
令和２年11月号 むらさき薫る 11月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○自分で考え行動しよう。
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

自ら考え判断する力をつけ
２年 ２２８名 男子１０４名 女子１２４名 この誇り

られるようにしよう。
３年 ２０６名 男子１０４名 女子１０２名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

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

一人暮らしと親の思い Ver2
北中学校校長 肥沼武史

長女が遂に一人暮らしを始めた。一人暮らしの目的は①親の束縛からの脱

出、②通勤時間の短縮、そして③都民になる！ことではないかと推測している。家

事に携わる姿を見たことがないので、「料理はできるのか？」と問うと「やればでき

る。やらないだけ。」と思春期のような発言にあきれたことを思い出す。

引越し後、一週間で家に戻ってきた。諸手続きに印鑑が必要だったとのこと。

「ちゃんと自炊はできているのか？」と問うと「料理は化学反応だから何とでもなる」

と理系女の本領を発揮した、訳のわからぬ回答。一週間ぶりだが娘との会話は、

やはり嬉しく、元気そうな様子に安心もした。

しかし何と翌週も家に戻った。 WiFi 環境も TV もなく暇を持て余したことが原
因らしい。その土曜日に妻と長女は TV購入等にほぼ丸一日を費やした。私も誘
われたが丁重に辞退する。「自立はどうした！」という憤りに駆られたからである。

しかし「たやすく家に戻るな！」と宣告すると全く顔を見せに来なくなることも想定さ

れ、それはそれで寂しすぎる。実に悩ましい。その夜、私は大人気アニメ「〇〇の

刃」を一人で鑑賞。〇〇郎の妹を思う一途さに涙し、水柱・冨〇〇勇の恰好よさに

感動していた。その脇で長女は次女とペンキ塗り対戦ゲームに興じ、妻とは家事

等について楽しそうに談笑している。その様子を見ると「戻ってくるな」宣言を発す

るのであれば、妻とも相談しなければならないことにも思い至る。

そこで数日後、本校の女性教員 1名に里帰り頻度を聞くと「結構帰っています」
との回答。さらに私が「どれくらいの頻度？」と聞くと、『私は親孝行ですオーラ』を

発しつつ「３～４か月に 1回です」とニコニコ。他 2名（女性）は２週間に１回程度。
男性教員はお盆と年末年始のみという親不孝者が多数。帰宅頻度に差はある

が、「帰ってこい」とは言われるものの「頻繁に戻ってくるな」とは言われてはいな

い。軟弱な私は「当分は黙って様子を見よう」と場当たり的な決定をする。

思春期の頃は子育てに苦心（ほぼ 妻のみ）し、もう少しで大人になるからと辛

抱したことも多々あったが、「大人になっても子どもは子ども」。親の心配は絶える

ことはない。「育てたように子は育つ」とはよく言ったものだが、私の複雑な思いが

少しでも長女に伝わっていることを祈るのみである。

新人兼県民総合スポーツ大会続報
10月も北中生が素晴らしい活躍をしたのでお知らせします。
〇男子柔道 団体準優勝 県大会出場 岸遼馬 石川夕輝
板垣天斗 正田風磨 宮田空人 齋藤信之 澤田一輝

〇女子ハンドボール優勝（県大会出場）市東小りん 渡邉莉歩
福田云煕 丸岡沙羅 狩野ももか 宿野部楓華 櫻井りな 迫怜愛
渡辺果純 大城マリア 和泉栞奈
〇男子ハンドボール２位（県大会出場）
藤原結陽 齋藤大輔 木村真和 高橋俊吾 玉井悠志 宮田恵輔
小椋伊織 菊地悠 田中陽青 滝野銀士
〇ソフトテニス
個人ダブルス2位（県大会出場）居戸咲哉 菊池奏多
個人ダブルス3位（県大会出場）伊藤優希 佐藤浩太

