
北中学校学校だより 平成３１年４月号 むらさき薫る ４月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○５分前行動をし、時間に余裕
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

を持って生活しよう。
２年 ２０２名 男子１０１名 女子１０１名 この誇り

○一つ一つの生活態度をきちん
３年 ２２４名 男子１２１名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

としよう。
合計 ６５４名 男子３２８名 女子３２６名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

転入職員紹介
職名 氏 名 教 科 前 任 校
教諭 松元崇仁 英語 八潮市立八幡中学校
教諭 田口卓嗣 数学 三郷市立南中学校
教諭 満潮智仁 理科 三郷市立彦糸中学校
教諭 田村優奈 美術 初任者
教諭 川津美遥 社会 初任者
教諭 田中智也 理科 三郷市立南中学校
教諭 櫻田隆平 英語 三郷市立瑞穂中学校
教諭 奥村健洋 数学 八潮市立八幡中学校
教諭 篠崎麻希 国語 三郷市立瑞穂中学校
教諭 佐野孝一 社会 三郷市立彦成中学校
支援 日暮智美 支援 三郷市立早稲田中学校
ALT ｽｺｯﾄ･ﾋﾞｻｷ 英語 三郷市立瑞穂中学校
さわやか 熱田雅恵 相談員 三郷市立栄中学校
給食 木村冴香 給食事務

学年職員紹介
職名 氏 名 職名 氏 名 職名 氏 名
校長 大塚 正樹 教頭 田村 重治 教務 桑島 敦
１-１ 松元 崇仁 主任 平野 勉 ３-１ 細津 誠
１-２ 松永 和也 ２-１ 中島 直子 ３-２ 増子 透
１-３ 満潮 智仁 ２-２ 小林 愛里 ３-３ 大谷 正視
１-４ 平林 恵 ２-３ 田口 卓嗣 ３-４ 峯﨑 彩香
１-５ 小倍 正行 ２-４ 渋川 学 ３-５ 篠﨑 真
１-６ 麻生田憲之 ２-５ 上野隆太郎 ３-６ 山澤 賢勇
副担 後藤実奈子 ２-６ 尾﨑 隆彦 副担 宮澤 行雄
副担 佐野 孝一 副担 川津 美遥 副担 櫻田 隆平
副担 田村 優奈 副担 田中 智也 副担 篠崎 麻希
養護 菊地あけみ あじさい 稲垣 英樹 副担 奥村 健洋
事務 岡田 裕美 支援 日暮 智美 ALT ｽｺｯﾄ･ﾋﾞｻｷ
さわやか 熱田 雅恵 校務 相馬 千鶴 給食 髙橋 華代
学校司書 中谷ますみ ＳⅭ 佐藤 栄子 給食 木村 冴香
拠点 坂東 妙子

転出職員紹介
職名 氏 名 在籍 転出先
教諭 加藤雄大 ６ 三郷市教育委員会
教諭 平林 渉 ５ 越谷市立中央中学校
教諭 大内彩記子 ５ 松伏町立松伏第二中学校
教諭 川村高範 ３ 八潮市立八潮中学校
教諭 豊田泰士 １ 三郷市立南中学校
教諭 谷口令子 １ 越谷市立東中学校
教諭 酒井仁志 １ 三郷市立彦成中学校
教諭 仲間美由起 １ 三郷市立彦成中学校
さわやか 佐々木さやか ３ 三郷市立彦成中学校
ALT ｵｰｴﾝ･ﾀﾞｶﾝ ４ 三郷市立瑞穂中学校・立花小学校

カーレッジ(勇気)新北中スタート
校長 大塚正樹

あたたかい季節になり、校庭の桜も美しい花を咲かせており
ます。本日、市内の中学校で最も多い２２８名の新入生が、明
るい返事ときらきら輝く瞳で、入学し、平成３１年度がスター
トしました。新入生の入学を心より歓迎するとともに、進級し
た２・３年生のさらなる成長を期待しております。
本校は年度当初人事異動で、１０名が退職や異動し、１４名

の教職員が転入しました。開校５８年目を迎える本年度は、全
学年６学級、全校生徒数６５４名となり、運動会の縦割りチー
ムが一つ増えピンクチームができます。
「夢を叶える北中」をスローガンに、学校生活では伝統ある

「あじさい運動」と家庭生活では「ほしぶどう」を合い言葉に、
夢を実現させるため、目標をもち、計画をたて、日々努力を重
ねるよう指導して参りました。卒業生の進路実現や、女子ハン
ドボール部の全国大会ベスト８など、生徒の頑張りには目を見
張るものがあります。
今年は三郷市の教育4つの礎(授業改善・日本一の読書のまち

