
令和２年６月号 むらさき薫る ６月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○学校生活にはやく慣れよう
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

〇室内での過ごし方を考えよ
２年 ２２７名 男子１０４名 女子１２３名 この誇り

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

合計 ６４３名 男子３２０名 女子３２３名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

「親の心子知らず」と「SＮS」
校長 肥沼 武史

職員室の私の机の目の前に供用PCがあり、私が自席に座ると約１メートルの
距離で私と顔を突き合わす格好になる。５月中旬のある日、そのPCで女性教員、
A先生が熱心に仕事をしていた。労をねぎらおうと声をかける。「はい」という返事
とともに何事かと戸惑う眼差しで顔を上げる。長女と同年代でもあり、当初の方針

を転換し「ゴールデンウィークは、よい子で自粛生活を送れましたか」と問う。A先
生は「はい。実家に帰って自粛していました」との回答。「ちなみに実家ってどこ？」

と尋ねると「K市です」とニコニコ答えてくれる。今度は私が「？」状態。なぜならば
実家からでも、A先生の居住地からも、通勤時間に大差はない。私が「実家から
通った方が楽でしょ？」と聞くと「そうなんですけど…」とのこと。

ふと、我が家の懸案が脳裏をかすめる。都内勤務の長女が「どうしても一人暮

らしを始めたい」と言い始めたのである。～「やっぱり都内物件。オートロックは譲

れない。さらに２階以上でないと不用心」と自らの希望（野望？）を熱く語っていた。

私が「今の給料でその条件は可能？」と尋ねると「難しい。だから悩む」とのこと。

私は行間に「寂しくなるから、まだ家に居てよ」の想いを込め「自宅より遠くならな

いと東武線沿線じゃ無理だろう。」と言うと、娘はムキになって「それじゃ意味ない

でしょ！」とご立腹。少 、々馬鹿にした語感であったことは認めるが、親の心子知ら

ずの極みである。

このことを思い出し、A先生に「なぜ実家を出たの」と問うと、案の定「どうしても
一人暮らしがしたかったんです」。さらに私は「オートロック？」と問うと「はい。そう

です」。そして「２階？」と畳みかけると「２階がよかったのですが、部屋が空いてい

ませんでした。」とのこと。最後に「お父さんは反対しなかったの」と聞くと「出て行け

ぐらいの勢いでした」とのこと。娘を持つ父親の想いは、似通っているはず？なの

で、御父上の想いも私と同様、伝わっていない模様。父親というものの悲哀を感じ

る。面識はないが御父上と一献傾けたくなる。

家族の会話でも、思いは正確に伝わらない。ましてや『SNS』では、行間を探る
こともできない。何気ない一文が相手を傷つける。悪意があればなおさらのこと。

『SNS』は犯罪の入口ともなる。今、テレビ出演者への誹謗中傷が社会問題となっ
ている。この機をとらえ『SNS』の危険性等について、「親の心子知らず」だからこ
そ、口に出して子と話し合ってみてはどうであろうか。

学校ファームの環境整備
21日(木)に北中学校応援団の保護者の方にお越しいた
だき北中ファームの耕うん作業と除草を行っていただ
きました。肥料入れに加えてマルチもつけてもらい
苗を植える準備が整いました。6月の学校再開に向けて、
北中ファームがとてもきれいになりました。お忙しい中、
今年度も北中のためにご協力いただきありがとうござ
いました。

職員作業実施
15日(金)の午後から、各学年で分担をして、校内、校
外の除草作業やごみ拾いを行いました。３月から校庭も
使用していないため、普段、生えないようなところま
で草が生えてしまいました。６月からの学校再開に向
けて環境整備に汗を流しました。

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

６月のスクールカウンセラー勤務日は、６月1１･２５日(木)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

６・７月の予定
6/1 月 第1学期始業式 AB
2 火 入学式 午前1年AB 午後2･3年AB
3 水 学年時間割4時間 給食開始 生徒手帳写真撮影 A
4 木 学年時間割4時間 生徒手帳写真撮影 B
5 金 第1期時間割 水曜日程＋火1 A
8 月 水曜日程＋火1 B
9 火 木曜日程 A
10 水 木曜日程 PTA総会（書面審議）B
11 木 金曜日程＋火23 A
12 金 金曜日程＋火23 B
13 土 土曜授業･火曜日程 AB
15 月 委員会紹介 尿検査一次 火曜日程
16 火 尿検査一次 1･2年保護者会 月曜日程
17 水 部活動再開
22 月 専門委員会 １年生部活見学(22～26日)
23 火 集金日 尿検査二次
24 水 尿検査二次
26 金 部活紹介
27 土 土曜授業3時間（水曜日程）3年生進路セミナー
29 月 1年生仮入部（29日～7月3日）
7/4 土 休日 4日～諸活動停止期間
8 水 第1回東部地区学力検査(3年)
9 木 期末テスト(1･2年)
10 金 期末テスト(1･2年)
11 土 土曜授業3時間（木曜日程）期末テスト（3年生）
13 月 期末テスト（3年生）
15 水 県学力学習状況調査 支援担当訪問 開放委員会
20 月 専門委員会
21 火 集金日
22 水 木曜日程
25 土 土曜授業3時間（木曜日程）
28 火 水曜日程
29 水 金曜日程 給食終了 1年生学年集会

