
北中学校学校だより 令和元年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

〇日が短くなってきたため
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

自転車のライトをつけ、
２年 ２０４名 男子１０２名 女子１０２名 この誇り

交通ルールを守り安全に
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

下校しよう。
合計 ６５５名 男子３２７名 女子３２８名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

自分をよりよく変える自分をよりよく変える !!
校長 大塚正樹

10月は台風の影響が多くあり、様々な体育的行事が中止にな
りました。また、関東を直撃した大雨では亡くなられた方もい
らっしゃいます。ご冥福をお祈りいたします。学校に避難して
いて、まだ再開していない学校もあります。自分の家が流され
たり、家や車が水につかった人等困てっいる人が大勢います。
北中生が生徒会を中心に募金活動をし「あたたかい心」が被災
地に届いてほしいです。
また、10月は、運動や文化面での北中の校内外での活躍が多

くありました。運動面では、市内駅伝では女子が優勝、陸上県
大会での入賞、今月の県大会に出場を決めた部活動の猛練習。
文化面では、吹奏楽部の市民文化祭等での演奏、書写・絵画の
作品展等の入賞がありました。校内では、１年生の一生懸命さ、
２年生の上手さ、３年生の凄さが光る、令和初の合唱コンクー
ルがあり、多くの参加者の感動を呼びました。一生懸命努力し、
みんなで協力してつくり上げていくものには、努力した人しか
わからない良さがあります。
南アフリカが優勝したラグビーw杯で大活躍した田村優選手

が努力の大切さについてのべています。南アフリカ戦の前にジ
ョセフコーチから受け取った「誰も(日本が)勝てると思っていな
い。誰も接戦になると思っていない。誰も自分たちが努力して
きたことを知らない」というメッセージから「首脳陣を信じ、
仲間を信じ、自分を信じ、プレッシャーに打ち勝つ。これまで
の中でも最高の準備をして臨みたい。メンタル、スキルを準備
をしていきたい。あとは、なるようになる。一方で、完璧を求
めすぎないで、100 ％楽しむだけ。そうすれば、ミスをしても、
しなくても、プレッシャーにはならない」
今月の県大会やこれから高校入試に向かう人にも通じると思

います。私の好きな言葉に次のようなものがあります。
「努力して後悔した人を見たことがない」
「練習して下手になる人もいない」
「勉強して馬鹿になる人もいない」
「何かをして変わった人はいても、
何もしないで変わった人はいない」

自分がよりよく変わりたいと少しでも思っている人は、やら
ない言い訳より、何かをやることを意識してみましょう。
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。

新人兼県民総合体育大会地区大会での活躍

☆県大会出場おめでとうございます。
県大会での活躍を期待しています。
ハンドボール部
1・2日、吉川市総合体育館
においてハンドボールの新人
兼県民総合体育大会地区予選
会が開催されました。北中の
ハンドボール部は男女そろっ
てアベック優勝を果たしまし
た。
柔道部
３・4日、幸手市立武道館に
おいて柔道の新人兼県民総合
体育大会地区予選会が行われ
ました。個人戦では55kg級
で2年生の石山翔選手が1位、
60kg級で２年生の村上健太
郎選手が2位に輝き、県大会
出場を決めました。
卓球部・代表決定戦
５日、幸手市立幸手中学校に
おいて、卓球の新人兼県民総
合体育大会地区予選代表決定
戦が開催されました北中から
は個人の部シングルスで２年
生の宮口紗奈選手が勝ち抜き、
見事に県大会への切符を手に
入れました。

夢を叶える北中

11月の予定
11／１ 金 彩の国教育の日 生徒会引継式 特別日程
5 火 新人県大会（卓・柔・バド・ハンド）
6 水 新人県大会（卓・ハンド・バド）木曜日程 食育

指導2－1 保育実習3－5 薬物乱用防止教室⑤⑥
早稲田小学校であいさつ運動ボランティア

7 木 新人県大会（バド）水曜日程 保育実習3－2 職
場体験事前訪問 食育指導2－2 早稲田小学校で
あいさつ運動ボランティア

8 金 新人県大会（相撲）埼葛授業研究会（数学）
9 土 北中ﾌｪｽﾀ 駅伝県大会 第二大場川クリーン作戦
10 日 P連スポーツ大会
11 月 3年三者面談開始 東部地区学力検査3年･実力テス

