
令和２年８月号 むらさき薫る ８月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○心身ともに健康な生活を送
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

ろう。
２年 ２２７名 男子１０４名 女子１２３名 この誇り

〇計画的に学習を進めよう。
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

情報をうまく活用できる人になりましょう
最近、 Society5.0 （ソサエティ 5.0 ）という言葉を耳にする機会が増えま

した。みなさんは知っていますか。わかりやすく言うと、「科学技術によっ

てオンライン空間と現実世界をつないで、さまざまな社会の問題を解決

する、人々の暮らしやすい社会」だそうです。経済産業省では、現在の情

報化社会から Society5.0 へと社会が進化するためのキーワードとして、
IoT 、ビッグデータ、人工知能（ AI)、ロボットをあげています。（ちなみに、
ＩｏＴとは、あらゆるモノをインターネットにつなげ動かしていくことです。）

２５年前、私の記憶ではパソコンはあまり普及しておらず、一般に使わ

れているパソコンの多くは写真や動画を見ることさえできませんでした。

もちろん画面は白黒でした。携帯電話も白黒画面で電話がメインのもの

でした。その頃はメールで大量のデータを送ることは難しい時代で、家庭

のインターネット普及率も高くありませんでした。しかし、当時、世間では

「これからは情報化の時代だ」、「インターネットが急速に発達する」「どこ

にいてもほしい情報がすぐ手に入るようになる」などと言われていました。

そして２５年後の今、インターネット・携帯電話の普及率は跳ね上がり

ました。携帯は国民の８０％以上が持つようになりました。高速通信によ

り、自分の思っていることも一瞬にしてたくさんの人たちにオンラインで届

けることができます。自分の知りたい情報も少し調べるだけで手に入りま

す。しかし、一方で不要な情報も入ってきて、正しい情報を選ぶことがた

いへんな時代になりました。また、情報がすぐに拡散してしまうため、個

人的なつぶやきが思った以上に大きな反響をよびトラブルを生むことも

多くなりました。私たちにとって、これまで以上に、正しく判断し、行動する

責任が問われる時代になったと言えます。ソサエティ５．０は情報の選択

についても便利になり、人々が生活しやすい環境の創造をテーマにして

いますが、この先の２５年後は、どんな社会になっているでしょうか。ＡＩや

ＩｏＴが上手く活用できているでしょうか。私は、技術が進歩すればするほ

ど、それをつかう人たちの人間性や能力が問われる社会になると思いま

す。これから夏休みに入ります。 SNS の使い方には十分注意し、事故や
事件に遭わないように注意して下さい。 教頭：田村重治

３年生・校長面接実施中
７月１日(水)から、３年生の校長面接を開始しました。

初めて個人的に校長先生と会話をした生徒が多く、とても緊
張していました。面接をして自分のことを聞かれ、緊張しな
がら答えることも大切な勉強です。入試に向けてよい経験に
してほしいと思います。

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
8・9月のスクールカウンセラー勤務日は、8/27･9/10･24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

８月からの予定
8/1～8/17 夏季休業日
8/18 火 2学期始業式
19 水 学年時間割 発育測定
20 木 給食開始 三者面談
21 金 三者面談
22 土 土曜授業
24 月 三者面談
25 火 集金日 三者面談
26 水 三者面談
27 木 三者面談
28 金 三者面談
29 土 土曜授業
31 月 三者面談
9/2 水 生徒集会(新人壮行会) 特別日程
3 木 学年会 特別日程
4 金 第2回東部地区学力検査(テスト日課)
8 火 市教研45分×5 火曜56123
9 水 市教研45分×5 水曜12346
10 木 内科検診13：30
11 金 専門委員会 特別日程
15 火 集金日 新人陸上
16 水 新人陸上予備日
17 木 内科検診13：30
24 木 新人兼県民総合体育大会
25 金 新人兼県民総合体育大会
26 土 土曜授業 新人兼県民総合体育大会
10/1 木 新人戦(ハンドボール・柔道）育成会第１回理事会
2 金 新人戦(ハンドボール・柔道）
5 月 生徒会役員選挙

詳しくは学年だよりをご覧ください。

新採用教員配置校訪問
7月3日（金）新採用教員配置校
訪問があり、教育委員会の先生方
が新任の先生の授業を視察しにき
ました。先生が音楽を聞かせてそ
の音楽がどの季節をうつしている
かわかりますかと質問すると、生
徒たちは真剣に考えてなるほどと
思う意見を出していました。お忙
しい中来校しご指導いただきまし
た先生方ありがとうございました。

各クラス目標決定
６月から学校はスタートしまし
たが、クラスの全員が揃って話
し合える時間もなかなかとれず、
7月に入りなんとか学級づくりが
スタートしました。生徒達にと
っても今年の経験は生涯忘れな
いものになるはずです。みんな
で素晴らしい学級をつくって下
さい。



