
 令和３年５月号 

住 所 三郷市泉２－１３－１ 

生徒数１年 222 名 男子  120名 女子 102 名 

   ２年 207 名 男子  111名 女子  96 名 

      ３年 230 名 男子  105名 女子 125 名 

      合計 659 名 男子  336名 女子 323 名 

 むらさき薫る 

わが校旗 

かかげて進む 

この誇り 

ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１ 

ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１ 

５月の生活目標 

時間を守ろう 
＜指導の重点＞ 

○時間にけじめをつけよう！ 

 〇学習習慣を充実させよう！
 

 

食器洗いとダークサイドからの囁き 
校⾧ 肥沼武史 

懺悔であるが、２か月前くらいから結婚後初めて、家族が使っ
た食器を洗うように心がけている。さらにこの３月末から４月上
旬まで妻に弁当を用意してもらったが、職場で丁寧に洗って食器
棚に返した。このように私の行動が大きく変容した当初は、妻か
ら感謝の言葉をいただいていた。しかし、しばらくするとその言
葉がなくなった。すると私の心に「感謝の言葉もないのか」とい
うダークサイドからの声が聞こえてくるようになった。 

そんな折にオリパラに係る総理経験者の女性蔑視発言に対す
る批判が連日マスコミに取り上げられた。「何という時代錯誤、
バッシングも当然だな」と独り言をつぶやいた刹那、ある厳然た
る事実に思い至る。 

そもそも私が食器を洗うことを始めたのは、妻が実家の両親の
ために多くの時間を費やすようになり「毎日家事をこなしてくれ
ている妻への感謝を示そう」といことが契機。本来であれば最低
でも週に何回かの食事を私が作るべきではあるが、「料理はでき
ないので、せめて食器だけでも洗わ

．．
せていただきたい
．．．．．．．．

」との思い
から始めたこと。したがって「なぜ感謝の言葉がないのか」など
は本末転倒、言語道断。「洗ってやっている

．．．．．．．．
」という意識がどこ

かにあったのであろうことに気づく。当然、恩着せがましさのオ
ーラが私から発せられていたはずだ。単純に総理経験者の発言を
批判していた自分が恥ずかしくなる。根っこは同じである。最近
読んだ本の一節「人の過ちをみるな。人がやっていないことをせ
めるな。自分が何をいかになしているかを自分に問え」が思い出
される。「人のことをとやかく言う前に自分を省みよ」というこ
とか。耳の痛い言葉である。   

会話その①…妻「今日の夕飯は何がいい？」。私「〇〇がいい」。
妻「あれは準備が大変なの。他には？」。会話その②…妻（疲れ
た様子で）「今日の夕飯は何がいい？」。私（気を使ったつもりで）
「弁当でも買ってこようか」。妻「弁当はもったいないでしょ！」
等々にムッとすることが多々あるが、何もやらない私にはムッと
する権利さえもないことも明白になる。修行が足りん！！！反省
しきりである。 

 

※詳しくは学年だよりでご確認ください。 

日にち 曜日 学校行事等 

６日 木 内科検診 2-456 

７日 金 第３回５学テスト 

１０日 月 心臓精密検査 教育実習（～28 日） 

１１日 火 尿検査 PTA 総会（書面） 

１２日 水 通信陸上市内大会 木曜日程 

１３日 木 
集金日 内科検診 1-123 第４回５学テスト 

育成会役員会・新旧理事会 水曜日程 

１４日 金 専門委員会 特別日程 

１８日 火 JOC オリンピック教室（延期） 諸活動停止 

１９日 水 
JOC オリンピック教室（延期） 尿検査（二次） 

第５回５学テスト 

２０日 木 埼玉県学力学習状況調査 

２１日 金 中間テスト 

２６日 水 歯科健診 1-56.2-123 

２７日 木 全国学力学習状況調査 

２８日 金 心臓精密検査保護者説明会 第６回５学テスト 

３１日 月 水曜授業 

６月１日 火 スポーツデイ 月曜日程 

２日 水 スポーツデイ 雨天時は金曜授業 

３日 木 腎臓精密検査 

４日 金 第７回５学テスト スポーツデイ予備日 

５日 土 学校公開日 月曜日程 

７日 月 学校公開振休 
 

     

 

GIGA とは Global and Innovation Gateway for All を

略したもので「全ての人にグローバルで革新的な入口を」という

意味です。北中で

は「想像と創造～

新しい発想と作

り出す力～」と

し、ネットから情

報を得る「新しい

調べ方」や動画を

撮影し、見てもらうことで発表する「新しい発表の仕方」を

本年度のテーマとしています。まだまだ手探りのタブレット

を使った授業ですが、無限の可能性を秘めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月２７日、平林先生に元気な赤ちゃんが生まれまし

た。３５５０ｇの男の子です。おめでとうございます！ 

４月号の転入職員紹介に保健体育科 黒崎はるか 教諭が

記載されておりませんでした。申し訳ございません。 



 
 ４月８日には風光る校庭で、第１学期始業式が行われました。 

教室から校庭まで無言で移動をし、整然と整列する２・３年生

の 姿は見 事の

一言。 

そ の あ と の

生 徒代表 の言

葉 は３人 とも

希 望に満 ちた

素 晴らし い言

葉で、一人一人

が 自分な りの

言葉で綴っていました。１年生にも見せたい場面の１つです。 

 

 中学校生活の楽しみの１つである部活動。19 日には先輩たち

から丁寧な部活動

の紹介がありまし

た。興味津々で聞

く 1 年生。自分に

合った部活はどん

な部活だろう。 

 

令和３年４月８日、新型コロナウイルス感染症防止対策のた

め２部制で行われた三郷市立北中学校第６０回入学式。新入生

２２２名は校

長先生の目を

見て心を込め

た礼を行うな

ど、立派な姿で

式に臨んでい

ました。今後の

中学校生活が

楽しみです。 

 

本校の駐輪場の様子です。一人一人が次に入れる人のことを

考えて自転車を止めています。荷縄でしっかりとヘルメットを

固定し、整然と揃って

いる自転車から、みん

なの心遣いが見えて

きます。まさに、『気づ

き・考え・実行』して

いる姿ですね。 

 13 日に行われた避難訓練。天候不良のため、２・3 年生は

ショート訓練となり、各教室で緊急地震速報に対応した避難方

法などを学

習し、実践す

ることがで

きました。 

1 年生は

避難経路の

確認や下校

の際の地区

別の集合な

ど、体育館での訓練を行い、安全行動の確認をすることができ

ました。有事の際は、落ち着いた行動を心がけましょう。 

 

 １年生は、２０日の３時間目と４時間目の２部構成で行われ

た交通安全教室

に積極的に参加

し、交通ルール

やマナーについ

て、深く学ぶこ

と が で き ま し

た。吉川警察署

から２名の方に

御来校いただき、交通安全についての講話をいただきました。 

自転車を運転するということは被害者だけでなく加害者に

もなりうるとい

うこと、安全点

検が大事だとい

うことを再確認

できる場となり

ました。今後の

生活に活かして

いきましょう。 
 


