
令和３年1月号 むらさき薫る 1月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○社会の一員として自覚を
生徒数１年 ２０８名 男子１１1名 女子 ９７名 かかげて進む

もって生活しよう
２年 ２２８名 男子１０４名 女子１２４名 この誇り

〇お互いのよいところを認
３年 ２０６名 男子１０４名 女子１０２名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

めあおう
合計 ６４2名 男子３２０名 女子３２３名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

大掃除と依存体質と読書
校長 肥沼武史

昨年の大掃除の時の妻との会話。妻「もう着ない服は捨てていい？」。私

「処分して」。妻「貴方と一緒だと私が恥ずかしいと感じるものを廃棄するという

基準でいいよね」。私「諾。でもそんな服ある？」。妻「山ほど。～五着以上の

衣類が列挙される～ちなみにあのコート、何年着てると思うの？」。私「５年

位？」。妻「違う。１０年は着てる」。私「えっ？！必要に応じて買ってきてくれる

と嬉しい」。妻「気に入った服しか着ないから、自分で買って。娘たちは『お父さ

んは買ってきても気づかないからもったいない』と言ってるよ」。私「わかった。

じゃあ、年始に買いに行きたいので付き合って」。妻「諾」。（執筆中、不安を若干

感じ数名の既婚男性教員に「私服は誰が買うの？」と問うと躊躇なく「自分です」と回

答。さらに「自分以外の誰が買うんですか」と質問される始末。） 私としては目の前

にある服を着ているだけで、気に入らないから着ないのではないのだが…。

ここで感じた問題点を整理する。①衣服に対する天文学的な無頓着、②全

て妻任せにしている圧倒的な依存、③家族との会話の壊滅的な不足、の3点

である。特に③については、自分の意識と他者の感じ取り方の激しい乖離を

感じ、コミュニケーション不足を痛感する。会話を増やすと言っても、話題はな

いし、私の話を聞いてくれるか不安だし、なかなか難しいものがある。

今年度の本屋大賞受賞作（『流浪の月』凪良ゆう）を私が読んでいたら、偶

然に娘も読んでいた。読み進めることを躊躇するほど強烈な作品で、娘は「も

う読みたくない」と言っていたが、「何とか読み終え語り合おう」と励まし、共に

読了。短時間だったが本を話題に、仕事やらコロナやらと結構話ができた。娘

が読んでいる本を読むことは会話を増やす絶好の手段になるなと思った。ち

なみに今は娘に勧められた本（『夏物語』川上未映子）を読み始めている。さ

て読了できるかどうか！？

※新年を迎えました。今年もよろしくお願いいたします。さて緊急事態宣

言が発出されましたが、これからも感染症対策を万全に進めていきます。

今後も本校の教育活動にご理解ご協力をいただければ幸いでございます。

山田澄選手校長室を表敬訪問
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、7位に入
賞した山田澄選手が校長
室を訪れ、校長先生にあ
いさつをしました。校長
先生からは今後の活躍を
期待する激励のことばが
ありました。

あじさい運動の北中リニューアル
北校舎の屋上の看板が劣化し、落下
の危険もあるため、この度、新しく
リニューアルしました。朝日に輝く
「あじさい運動の北中」は素晴らし
いですね。今後も誇りをもった生活
をしましょう。

北中生の活躍
○英語検定 ２級合格 渡部聡太 ラナサザナ ○ボーダーリ
ンク主催第２回中学生英語スピーチコンテスト 準優秀賞
西川禮夢 ○税に関する標語 三郷市長賞 冨家梨花 三郷市
教育長賞 後藤涼花 ○三行詩コンクール 三郷市PTA連合
会「会長賞」岡田恵美子 様（北中学校保護者）金賞 藤井
日夏 東千晴

ポラリス賞受賞おめでとう
１年 1組 若原蘭華 2組 黑田 昊 3組 髙橋俊吾

4組 木曾悠真 5組 細谷悠斗 6組 栗山莉空

２年 1組 武居 鈴 2組 佐藤浩太 3組 福田瑛伶奈

4組 安藤有理 5組 髙橋麟太郎 6組 渡部聡太

３年 1組 嶋﨑悠太 2組 須郷柚菜 3組 寺沢芽衣

4組 鈴木 奏 5組 大山梨胡 6組 山本 菫

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。
1月のスクールカウンセラー勤務日は、1/21（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

１〜３月の予定
1/8 金 3学期始業式
12 火 発育測定
13 水 給食開始 4時間授業
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
26 火 2年生校外学習
30 土 読書フェスティバル
2/2 火
15 月 専門委員会
17 水 3年生学年末テスト
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
24 水 千葉県公立高校学力検査
25 木 1・2年生学年末テスト
26 金 1・2年生学年末テスト 埼玉県公立高校学力検査
3/1 月 埼玉県公立高校実技検査・面接
3 水 埼玉県公立高校学力検査追検査
4 木 3年生卒業を祝う会
5 金 千葉県公立高校入学許可候補者発表
8 月 埼玉県公立高校入学許可候補者発表
10 水 専門委員会 特別日程
11 木 3年生給食終了
15 月 第59回卒業証書授与式
18 木 給食終了 1・2年生進路セミナー･保護者会
25 木 大掃除 生徒会クリーン作戦
26 金 修了式
27 土 学年末休業日

詳しくは学年だよりをご覧ください。



科学の甲子園エキシビション大会参加
5日(土)に令和２年度科学の甲

子園ジュニアエキシビション大会
がオンラインで開催されました。
今年度は県大会、全国大会が新型
コロナ感染拡大予防対策で中止に
なり、かわりに中学１･２年生を
対象に数学･理科･情報を競い合う
エキシビション大会が行われるこ
とになりました。本校からも男女
２チーム(合計11人)が参加し、意
欲的に取り組みました。