北中でお仕事をしていただく新職員の紹介
一年間よろしくお願い致します。

ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ
渋谷幸子さん

６月からｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌと
して勤務することになりました
渋谷と申します。生徒数も増
え、コロナ禍での先生方への
ご負担を少しでもお手伝いで
きればと思っております。どう
ぞよろしくお願い致します。

給食事務
宮原朋子さん

７月からお世話になります給
食事務の宮原です。初めて
給食事務として務めさせて
いただきます。皆さんのお役
に立てるよう１日も早く仕事
を覚えて頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

特別支援学級支援員
市川 輝さん

７月からあじさい学級で学習
をサポートさせて頂く市川輝
（あきら）と申します。 得意教
科は保健体育です。どうか怖
がらず声をかけてください。
元気に頑張りますのでどうぞ
宜しくお願い致します。

学校校務員
木村喜久枝さん

６月から学校校務員として
仕事をさせていただいてい
る木村と申します。学校をき
れいにし、皆さんが快適に
生活できるよう頑張りたいと
思います。よろしくお願いし
ます。

相談窓口の紹介
新型コロナウイルスの感染拡大により、これまでの生活が大きく変わってしまいました。自分で

も気づかないうちに、大きなストレスを抱えてしまっているかもしれません。自分のこと、友達の
こと、家族のことなど、悩みを相談できる機関はたくさんあります。先生にも相談しにくかったら
一人で悩まず相談してみて下さい。
〇いじめ、不登校、学校生活、性格などの悩み よい子の電話教育相談
子供専用 ♯7300又は0120863192 保護者専用 0485560874

〇虐待を受けた場合などの相談 埼玉県虐待通報ダイヤル ♯7171 0485560874
〇友人、学校、家族、自分のことなど、どんなことでも相談できます

子どもスマイルネット 0488227007
〇子供の自殺防止・いのちの電話 埼玉いのちの電話 0486454343
〇どんな悩みでも相談できます さいたまチャイルドライン 0120997777

１学期の期末テストの様子から
７月９日・１０日の２日間、１・２年生は期末テストを実施しました。どのクラスでも一生懸命

テストに向き合って頑張る生徒の姿が見られました。また、11日・13日には、３年生の期末テス
トがありました。みんな集中して問題に取り組む姿が見られました。どのクラスも、授業やテスト
に真剣に取り組めており素晴らしいです。
北中の家庭学習取組調査の結果から少し考えてみましょう。調査の結果では、３年生徒のうち将

来の夢や目標があると答えた生徒が63.4％、また毎日２時間以上家庭学習をしている人は64.9％
でした。将来の夢や目標を持っている人は、学習にも徐々に力が入ってくると思います。
今後、AI等がさらに進歩すると情報化社会に変わり、さらに便利な世の中ソサエティ5.0がやっ

てくると言われていますが、それでも技術を活用したり、正しい判断をしたりするのは人間だと思
います。情報に振り回されず、うまくまわりの人と協力しながら生きていく事が大切だと思います。
10年後、20年後の将来の自分の姿を思い描いて今後も努力を続けて下さい。

東部教育事務所教育支援担当学校訪問
１５日（水）、東部教育事務所と三郷市教育委員会の先生方を

お招きし、授業を参観していただきご指導をいただきました。ど
のクラスも、しっかりと学習に取り組んでおり、生徒達の頑張り
を褒めていただきました。授業においては、本時の課題をしっか
りと捉えられるよう強調していきます。生徒の皆さんには、今日
はこういうことができるようになったと自信を持って言えるよう
１時間１時間の授業を自分のものにしてほしいです。

令特別支援学級巡回訪問
１６日（木）、特別支援教育巡回アドバ
イザーの先生に来校していただき、生徒
達の生活や学習の様子を参観した上でア
ドバイスをいただきました。先生からは
生徒達のよいところをのばすための工夫
についてご
指導いただ
きました。
たいへんお
忙しい中、
来校し、ご
指導いただ
きありがと
うございま
した。

放送による生徒総会開催
１７日（金）の６校時に

放送による生徒総会を行い
ました。説明をする生徒会
のメンバーも、教室で放送
をきいて承認をする生徒達
も、とても立派な態度で臨
むことができました。みん
なで北中の伝統をつないで
いこうという姿勢を感じま
した。また、生徒総会後に
は、生徒指導主任から交通
事故防止に向けて、交通ル
ールを順守し、自分の命を
しっかりとした行動で守る
よう話をしました。

生徒会募金活動
２２日（水）から、生徒会
本部役員の生徒が中心になり、
九州豪雨災害への募金活動を
行いました。数日の募金でし
たが、合計24721円集まり
ました。ご協力ありがとうご
ざいました。

生徒会クリーン作戦
30日（木）は、生徒会クリーン作戦を実施し
ました。今回は、校庭の草取りに取り組みまし
た。皆で協力し少し減らすことができました。

お知らせ

令和２年度三郷市民文化祭及び大５回三郷市ロータリークラブ三郷市小学生絵画展の開催中止の
連絡がありましたのでお知らせ致します。