生徒会役員選挙開催
10月5日(月)5校時に放送による生徒会立会演説会並びに役
員選挙を行いました。北中生との代表として選ばれた皆さん
には、北中の発展のためにぜひ頑張って仕事をしていただけ
ればと思います。今回の選挙の準備のために仕事をしてくれ
た選挙管理委員の皆さん、現生徒会役員の皆さん、本当にあ
りがとうございました。

新生徒会のメンバー
会長 2年3組 佐野結香
副会長 2年6組 矢谷妃莉
副会長 1年1組 若原蘭華
会計 2年5組 住谷玲皇
会計 1年2組 米本羽夏
書記 2年3組 榎本涼介
書記 1年5組 細谷悠斗

木津市長を表敬訪問
20日(火)は、東京オリンピックは延期になりましたが、三
郷市は変わらずギリシャ共和国陸上連
盟の事前キャンプを歓迎しているとい
う気持ちを込めて、市内中学生が作成
した歓迎メッセージボードを木津市長
に贈呈依頼する表敬訪問を行いました。
本校からも生徒会の生徒が代表として
参加しました。

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。
11月のスクールカウンセラー勤務日は、11/5・19（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

11･12月の予定
11/1 日 彩の国教育の日
4 水 生徒会引継式 特別日程 新人県大会ハンド
5 木 新人県大会ハンド
6 金 学力向上研究委嘱発表 新人県大会卓球･テニス
7 土 土曜授業 埼玉県駅伝
9 月 専門委員会 3年三者面談開始予定(18日まで)
10 火 新人県大会バド団体･ハンド・柔道
11 水 新人県大会ハンド
12 木 新人県大会バドミントン個人
16 月 第Ⅱ期時間割
17 火 学校開放委員会 税に関する表彰式(におどり)
19 木 1年生総合健診
21 土 土曜授業 諸活動停止期間 読書まつり

24/25 火水 3年生期末テスト
26/27 木金 1・2年生期末テスト 27日PTA役員会10：00〜
28 土 第２大場川クリーン作戦
30 月 薬物乱用防止教室

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 市P連研究発表会
7 月 民生委員･児童委員との懇話会10：00〜
10 木 食育指導2-4 1年生保護者会
11 金 食育指導2-5 2･3年生保護者会
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
23 水 大掃除 生徒会クリーン作戦
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

詳しくは学年だよりをご覧ください。



北中生大活躍
須郷柚菜 10月17・18日に開催された 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に1500mで出場しました。
（夏の通信陸上の県大会での記録が評価され今回の大会出場
となりました。）結果は惜しくも決勝に残れませんでしたが素
晴らしい走りを見せました。須郷さんの今後の活躍をみんな
で応援しましょう。
山田 澄 11月21日に東京スイミングセンターで開催される
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
録会に100m・200m平泳ぎで出場します。山田さんもこれ
まで素晴らしい記録を出し、JOCのジュニアオリンピックに
も選ばれています。今大会での活躍をみんなで応援しましょう。

埼玉県駅伝競技大会市内予選
祝・男女アベック優勝

令和2年度埼玉県駅伝競技大会市内予選が10月22日(木)に
県立みさと公園ジョギングコースで行われ、北中は男女アベ
ック優勝を果たしました。県駅伝大会は11月7日(土)に熊谷
スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。
参加選手の活躍を期待して応援しましょう。

男子 久保駿真 宮園琉雅 髙橋叶 岩間周作
吉澤 陸 岩間泰世 ブリンクマン・ショーン
吉澤 駈 知野一郎太

女子 若林朋佳 國松陽梨 白井ささ 村山羽乃
須郷柚菜 竹口愛奈 町田萌華 石堂珠生

男子チーム代表生徒のことば
３年６組 吉澤陸 先日行われた市内駅伝大会では一人一人
がベストをだしきることができ、男女ともに優勝することが
出来ました。男子は６人中４人も区間賞をとることができま
した。個人でも区間賞をとることができて良かったです。県
大会では市内大会よりも良い記録が出せるようにチームで頑
張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
女子チーム代表生徒のことば
３年２組 須郷柚菜 市内予選ではひとりひとりが全力を出
しきって一位をとることができました。チームとしては優勝
して県大会に出場するという目標を果たすことができたので
うれしかったです。私個人としても目標としていたタイムを
切ることができて納得できる記録を出すことができたのでよ
かったです。県大会では、今よりも一人一人の実力を上げて
昨年の記録や順位を少しでも超えられるように大会までの残
り２週間を全力で頑張りたいと思います。