ト1･2年 幸房小学校であいさつ運動ボランティア
12 火 保育実習3－6 幸房小学校であいさつ運動ボラン

ティア
13 水 保育実習3－4 新人戦県大会（ハンド）幸房小学

校であいさつ運動ボランティア
14 木 県民の日 集まれ！みさとの子
15 金 食育指導2－3
18 月 専門委員会 第Ⅲ期時間割開始
19 火 2年生職場体験
20 水 2年生職場体験 市内音楽会
21 木 2年生職場体験
22 金 租税教室3年 税に関する表彰式
25 月 3年期末テスト 職員会議
26 火 3年期末テスト
27 水 食育指導2－4
28 木 1・2年期末テスト 食育指導2－5 保育実習3－1･3
29 金 1・2年期末テスト 食育指導2－6

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

台風19号豪雨災害に対する募金活動
北中生徒会では台風19号の豪雨により
被害を受けた方々に対して、２1日(月),
２3日(水),24日(木)の３日間、募金活動を
行いました。短期間の募金活動でした
が、保護者の皆様のご協力により合計
３５,92３円の募金が集まりました。募金に
ついては、三郷市役所を通して寄附させ
ていただきました。ご協力ありがとうご
ざいました。



統計データ・グラフフェア開催
19日(土)、20日(日)、新宿西口広場で統計デ
ータ・グラフフェアが開催されました。
統計グラフ全国コンクール特選・入選作品と

一緒に、１年生の福士かおるさんと福田瑛伶奈
さんの作品「世界のゴ
ミ問題」が埼玉県統計
協会会長賞を受賞し、
展示されました。
本校生徒の作品を全

国、海外から来た人も
見ていました。

北中学校区地域青少年育成会理事会開催
3日(木)、北中学校区地域青
少年育成会第1回役員会、第1
回理事会を開催し、「夏休みの
街頭指導」や「こども110番
の家の訪問記録」を通して各
班の活動について情報交換し
ました。たいへんお忙しい中
遅くまでご協力いただきまし
た役員、理事の皆様、ありが
とうございました。

救命救急講習
10日(木)１１日(金)の２日間、2年生は救命
救急講習会を受講しました。最初にDVD視聴を
通して救命救急について学習したあと、救助を
必要としている人に対する意識の確認、心肺蘇
生法の手順などひとつひとつを丁寧にご指導い
ただきました。4時間目は学習したことを振り返り、
いざというときに行動できる心構えもつくりま
した。三郷市消防本部をはじめ、多数の講師の
皆様、ご指導いただきありがとうございました。

県駅伝大会市内予選会開催
23日(水)晴天の中で、県駅伝大会の市内予

選会が三郷市県営みさと公園ジョギングコース
で開催されました。男子は惜しくも4位という
結果でしたが、女子は見事に優勝を飾りました。
11月9日には熊谷スポーツ文化公園で県大会
が開催されます。出場する女子にはさらに活躍
してほしいです。

新人兼県民総合体育大会県大会陸上
16日(水)に陸上の新人兼県民総合体育大会が熊谷市スポーツ
文化公園陸上競技場で開催されました。北中からもたくさん
の選手が参加しましたが、女子800mで２年生の須郷柚菜選
手が5位、男子棒高跳びで１年生の瀬能崚希選手が6位に入賞
するなど大活躍しました。17日(木)2日目は、男子4×100m
リレー（稲生遥希・松元航・新井泰輝・新井優輝）で準優勝、
女子1500m
で須郷柚菜選
手が4位に入
賞し大活躍し
ました。

生徒会役員選挙
7日(月)5校時に、次期生徒会役員を決

める立会演説会と生徒会役員選挙が開催
されました。立候補した生徒と名の推薦
者になったすべての生徒が原稿を持たず
とても立派な演説を行いました。演説を
聞いていた生徒たちの態度もとてもよく、
北中生の素晴らしさが光っていました。

会長 大久保樹 （２年２組）
副会長 和田うきな （２年５組）
副会長 佐野結香 （１年２組）
書記 北川舞由菜 （２年１組）
書記 榎本涼介 （１年１組）
会計 三浦弥憂 （２年４組）
会計 矢谷妃莉 （１年５組）

