
北中学校学校だより 令和２年２月号 むらさき薫る ２月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

〇自ら進んで挨拶をしよう
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

〇卒業式に向けて気持ちと
２年 ２０６名 男子１０２名 女子１０４名 この誇り

身だしなみを整えよう
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ６５７名 男子３２７名 女子３３０名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

私に合った勉強法は?考える癖をつける言葉?私に合った勉強法は?考える癖をつける言葉?
校長 大塚正樹

今年は暖冬ですが、世間ではインフルエンザよりも中国で発
生した新型肺炎が話題になっています。病気も心配ですが、来
日する中国人の多さと、中国に日本人が多くいることを改めて
知りました。国際化社会といわれますが、改めて国際交流の多
さと他国で起きていることが日本にも影響を与えることを考え
ると視野を広める必要性を感じました。
1年生はスキー教室の成功から職業調べ、２年生は東京文化調

査、3年生は私立単願の生徒は進路が決まり始め、県立の出願が
始まります。
校長面接も２年生の半分が終わりましたが、北中生の悩みの

特徴として「私に合った勉強法が見つからない」というのを多
く聞きます。その答えは、自分で考えるしかありません。また、考える
力を伸ばすためには、授業中でも日常生活の中でも次の「7つのマジッ
クワード」を意識してください。こ
れらの言葉を意識すると、考
える癖がつき、表現力や説明
する力がつきます。ただ単語
や計算練習だけをするのでな
く。自らの疑問を大切にし、そ
の解決方法を追求することで
学力向上につながります。
始業式で富士山に登る話を

しましたが、先日、ミシュランガ
イドのフランス版で小林圭シェ
フ（４２）が日本人として史上初
めて三つ星に輝いた記事がありました。小林さんは２０年前にフランスに
渡り、「２５年間この道をやってますけど、やっぱり真面目にやってきて良
かったなと。日本の富士山を登るのではなく、エベレストを登りたかった」
と語っていました。北中生の希望としてスポーツ選手だけでなくシェフや
パティシエにあこがれている人もいますが、夢は大きく、志を高くもち、
目標や計画をコツコツ実現していくことか大切です。
3年生は「夢を叶える進路実現」まであと少しです。不安で心

配だと思いますが、健康に留意して取り組んでください。1,2年
生は、それぞれの学年の学習のまとめの時期です。その学年で
学んだことを身に付けて進級してほしいです。保護者・地域の
方々には引き続き本校の取り組みにご理解とご支援のほどよろ
しくお願いいたします。

「なぜだろう？」（原因分析）

「どうしたらいい？」（問題解決）

「要するにどういうこと？」

（抽象化思考）

「例えばどういうこと？」

（具体化思考）

「何のためだろうね？」（目的意識）

「そもそもそれってどういうこと？」

（原点回帰）

「もし〜だったらどうなるだろう

ね？」（仮説構築）

祝・全国大会出場 ハンドボール部
12・13日の2日間、八潮市立大原中学校において春の全国中学生
選手権大会代表決定戦が行われました。13日には決勝戦が行われ、
北中学校男子ハンドボール部は川口市立戸塚西中学校に20－19で
見事勝利し、第15回春の全国中学校ハンドボール選手権大会出場
を決めました。全国大会は3月25日から29日、氷見市ふれあいスポ
ーツセンターで開催されます。全国大会での活躍も期待しています。

夢を叶える北中

２・３月の予定
2/2 日 三郷シティハーフマラソン
4 火
5 水 2年生東京文化調査
8 土 漢字検定
10 月 専門委員会
12 水 生徒集会 特別日程
13 木 1・2年実力テスト
15 土 ライオンズ善行賞表彰
17 月 新入生入学説明会
19 水 3年学年末テスト
20 木 北中学校区育成会第2回役員会･理事会
21 金 職員会議 特別日程
25 火 3年学年末テスト
27 木 1・2年学年末テスト
28 金 1・2年学年末テスト 埼玉県公立学力検査
3/2 月 埼玉県公立学実技検査・面接
4 水 3年生･生きる教育講演会
5 木 卒業を祝う会
7 土 第3回数学検定 ライオンズ無欠席生徒表彰
9 月 埼玉県公立入学許可候補者発表
11 水 専門委員会 特別日課
12 木 3年給食最終日 卒業式予行 特別日程
14 土 第58回卒業証書授与式
18 水 1・2年給食最終日 進路セミナー 1・2年保護者会
25 水 大掃除 職員会議 生徒会クリーン作戦
26 木 修了式
27 金 式学年末休業日