‣30 木 2 3年生学年集会 大掃除 生徒会クリーン作戦
31 金 1学期終業式 校内研修(心肺蘇生)

詳しくは学年だよりをご覧ください。



学校生活再開における留意点
学校の再開に当たって、北中では埼玉県から出されているガイドライン等をもとに、保健室、各学年から学校生活の場面ごとに細か

い生活の留意点について生徒達に指導していきます。子どもたちの健康を守るためにご家庭でもご協力をお願いします。

〇登校前 各家庭で検温を行います。発熱等が見られる場合は家庭で様子をみて下さい。

〇登校時 マスクを着用し、生徒同士が一定距離をとって登校します。登校後、各学年昇降口で検温の確認を行い、、手・指の

消毒をし教室に向かいます。

〇教室 できるだけ生徒同士の距離を取ります。朝、休み時間には十分な換気を行います。生徒同士が混みあって接触しな

いようできる限り配慮します。

〇朝・帰りの会 大きな声を出しての挨拶、スピーチなど、飛沫がかかる可能性のある活動は行いません。健康観察を丁寧に行い、体

調の良くない生徒には早退させるようにしていきます。

〇授業 一斉授業において「聞かせる力」を磨く授業を目標とし、「主体的」で「深い学び」につながる授業を行います。生徒の

表情を読みながら話をしていきます。各教科の授業において今後の授業の取り組み方について説明します。

〇休み時間 読書など、できるだけ声を出さない過ごし方を身に付けていくよう指導します。マスクをつけて、適切な距離で会話を

するよう指導していきます。外遊び等のあとには、十分なうがいと手洗いを徹底するよう指導していきます。教室を移

動する際は、廊下を右側通行で、人との濃厚接触を避けるよう指導していきます。

〇給食 全員がしっかりと手を洗い、アルコール消毒したうえで準備します。全員、マスクを着用します。配膳する際は密集し

ないようにします。給食を減らしたり、おかわりすることについては、感染の原因になる場合があるため、しばらくの期

間は無とします。

〇清掃 清掃は行わない又は教室のみの日直清掃で対応します。トイレについては、学年職員が生徒の下校後清掃します。

〇下校 交通事故に十分気をつけるとともに密集しないように下校するよう指導します。

〇集会等 原則、室内での大人数での集会は行わないようにします。校内放送の活用を促進していきます。

〇部活動 分散登校後（6月15日以降）は部活動を再開する予定ですが、生徒たちの体調等も考慮し、朝練習は無し、放課後の

活動時間は最大で17：30までとします。

※コロナウイルス感染予防対策についてはHPをご覧ください。

大久保 樹さん 生徒会長のことば 「新学期に向けて」
この春休みや休校の間、皆さんは新学年にむけての準備はできたでしょうか。まずは、新１年生の皆さん、入学

おめでとうございます。小学校から中学校に来て、急な変化にとまどうこともあると思いますが、時には自分で解

決し、難しかったら頼れる友人や先生、先輩と協力し、この一年をより有意義なものにしましょう。新２年生の皆

さんは一年前の自分を思い出しながら、昨年度学んだことをさらに伸ばしてください。また、後輩が入ってきて先

輩となります。一人一人が先輩として、責任と自覚を持った行動をしましょう。新３年生の皆さん、今年度は中学校生活で最も大切な

年になります。中学校卒業後、さらには未来の自分のために、何事にも全力で取り組んでいきましょう。また、最高学年となった３年

生は、北中学校の顔として見られます。後輩に背中を見せる学年として、はずかしくない行動をしていきましょう。

最後に今年度は、新型コロナウィルスの影響によって昨年度や今までとは違った年になります。慣れないことやむずかしいこと、初

めてやることもたくさんあると思いますが、先輩方から受け継いだ伝統を守り、生徒一丸となって北中学校をより良い学校へとしてい

きましょう。

矢谷 妃莉さん ２年生代表のことば「新学期に向けて」
２年生の皆さん、新型コロナウィルスの影響で三ヶ月の休校がようやく解除されましたが、どのように過ごしていましたか。