三郷市教育委員会・東部教育事務所
教育支援担当・学力向上推進担当学校訪問
8日(火)東部教育事務所と三郷市教育委員会から指導者の先生方を
お招きして、公開授業、研究授業を行い、本校の教育についてご指
導をいただきました。教師の授業の工夫と生徒たちの真剣な取組が
目立ち素晴らしい授業研究会になりました。指導者の先生方には、
子どもたちに身に着けさせた
い学力やその学力を身に着け
させるための教師の工夫な
ど、様々なご指導をいただ
きました。たいへんお忙し
い中来校しご指導いただきま
した先生方、ありがとうござ
いました。

初任者研修に係る教育長訪問
15日（火）5校時、三郷市教育委員会教育長 有田るみ子先生、
三郷市教育委員会指導課指導主事 佐久間大先生にお越しいた
だき２名の若手教員の授業を参観していた
だきました。2クラスとも落ち着いて授業に
取り組んでおり、有田教育長からは、「授業
規律もしっかりしており、先生方も生徒達
も頑張っていますね」とお褒めのことばを
いただきました。有田教育長、佐久間先生、
ご指導ありがとうございました。

令和元年度合唱コンクール開催
31日（木）、三郷市文化会館において令和元年度合唱コンク
ールを開催しました。それぞれの学年
がこれまでの練習の成果を十分に発揮
し、迫力のある学年合唱をつくり上げ
ました。ご来場いただいたご来賓から
は、たいへん素晴らしい合唱だったと
お褒めの言葉をいただきました。今回
の合唱コンクールのスローガン「時代
に刻むこの一唱 みんなの想いを歌に
のせて」を見事に達成しました。

市内合同教科会（国語科）
15日（火）国語科の市内合同教科会を
北中で開催し、本校の教諭が1年2組で研
究授業を行いました。絵画の良さを根拠
を明確にして伝えるための工夫について
考える授業でした。指導者の先生からは、
子どもたちの力をよりいっそう引き出そ
うという工夫のある授業だったという評
価をいただきました。



ラグビー日本代表の若きキーマンの姫野和樹選手が「読書」の大切さについて語っていました。

本当に社会人になって、すぐトヨタ（ラグビー部）のキャプテンになり、人としての引き出しを増やすために、本を読みまくったそうです。。

人前で話すこともたくさんあるので、知識を増やしたいなと。また『自分はこの物事に対してこう考えているけど、違った見方をする人はいるのかな』

と感じた時にも読みます。例えば、僕はリーダーシップについてこう思うけど、他の人はどうなんだろう？とか。 代表チームにいるメンタルコーチが

『己を知る、先祖を知ることが強さに繋がる』という話をしていたんです。日本人はどういう種族なのか、どうして日本人の勤勉さや真面目さ、礼儀正

しさが生まれたのか、どういう歴史が背景にあるのか。それを考えた時に『日本国紀』という本がいいかなと思って読みました。日本人は昔から続く育

ち方や文化があるから、今の強さに繋がっていると思うと、すごく誇らしく思うし、もっと強くなった気がしますね」

ラグビーは独自の文化として、試合後に「アフターマッチファンクション」という両チームの選手やスタッフ、レフェリーが参加する交歓会がある。

軽食を楽しみながら、「ノーサイド」の精神に則り、「あのタックルにはやられた」「あのトライは最高だったな」といった具合に、敵味方関係なくお互い

を称え合う場だ。ラグビーが持つ独自の文化があります。

に話が及ぶと、姫野は目に星のような輝きを浮かべながら、少年のような笑顔を見せて言った。

「本当にラグビーというスポーツが面白いって純粋に思いますし、ラグビーの文化が好きですね。仲間を大切にするとか、規律を守るとか、相手をリス

ペクトするとか、そういったことを公言しているスポーツはなかなかないと思います。試合中にあれだけ激しいことをして、殴り合いもしているのに、

試合が終わったら一緒に酒を飲むとかね（笑）。ファンも敵味方関係なく一緒になって飲みますよね。そういうのがラグビーの魅力だと思うし、好きなと

ころですね」

試合が終わってしまえば「仲間」となれる文化が、全世界でラグビーが愛される理由なのだろう。9 月 20 日から始まるワールドカップでは、姫野ら日
本代表が大きく躍動する試合を、日本人ファンと海外からのファンが肩を組み合いながら応援する姿がそこかしこで見られるかもしれない。