詳しくは学年だより

をご覧ください。

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

スクールカウンセラー勤務日は、毎週木曜日です。
さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００

ＳＣ 佐藤栄子／さわやか相談員 熱田雅恵

三郷市読書フェスティバル開催
25日（土）に第13回三郷市読書フェスティバルが三郷市文化会館で
開催されました。全国家読ゆうびんコンクール優秀作品表彰のあと、市
内中学校代表生徒によるディスカッションが行われました。 それぞれ
が好きな本をもちより、お話の中で心を動かされた場面や好きなとこ
ろなどを発表しました。また、疑問に思ったことを質問したり、意見交換
を通して読書のす
ばらしさを伝えあ
いました。 北中の
代表として出場し
た2年の和田うき
なさんは、とても
堂々とした素晴ら
しい発表をしました。

埼玉県書き初め中央展覧会
25･26日と瑞沼市民センターで埼玉県の書き初め
中央展覧会が開催されました。会場には天井からび
っしり作品が展示され、埼玉県中から多くの方が作
品を見に来ていました。本校2年生の力作も堂々と展
示されていました。また、多くの三郷市の先生方には
会場準備や会場係、駐車場係を手伝っていただきあ
りがとうございました。



「ビブリオバトルを体験しよう」
２３日（木）５・６校時に１・２年生は「ビブリオバトルを体験しよう」と題して、講師に埼玉県立浦和第一
女子高等学校図書館司書の木下通子先生をお迎えし、ワークショップを開催しました。ビブリオバトル
とは、自分が用意した本をお互いに紹介しあうことで、読書への関心やコミュニケーション能力を高める
ゲームの事です。今日は、先生の説明のあと、実際に３人１組になって自分のおすすめの本を友達に紹介
することができました。これを機に、これまで読んだことのないジャンルの本に挑戦したり、図書館で本を
借りたりして、たくさんの本と出会ってほしいです。木下先生におかれましては、たいへんお忙しい中、お
越しいただきありがとうございました。

第60回埼玉県小・中学校等
児童生徒美術展
２５・２６日の２日間、蓮田市総合

市民体育館において、 第60回埼玉
県小・中学校等児童生徒美術展が
開催されました。北中生の作品も
多数出品されました。

１年２組 住谷玲皇

３学期を迎えるにあたり、まず、２学期を振り返りたいと思います。2学期に頑張れた事は、学

年やクラスでそれぞれ団結して目標を持ち、行事などに取り組めたことです。例えば、行事として

は合唱コンクールがありました。この行事ではクラス曲と学年曲を全員で仲間を信じ合い歌うこと

ができました。しかし、それとは反対に一人一人が自ら考え、自ら学ぶという主体性に関する部分
では、まだ上を目指すことができると思います。２学期末に行った振り返りアンケートでは「主体

性」「温かい心」「向上心」「社会性」のうち１番低かったのが「主体性」でした。学年全員の主体

性を高めるためにはまず、リーダーがお手本になるような生活、行動をしていくことが大切です。

そして、その姿を見た他の人達も今、何をすべきかに気づき、考え、行動できるようになるはずです。また、自分もその

手本を見せていけるように意識し、生活をしていこうと思います。他にも勉強面に関しては、毎週の５分間学習テストに

全員で合格したことがないということについてです。これを達成するには、全員が主体的に目標を定め、学習に取り組む

ことが大切です。これらのことを意識して、僕は３学期を過ごしていきたいです。また、この３学期を２年生の０学期と
して先輩方をお手本にし、２年生に向けても頑張ります。

２年４組 早川駿哉

３学期、私が頑張りたいことは３つあります。１つ目は勉強です。３学期は勉強の内容も少しづ

つ難しくなります。だから、短い時間でより質の高い勉強をしていくことが必要だと思いました。

２つ目は、部活動を今まで以上に頑張ることです。３年生の６月には学校総合体育大会が控えてい

ます。その大会で後悔しないように練習を積み重ね、本番では良いパフォーマンスができるように

頑張っていきます。３つ目は、何事にも責任感を持つことです。３学期には東京文化調査がありま

す。東京文化調査は２年生の集大成の行事でもありますが、修学旅行へも繋がるものです。東京文
化調査を成功させるため、責任感を持つ必要があると思いました。２年生の３学期は、３年生の０