・家庭教育の充実・夢への挑戦)と北中生の実態を踏まえカーレ
ッジ(Courage)新北中(勇気100%)というスローガンを掲げ、
授業やテストで難しい問題にチャレンジする勇気 家庭生活で
のスマホを我慢する勇気、部活動の試合では相手が強くても攻
める勇気、SNSの書き込み等で人の噂を気にしない勇気、等
勇気をもって生活してほしいと考えます。勇気があれば、失敗
を恐れずにチャレンジできるし、困難なことにも努力できるし、
人と協力できるできる力、新しい時代に必要な力が育ちます。
今月で平成が終わり、来月から令和になります。来年は東京オ
リンピックパラリンピックが開催されます。
家庭・地域の皆様方におかれましては、引き続き、生徒の望

ましい成長に向けご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

かけがえのない命を大切に
５月１１日（土）から２０日（月）までの１０日間、「春の全国

交通安全運動」が展開されます。埼玉県の重点は「子どもと高齢者

の自転車乗車中の交通事故防止」です。北中学校では、1学期が１

年で最も交通事故が多い学期です。４月は特に気をつけましょう。

並進は禁止です。登下校の際は、必ずヘルメットを着用しましょう。

夢を叶える北中

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

４･５月の予定
日 曜日 行 事
4/5 金 準備登校

7 日 県議会選挙（あじさい教室）

8 月 入学式・始業式

9 火 発育測定 教科書配付

10 水 給食開始 聴力検査３年 ４５分×５

１1 木 埼玉県学力・学習状況調査（全学年） 生活集会 安全集会

12 金 対面式・部活動紹介 写真撮影 ４５分×５

16 火 第Ⅰ期時間割開始

18 木 全国学力・学習状況調査（新３年生）

19 金 授業参観・保護者会

20 土 三郷市陸上選手権大会

22 月 内科検診３－１２３ 職員会議

23 火 第１回避難訓練 内科検診

24 水 特別日程 内科検診３－４５６

25 木 特別日程 内科検診２－１２３ 専門委員会

26 金 内科検診２－４５６

5/7 火 集金日 前期教育実習開始

８ 水 離任式 PTA総会・歓送迎会

９ 木 市教研総会

10 金 部活動保護者会 特別日程 心臓精密検査

１1 土 市P連新旧理事会

13 月 専門委員会

14 火 特別日程 尿検査（一次）

15 水 特別日程 尿検査（一次） 通信陸上

17 金 中間テスト

詳しくは学年だより

をご覧ください。



３月１３日の卒業式予行後に3年生、２6日の終了式後に1，2年生の表彰がありました。多方面で北
中生が活躍し、充実した表彰集会となりました。
〇埼玉県学業優良生徒表彰 鈴木智也 〇埼玉県体育優良生徒表彰 清黒瞳太 荒井美咲
〇埼玉県産業教育振興会表彰 高藤佳汰
〇ポラリス校長賞３年 佐藤大河 長里玲音 大畑航也 佐藤雄大 鴨狩葵
〇埼玉県書きぞめ展覧会 ＜市内競書会＞ 金賞 飼田明日香 小俣琴未 清嶋美緒 鬼澤史奈
清黒瞳太 早船綾音 嶋津沙希 吉野莉子 森心美華 出川由希菜 髙津歩美 野呂瀬果穂

〇９カ年無欠席生徒の表彰 三郷ライオンズクラブ より３月２日に表彰
山下 慶 飛地永太郎 前田基親 嶋根大翔 鴨狩葵 加藤琉衣 小野寺那尚 高鹿琉生
堀切瑠花 後藤彩華

〇第23回青少年善行賞 三郷鳰鳥ライオンズクラブ より２月９日に表彰
におどり

瀬能駿希 秋本龍舞
〇第38回会長杯争奪中学生バドミントン大会2年女子ダブルスＡブロック３位 椎名美月 廣 田恵
〇平成30年度三郷市内バスケットボール１年生交流大会2位 小用紗椰 日髙燦星 新林悠 野﨑七
海 三浦弥憂 岡田葵衣 近藤来朱 藤崎心春 菊池心春 須藤美羽
〇三郷市会長杯バレーボール大会準優勝
〇２０１８年度第３回実用英語技能検定２級 大倉晴琉
〇平成30年度第59回埼玉県小・中学校児童生徒美術展 【平面の部】特選 升谷美優 銀賞 天 田紫花
入選 片桐諒 宇田川華 【立体の部】特選 宮田魁 銀賞 髙橋七海 入選 千代田美 桜 三上レイア