食育指導実施
12月は、岩野木給食センターの田中先生に来校していた
だき、2年生の各クラスを順に食育指導をしました。その日
の給食の食材の説明と中学生の身体をつくるカルシウムの
大切さについて、丁
寧にご指導いただき
ました。田中先生に
はお忙しい中のご指
導ありがとうござい
ました。

市教研 社会科部会研究授業開催
1日(火)に、三郷市教育研究会社会科部会授業研究会を開

催しました。市内の小中学校の社会科主任の先生方が参加し、
山澤教諭が研究授業を行いました。「私
たちの暮らしと経済」という単元で、
企業の役割と社会的な責任について、
仮想の企業を設定しその企業としてで
きることについて話し合いました。
生徒達が主体的に考え発表する等、と
ても熱心に授業に取り組みました。

人権教育「めぐみ」
4日(金)に１年3組の峯﨑教諭が人権教育
の授業を実施しました。北朝鮮に拉致され
ためぐみさんについてのDVDを視聴し、
子どもたちの人権について考えました。想
像を絶する悲劇的な親子の別れと、その後、
横田さん夫妻とめぐみさんがたどった運命
を知り、クラス全員が真剣に人権について
考えました。

表彰集会開催
2学期、部活動の大会や文化的活動において活躍した生徒を表
彰しました。新型コロナウイ
ルス感染症の対応のため、呼
名は各教室に放送で行い、表
彰者のみ体育館にて校長先生
から賞状を渡しました。表彰
された北中生の活躍は、周り
の人にも勇気を与えてくれま
した。さらなる活躍を期待し
ています。

民生委員・民生児童委員
懇話会開催

7日(月)に北中学校の図書室において
民生委員・民生児童委員懇話会を開催
しました。北中学校の生徒達の学習や
生活についてお知らせするとともに、
地域の中での生徒達の様子や、生徒達
にかかわる問題としてSNSの使用法や
交通事故防止など、多岐にわたり情報
交換をさせていただきました。民生委
員・民生児童委員の皆様におかれまし
ては、たいへんお忙しい中、ご参加い
ただきありがとうございました。今後
の連携についてもよろしくお願い致し
ます。

３年生進路セミナー実施
11日(金)3年生の生徒・保護者を対象と
した進路セミナーを実施しました。３ク
ラスずつにわけ、体育館で進路指導主事
から説明しました。出願、受験(検)に関わ
る大切な内容ばかりでした。試験勉強は
もちろん、進路事務にも意識を向けて確
実に取り組みましょう。

2学期を振り返って （校庭に全校生徒が集まり２学期終業式を実施しました。その際２名の３年生が全校生徒の前で発表してくれました）

３年生代表 ３年4組 鈴木 奏（学級委員）
２学期、私が頑張ったことは受験勉強やテスト勉強です。今年は入試の範囲が狭くなり例年を参考にすることが難しくなった中で勉

強することは大変でしたが、自分なりに試行錯誤しながら努力することができました。また、定期テストでは、中間、期末ともに提出
物を計画的に終わらせ自分の勉強時間を増やすことができました。今回の期末テストは全体的に下がってしまった教科が多いので間違
えたところを復習して次のテストに繋げていきたいです。
次に,１、２学期の学年の課題についてです。３学年の課題は、自転車の鍵のとり忘れが多いことや朝の登校時間が遅いこと、あいさ

つの声が小さいことでした。これらの課題を改善するために先生方が呼びかけて下さったり、クラスでは学級委員や班長を中心に呼び
かけたりしました。また、挨拶では毎時間の授業評価と一緒にあいさつの評価も聞きました。そのため今ではこれらの課題も改善され
ています。３学期も引き続き頑張りましょう。
最後に３年生の皆さん、受験勉強ははかどっていますか。進路セミナーで先生がおっしゃっていたように今年の冬休みは休みではあ

りません。進路実現に向けて、冬の寒さに負けず心を熱くし自分にできる最大限の努力をしてみんなで受験の壁を乗り越えていきまし
ょう。

３年生代表 3年2組 須郷 柚菜（ジュニアオリンピック大会出場・陸上競技）
私は、中学校生活で勉強と部活動の両立ができるように努力してきました。勉強面でも部活動面でも目標を明確に定めて、どうした

らその目標を達成できるのかを考え、実行することができたと思います。中学１年生の頃はなかなか両立することができず、勉強が疎
かになってしまったことも多かったけれど、疲れていたら仮眠してから勉強するなどし、勉強と部活動の切り替えを意識しました。そ
うすることで以前と比べて上手く両立することができました。３年生になり部活動ではジュニアオリンピックや駅伝大会のような大き
な大会がいくつもありました。全国大会では練習の成果を出しきることができず悔しい結果で終わってしまいました。しかし、その後
に行われた駅伝大会では、私自身もチームのみんなもとてもよい走りをすることができました。この駅伝大会が私の中学生最後の公式
レースだったので最後の最後に今までで一番良い走りをすることができて本当に良かったです。
また、私は勉強や部活動だけでなく、日頃から生活も大事だと考えています。いつも当たり前のことは当たり前にできるように気を

つけ、規則正しい生活を送るようにしてきました。小さなことでも毎日努力を継続していけば、目標達成に繋がると私は思います。冬
休みは勉強と運動に毎日の習慣として取り組み引き続き自分を高めたいです。残りわずかとなった中学校生活も充実させ、胸をはって
卒業できるよう努力します。高校では中学校とは全く違う環境になりますが、更に自分自身を磨き結果を残せるように全力を尽くします。