外出ができない中、我慢をしながら生活してきたと思います。２年生になり、先輩として学校生活を送ることになります。私た

ちは去年、２年生から色々なことを学びました。部活動では本番での行動、毎日の練習のアドバイスをもらったり、準備や片付

けを優しく丁寧に教えてもらったりしました。生活面・行事では、運動会の種目別練習で３年生が率先して、指導をしていて、

学年関係なく楽しみながらやっていました。また、合唱コンクールでは交流会からすばらしい合唱を聴き、北中学校の合唱のす

ごさを教えてもらいました。今年度は新型コロナウィルスにより、行事などができない可能性があります。昨年お世話になった３年生が、北中生で

良かったと思って卒業できるように、私たちができることを考えていきましょう。

榎本 涼介さん ２年生代表のことば「新学期に向けて」
今日から、新学期が始まります。１年生が入学してきて、僕たちは先輩という立場になりました。今年の青学年のキ

ーワードは『挑戦』です。僕は『尊敬される先輩』となるために、次の２つの事に挑戦していきます。

１つ目は、日々の生活で常に後輩のお手本となることです。今は学校が始まったばかりで、これからの学習や学校生

活に不安はありますが、それでも僕たち 2 年生が先輩として慌てず落ち着いた行動をとることで、後輩たちを安心させ
てあげたいです。また、僕たちが明るく生活することで、学校全体が自然と明るくなるように、挨拶や笑顔を大切にし

て前向きに過ごしていきたいです。

２つ目は、部活動です。いつから再開できるのか分かりませんが、先輩として後輩をリードしていきたいです。また、３年生と活動でき

る時間も残りわずかなので大切にするとともに、今まで僕たちがしてきてもらってきたように、後輩にたくさんの事を教えたり、支えたり

していきたいです。

２年生は来年に向けて、学習や生活面で色々なことに挑戦し、さらにレベルアップしなければいけません。そして、そのレベルアップし

た姿を後輩に見てもらえるように、２年生みんなで挑戦していきましょう。

三郷市教育委員会教育長 有田るみ子 先生からのメッセージ
「三郷市小中学生の皆さんへ」
三郷市内児童生徒の皆さん、こんにちは。

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月から５月までの３カ月という長い間学校を休みとし、

自宅で過ごすようお願いしてきました。皆さんには辛い状況の中にもかかわらず、この期間、安全に自宅で過ご

してくれたことに「ありがとう」という思いでいっぱいです。

さて、いよいよ学校が始まります。皆さんに、令和２年度の始まりにあたり、２つのことをお願いしたいと思います。

一つ目は、新型コロナウイルスに感染したり感染させたりしないために、手洗い・うがいや咳エチケットはもちろん、「新しい学校

生活の約束を守って、安全に生活をしてほしい」ということです。学校は、校長先生を中心に先生方が皆さんの命と健康を守るため、

様々な決まりをつくったり工夫をしたりしています。ぜひ、その約束を守り、健康で安全に過ごしてください。

二つ目は、「自分の夢や目標を持ち、それに向かって努力してほしい」ということです。学校が始まっても、皆さんが楽しみにし

ている様々な行事や部活動など、多くのことが制限されます。このような中でも自分の夢や新たな目標を持って、今、自分ができる

ことを考え精一杯努力し、より良く明るい学校生活を送ってくれることを願っています。

結びにこれまでの３カ月間、様々なご協力をいただきました保護者・地域・関係の皆様に御礼を申し上げます。三郷市教育委員

会といたしましても学校と連携し、スローガンであります「かけがえのない子らの命あずかり夢をはぐくむ教育」の推進に注力して

まいりますので、今後も皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

教科書展示会のご案内
右の日程で教科書展示会が開催されます。教科書

は 4 年に 1 回採択されます。中学校は来年度より、
新学習指導要領の完全実施を迎え教科書も全てかわ
ります。いろいろな出版社の教科書を比べると学習
のポイントも見えてきます。ぜひ足を運んでください。

４・５月の自由登校の様子
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、埼玉県でも緊急事態宣言が出され、臨時休校が５月いっぱいに伸びてしま

いました。その間、学校ではHPやマチコミを通して学習課題等を発信したり、分散登校をしたりして、生徒の生活の様子
を確認してきました。４・５月の自由登校では、新型コロナウイルスにかからない、うつさないことを第一に考え、検温、マ
スク着用、消毒を徹底したうえで、できるだけ三密（密接、密集、密閉）を避ける工夫に取り組みました。

登校時体温チェックを行いました 体育館で広い間隔を取り実施 体育館で間隔を取りながら教科書を配付しました


