
令和２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

○お互いの立場を考え生活
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

しよう
２年 ２２８名 男子１０４名 女子１２４名 この誇り

〇１年の生活を振り返り、
３年 ２０６名 男子１０４名 女子１０２名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

しっかりとまとめをしよう
合計 ６４３名 男子３２０名 女子３２３名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

車の運転と修行

北中学校校長 肥沼武史

自分は恥ずかしながら「短気」かつ「せっかち」である。特に車の運転に関

しては年齢を重ねるごとに気が短くなっている自覚がある。急に割り込まれ

ると、この紙面には表現できない言葉を使い、相手を責める。また道を譲っ

た場合でも、ハザードランプ等で「お礼」がないと、「譲ってやったのに」と心

がささくれる。前の車が遅い、ウインカーを出さずに急に曲がる、道が渋滞し

ている等々、例を挙げればきりがない。あきれるほどその怒りが激しく、長く

続く。その後、感情をコントロールできていない自分に深く自己嫌悪する。

また、土日祝に散歩を２時間程度している。その際に車が私の横断を待っ

てくれることがある。頭を下げ小走りで道路を渡ると運転手さんも同様に頭を

下げてくれることが時折ある。心が触れ合った幸せを感じる。その一方、自

分が車を運転している時は、歩行者に対して「早く渡ってくれないかな」とイラ

イラする。何と自分勝手なことか。情けない。これまた自己嫌悪である。

そこで「『イライラ→自己嫌悪』を脱却し、カッカしないように車の運転を『修

行』とする！」と決め以下を実践し始めて２か月ほど経過している。（１）道を

譲ってもらった時や交通整理の方には必ずお礼をする。（２）積極的に道を

譲る。そして（３）割り込まれても腹を立てない。である。ここまで（１）は元来よ

りできていたことなので９０点、（２）は５０点、「ずる込はさせない」という意識

がだいぶ遠のき、道を譲ろうと意識するようになった。（３）は３０点くらい。た

だ「修行だ！」という声がすぐに聞こえるようにはなった。

相手を責める気持ちを抑えること。自分がされて嬉しいことを他者に実践

すること。まずはこれらが今後の「修行」のカギとなるのだろう。

コロナ感染症は拡大の一途をたどっており、世の中に閉塞感が高まる中、

本校関係者の誰かが感染することも現実味を増している。「自分は感染して

いないから関係ない」「まったく迷惑なことだ」の感情も理解できないわけで

はない。しかし感染した人の思いをいかに慮ることができるのか。自分がさ

れて嬉しいことを他者に実践することができるのか。「修行」を通じて常に自

分の心の在り様に目を向ける大切さを改めて強く感じた。

生徒会引継式
4日（水）は、放送による生徒会引継式を行いました。旧生
徒会長からは、これまでの生徒会の取組について振り返り、
全校生徒の協力への感謝のことばがありました。また、新生
徒会長からは、今後の取組についての抱負について話があり
ました。
北中の素
晴らしい
伝統をみ
んなでつ
ないでく
ださい。

生徒会任命式
7日（土）の放課後、
旧生徒会役員の生徒達
が見守る中、校長室に
おいて新生徒会役員の
任命式を行いました。

11日（水）の放課後、新生徒会役員の生徒達が、校長室を
訪問し校長先生にあいさつをしました。今後の抱負について
校長先生が説明を求めると、全員、はきはきと頑張っていき
たいことを説明しました。校長先生からは今後の期待を込め
て激励のお言葉がありました。新生徒会の皆さんの活躍を期
待しています。

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。

11月のスクールカウンセラー勤務日は、11/３・1７（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

12〜2月の予定
12/1 火 保護司との懇話会10:30～
2 水 食育指導2-1 期末追試(3年)
3 木 食育指導2-2 特別日程 専門委員会
4 金 食育指導2-3 表彰集会 特別日程 期末追試(1･2年)
5 土 土曜授業
7 月 民生委員･児童委員との懇話会10：00〜
8 火
10 木 食育指導2-4 1年生実力テスト
11 金 食育指導2-5
16 水 食育指導2-6 第3回東部地区学力検査
19 土 土曜授業
22 火 給食終了 金曜日程 生徒会クリーン作戦
23 水 大掃除
24 木 終業式 3年成績及び諸活動等の記録通知書交付日
25 金 3年成績及び諸活動等の記録通知書訂正受付日
1/8 金 3学期始業式
12 火 発育測定
13 水 給食開始
18 月 専門委員会
19 火
20 水 学校評議員14：00〜・関係者評価委員会14：45〜
22 金 私立高校入試中心日
23 土 三郷市読書ウィーク
30 土 読書フェスティバル
2/2 火
15 月 入学願書提出期間(埼玉)〜16日 専門委員会
17 水 3年生学年末テス
18 木 新入生入学説明会･育成会第2回理事会
22 月 3年生学年末テスト
23 火 ライオンズ善行賞表彰式
25 木 1・2年生学年末テスト
26 金 1・2年生学年末テスト 埼玉県公立学力検査