北中Sports dayの取組
今年度は、新型コロナウイルスの感染防止対策により、多くの行事の中止を余儀なくされてきましたが、このコロナ禍のたいへん

な中でも各クラス・学年の団結を強めてほしいという願いから、10月8日(木)に、各クラスの大縄跳びとクラス全員リレーを組み合
わせた北中Sports dayを開催することにしました。9月中旬からは、各クラスとも学級活動や体育の時間を使って、全力でクラス練
習に取り組みました。練習風景で印象的だったのは、あるクラスの男子が大縄跳びで粘り強くたくさんの回数を跳ぶと、女子からは
回数を数える声や声援と拍手がわき起こっていました。みんなの笑顔が輝いていました。素晴らしい取組になるとそのとき確信しま
した。
Sports dayは雨により延期され開催が14日(水)になりましたが、本番当日は、すべての生徒が競技に全力で取り組み、先生方も

生徒達も笑顔がはじけていました。今回の行事は、「伝統を引き継ぐ」ことも大きな目的のひとつでしたが、３年生は見事に後輩たち
にすすむべき姿を見せてくれました。３年生の応援席では１・２年生への応援をクラスでまとまって行う姿や競技前に自分たちで輪
になって円陣を組む姿が自然とみられました。全力で何事にも取り組む北中生にあらためて誇りを感じました。
今後の学校生活もみんなで頑張っていきましょう。

練習の様子 ← → 本番の様子

校内研修会
10月１日(木)埼玉県教育局
東部教育事務所学力向上推進
担当の先生を講師としてお迎
えし、生徒達の非認知能力
（数字では測れない能力）を
伸ばし生徒達に確かな力を身
に付けてもらうための方法に
ついてご講義をいただき、職
員で協議をしました。学習や
運動の能力は意欲とも密接な
関係があります。家庭と学校
が協力して、子どもたちに良
いスパイラルをつくっていけ
ればと思います。

食育指導
10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、１年生の食育指
導を行いました。中学生に
とって身体をつくる栄養素
の重要性や給食の大切さな
どについてお話をしていた
だきました。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。1２
月は２年生がご指導いただ
くことになっています。
楽しみにしていてください。

数学科授業研究会
10月６日(火)は、３校時に
２年5組で数学の授業研究を行
いました。一次関数の利用を
題材に授業を行いました。電
気自動車とガソリン車を、そ
の自動車に使用年数と車両代
を含めた燃料の総額を一次関
数で比較して考えました。一
次関数も生活の中でとても役
立ちますね。なるほどと思っ
た人は他にも利用できないか
考えながら生活して下さい。
指導者の小川詠二先生におか
れましては、たいへんお忙し
い中、ご指導いただきありが
とう
ござ
いま
した。

ネット講座
26・30日は、各学年毎に
ネットアドバイザーの先生
をお迎えし、SNSの使用法
やネットに潜む危険につい
てご講義いただきました。
最新の情報をたくさん教え
ていただき、改めてSNSの
使用法に気をつけなければ
ならないことを学びました。
お忙しい中、ご指導いただ
きました先生方ありがとう
ございました。

消毒のご協力ありがとうございます
PTAの皆様におかれましては、夕方の

お忙しい時間にもかかわらず、北中の生
徒用トイレ・流しの消毒ボランティアに
ご協力いただきありがとうございます。
たくさんの皆様にご参加いただき助かっ
ております。今後も北中PTA活動にご理
解ご協力を宜しくお願い致します。