学期とも呼ばれます。その期間で、１・２年生に尊敬されるような３年生になれるように頑張ります。２年生の皆さん、

素晴らしい３年生になるために、３学期1日１日を大切に過ごしましょう。そして、充実した学期にしていきましょう。

３年４組 佐山 萌花

私は冬休みの間に中学校生活を振り返ってみました。部活動、学校生活、行事など、この３年間

で楽しいことがたくさんありました。しかし、その楽しいことは多くの人が努力したからできたも

のであり、自然とできたものではありません。何事も努力なしではより良いものを作り上げること
はできません。努力を怠れば、それ以上成長することはないでしょう。１・２年生のみなさん。３

学期は次の学年の０学期です。学年も変われば立場も変わります。０学期の間に心構えと自覚を身

につけてください。みなさんには、今まで学んだことを次の世代に伝える仕事があります。それを

忘れないでください。３年生のみなさん。自分を信じることを忘れないでください。受験直前でも

構いません。自分を信じられる根拠を振り返って見つけてください。努力は必ず自信に変わります。勉強において、努力

は損にはなりません。受験が終わるまで努力を怠らず頑張りましょう。そして、自分の受験が終わっても周りは終わって

いないこともあります。学年全員が終わりきるまで前進し、最高の卒業式にしましょう。私たちを信じてくれている人は

たくさんいます。家族、友達、学校や塾の先生など。ぜひその人を大切にしてください。信じてくれている人がいるから
こそ私は自分を信じることができます。自分をより信じるために、私は努力を怠りません。

生徒会代表 １年２組 佐野結香

２学期は合唱コンクール、北中フェスタ、クリーン作戦など、行事のご協力ありがとうございま

した。３学期生徒会としての目標は、あいさつの徹底、先を見て行動することです。あいさつは普

段のあいさつ運動で、通った人全員に聞こえるようなあいさつが出来るようにしたいです。また、

３学期の行事を円滑に進めるために、先を見て行動したいと思います。そのために事前準備を確実

に行い、生徒会として、早い段階で話し合い決まったことを全校にもれなく伝達します。そうすれ
ば早い段階で自分の意見を考え、出し合い、スムーズに物事が進むと思います。３学期は、新入生

説明会、生徒集会、卒業式と、期間が２学期より短い中で、多くの行事があります。その中で１、

２年生の皆さんは次の学年への準備も着実に行っていきましょう。２月に行なわれる新入生説明会では、新しく入ってく

る新入生の皆さんに北中の制服、あじさい運動等の活動を紹介します。放課後は、部活動見学もあるため、各部活動の皆

さん、ご協力をお願いします。生徒集会では、１年間を振り返って、各部長、委員長さんから総括をしていただきますの

でご協力をお願いします。３月には卒業式があります。１、２年の皆さんは、３年生への感謝を込めて、礼儀正しく臨み

ましょう。よりよい学校づくりには皆さんの協力が必要です。生徒会一同頑張りますのでよろしくお願いします。

英語検定実施
２５日（土）北中学校では英語
検定を実施しました。今回は彦
成小学校の児童も北中に来て
試験を受けました。小学校の児
童も英検を受けるということ
で、北中生の良い刺激にもなり
ました。

1年生スキー教室 南魚沼市ムイカスノーリゾートへ
1５日（水）から２泊３日で1年生のスキー教室を実施しました。初日、7：00に体育館で出発式を行い、ム
イカスノーリゾートに向けて出発。11時30頃到着しました。１日目は時より小雨が降る中での講習で、慣
れるのが精一杯の生徒もいたと思います。２日目は前日の夜に降った雪が適度にスキー場を覆い、天気
にも恵まれ最高の講習になりました。午後には、斜面を上手に滑る生徒たちの姿が多く見られ上達の早
さを感じました。初日と２日目の夕方には雪上レクも行い、とても盛り上がりました。
今年のスキー教室は、ケガや病気で病院に搬送される生徒が一人も出ずとても素晴らしかったです。

〜 〜学年スローガン「輝け北極星 何年経ってもとけない絆 」のもと、３日間のスキー教室で学年がさらに
まとまりました。今後も１年生の多方面での活躍を期待しています。

３学期始業式 代表生徒のことば

第2回学校評議員会
学校関係者評価委員会
27日（月）に第2回学校評議員会
学校関係者評価委員会を開催し
ました。参加していただいた皆様
には、授業も参観していただきま
した。今回も、たくさんのお褒めの
言葉をいただきました。寒い中、
お越しいただきありがとうござ
いました。