詳しくは学年だよりをご覧ください。



〜 〜あじさい運動 朝のあいさつの取組
５日（木）は、新生徒会役員と保健委員による朝のあいさつ運動を実施しました。元気のよい明

るいあいさつがかわされ、さわやかな朝のスタートになりました。保護者の皆様にもあいさつ運動
に参加していただきありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。今年度は、生徒ボ
ランティアによるあいさつ運動を実施できないときもありますが、登下校時のあいさつをしっかり
として、北中の素晴らしい伝統をつないでいきましょう。

交通事故に気をつけよう
夕方、日が沈むのがとてもはやくなってきました。交通事故は夕方から夜にかけてが一番多いと

言われます。この時間帯が一番見えにくいと言えます。ライトははやめに点灯し交通事故に十分気
をつけて下校しましょう。生徒の皆さんの下校の様子を見ていて気付いたことがあります。多くの
生徒達が、自分の方の信号が青になると、車は止まってくれるものと思ってすぐに横断歩道に出て
いきます。しかし、車のドライバーも人間です。時には見落とすこともあります。事故はそのとき
におきます。生徒の皆さんには、そういうことも考えて、車のドライバーがどちらを見ているかを
確認しながら横断歩道を渡ってほしいです。また、止まってもらったときにはエチケットとして軽
く会釈をしましょう。みんなの安全を願っています。

新人兼県民総合スポーツ大会結果
１１月は各会場で、柔道、卓球、テニス、バドミ
ントン、ハンドボールの新人兼県民総合スポーツ
大会県大会が開催されました。北中の各部も出場
し、善戦しましたがあと一歩のところで惜敗しま
した。今回の経験をいかし、さらに練習に磨きを
かけて、次の大会で大活躍してください。
☆新人兼県民総合スポーツ大会県大会主な結果
柔道男子団体 1回戦惜敗
バドミントン男子団体 1回戦惜敗 個人２回戦惜敗
ハンドボール男子団体準々決勝惜敗 ベスト８

女子団体準々決勝惜敗 ベスト８
卓球男子個人２回戦惜敗（２ペア）
ソフトテニス男子個人２回戦惜敗（２ペア）

埼玉県駅伝大会開催
7日（土）に、熊谷スポーツ文化公園において令和２年度
第２８回全国中学駅伝大会埼玉県予選会が開催されました。
北中男女が代表として出場、女子１４位、男子４３位と健
闘しました。中でも、女子の須郷柚菜選手は 1区を走り区
間賞を受賞するという快挙を成し遂げました。おめでとう
ございます。今後の更なる活躍を応援しています。

市教育長を表敬訪問
１７日（火）、先日行われたJOCジュニ
アオリンピックカップ全国中学生陸上競
技大会2020で活躍した須郷柚菜選手が
市教育長を表敬訪問し、大会の報告をし
ました。

全校共通道徳実施 いじめを許すな！
４日（水）は３学年とも共

通道徳を行いました。「わたし
のせいじゃない」という題材
で、責任について考えました。
いじめをおこさないために、
予防策について話し合いをし、
考えました。いじめは犯罪で
す。許されません。みんなで
人権についてしっかりとした
認識を持ちましょう。

三者面談実施
3年生は9日(月)から三者面

談を実施しました。いよいよ2
020年も残すところあとわず
かになってきました。残りの
北中での生活を充実させて自
分にとって最高の選択をして
もらい
たいと
思いま
す。頑
張って
くださ
い。

水泳で活躍
2年生の山田澄選手が、11月
20日～23日に東京スイミン
グセンターで開催された第51
回ジュニア優秀選手招待公認
記録会に 200m平泳ぎで出場し、
見事、決勝まで進み7位に入賞
しました。高校生も含まれる中、
素晴らしい活躍をしました。
おめでとうございます。今後
の更なる活躍を応援しています。
山田さんの泳ぎは Youtubeで
「第51回東京スイミングセン
タージュニア優秀選手招待公
認記録会 第2日目 決勝」で検
索すると観戦できますので是
非ご覧ください。（25分30秒
ぐらいに女子平泳ぎ 200mで
山田さんの泳ぎを見ることが
できます。）


