントをもらいました。園長先生は
じめ先生方ありがとうございました。

第14回第二大場川浮遊ゴミ等回収大作戦
9日第14回第二大場川浮遊ゴミ等回収大
作戦がありました。北中からはサッカー部、
バレー部、ハンド部の生徒が参加し、遊歩
道にある枯草の撤去を行いました。
北中フェスタの前に協力してくれた皆さん
ありがとうございました。

市内小中音楽会
20日は三郷市文化会館で三郷
市立小中学校合同音楽会が開催
されました。北中からは3年3
組が出演し「ほらね。」を演奏
しました。まわりが感動する素
晴らしい合唱でした。

彦成小・早稲田小・幸房小で挨拶運動
10月28〜30日は、彦成小で朝のあいさつ運動を行いました。小雨や
霧が出る日もありましたが元気な挨拶をすることができました。11
月6日、7日は早稲田小学校で朝のあいさつ運動を行いました。北中
からも多くのボランティアの生徒が参加しました。朝晩の冷え込みが
強い中でしたが、青空の下、早稲田小の児童の元気のよい挨拶が響き
ました。11日〜13日は幸房小
学校での挨拶運動に北中生が参
加しました。育成会の皆さんも
加わり、大勢の児童が登校する
幸房小にも元気な挨拶があふれ
ました。

租税教室開催
22日に3年生は租税教室を行いました。
埼玉県越谷県税事務所の方を講師にお迎え
し、税金の役割や納税することの大切さに
ついてわかりやすく説明していただきまし
た。講師の先生におかれましては悪天候の
中、お越しいただきご指導下さりありがと
うございました。

税に関する標語・作文表彰式
２２日に三郷市役所において中学生の税に関する標語、中学生の税
に関する作文の表彰式がありました。本校からは3年生7名が受賞し
ました。受賞者作文発表では、本校3年女子が代
表として「私たちの暮らしを助ける税」として
自らの家族の作文を朗読しましたが、三郷市副
市長や越谷税務署長の挨拶の中で「身近な生活
と税の大切さ、自分の決意があり素晴らしい」
というお褒めの言葉をいただきました。

アクションリサーチ(第３回)
21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3
年4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。
森鴎外の「高瀬舟」を題材として、
模擬裁判のシナリオ作りを行いまし
た。

埼玉県駅伝大会開催
9日は熊谷スポーツ文化公園で埼玉県中学校駅
伝大会が開催されました。本校からも女子のA
チームが参加し、県のトップレベルのスピード
ランナーの中で健闘しました。

生徒会引継ぎ式
1日の放課後、体育館で、生徒会
本部役員引継ぎ式が開催されまし
た。全校生徒の前で新生徒会本部役
員に校長先生から任命書を授与し、
旧生徒会長から励ましの言葉、新
生徒会長が抱負を述べました。
新生徒会本部役員に協力し、さ
らによりよい北中を目指していき
たいですね。

２年生職場体験学習
19日から21日の3日間、職場体験学習
を実施しました。様々な業種にわたって、
55の事業所の皆様にお世話になりました。
事業所を訪問すると、緊張した面持ちで
一生懸命仕事をする生徒たちの姿があり
ました。３日間の短い体験学習でしたが、
子どもたちはとても貴重な経験をするこ
とができました。各事業所の皆様、ご協
力いただきありがとうございました。

薬物乱用防止教室開催
6日の5,6校時は「薬物の恐ろしさと税関

の役割について」東京税関の職員4名と薬物
探知犬に来校してもらい薬物乱用防止教室を
開催しました。薬物探知犬オーレン号のデモ
ンストレーションでは、薬物を見つけると大
きな拍手がおきました。薬物についての正し
い知識と、やってはいけないことを学びまし
た。

マナー講座開催
13日に2年生はマナー講習会を行いました。講
師に元JALの国際線の客室事務員、客室乗務員
等を勤められました齋藤貴子先生をお迎えし、
正しいお辞儀の
仕方等、マナー
について学習し
ました。とても
熱心にご指導い
ただき、生徒た
ちも真剣に取り
組んでいました。
職場体験学習前
の有意義な学習
になりました。