〇平成30年度郷土緑化運動ポスター原画コンクール佳作 藏野実
〇平成30年度第10回彩の国みどりの絵画コンクール入選 藤田聖彩
〇明るい選挙啓発ポスターコンクール 入選 佐藤亜美 島根輝斗
〇学警連 善行賞 佐野華梨奈 石橋菜子
〇けん玉全国大会３位 宮原千尋 〇おすすめの100冊読破賞 関根由唯
〇全国家読ゆうびんコンクール 優秀賞 栗田心愛 佳作 千速聡
青木彩音 早川駿哉

〇人権標語募集 優秀賞 久保凜花
〇ポラリス校長賞１年 三上蒼人 山本菫 鈴木奏 瀧澤優太郎 青野奈央 飯島優羽
〇ポラリス校長賞２年我孫子史佳 篠田昇吾 堺龍大 佐々木拓海 佐山萌花 染谷涼風

部活・文化面の表彰

卒業生答辞骨子 卒業生代表 小俣琴末 齋藤蒼来 鈴木智也
白木蓮のつぼみが膨らみはじめ、春の訪れを感じさせるとともに、ここ北中学校に吹く暖かな風が私たち１７１名

の新たな旅立ちを後押ししています。１アップ新北中！私たちはそれぞれに確かな夢・希望・愛をもって、北中学校
を卒業します。
見るものすべてが輝いて見えた１年生。全てが新鮮でした。スキー教室では、大寒波による大雪と吹雪で満足にス

キー講習ができないなど様々なハプニングがありましたが、学年が協力し合い、一人一人が臨機応変に動き自分たち
の力を発揮する楽しさを知る行事となりました。
自分と向き合い始めた２年生。部活動や委員会活動でも先輩と呼ばれ、その責任の重みを感じ、北中の主力となる

自覚が芽生えるとともに、自問自答を繰り返し、迷い、悩むことも多くあったことを昨日のように思い出します。
北中学校の主力となった３年生。３つの学年を縦割りチームで構成した第53回運動会。「みんなでジャンプ」では、

北中歴代最高記録３08回を跳び、昨年度の記録を更新しました。２年生の皆さん、この伝説を超えてください。
私たちが歩んできた道を振り返ると、その時の想いや景色が心のアルバムの中で鮮明に浮かんできます。忘れては

ならないのは、私たちは決して一人で歩んできたのではないということです。この３年間、本当に沢山の方々にお世
話になりました。校長先生をはじめ、多くの先生方から勉強だけでなく、人として大切なことを教えていただきまし
た。在校生の皆さん。私たちを信じ、ついてきてくれてありがとうございました。次は皆さんが北中学校の主力です。
どんなときも私たちのことを一番に理解し、いつも支えてくれた家族。たくさん困らせたり悲しませてしまったこと
があったと思います。まだまだ迷惑をかけてしまうかもしれません。変わらず見守り、応援してください。そしてこ
こまで一緒に歩んできた青学年の仲間たち。ともに様々なことを経験し、成長してきました。そんな当たり前の日々
が未来へと変わろうとしています。特別な時間を、３年間を、本当にありがとう。
本当に多くの支えを頂き、感謝の言葉しか見つかりません。信じ合えることの喜び、そして今日で北中学校を去る

という悲しみを噛みしめています。人生という名の迷路の中にいる私たちは、人に優しく、自分に厳しく、いつでも
どこでも自分の力を発揮できると確信しています。
今日という日を忘れないために、私たちは北中学校という温かな巣を旅立ち、夢に向かって新たな一歩を踏み出し

ます。余りあるほどの想いを胸に咲かせ、今ここに青学年の軌跡を、生きている証をここに刻みます。
この先進む道はそれぞれ違うけれど、その場所で花のように、咲き誇りましょう。私たちがその場所で咲けるよう

に、いつかこの涙も、この想いも、風となり背中を押してくれることでしょう。困ったときには顔をあげて振り返れ
ば、光、仲間がいることを忘れないでください。時代の流れが変わっても、変わらない優しかった場所が、私たちを
待っていると信じています。これからも、未来へと続くこの道を共に歩んでいきましょう。

平成３１年３月15日 卒業生代表 小俣琴未 齋藤蒼来 鈴木智也

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部全国大会ベスト８
３月２３日から富山県氷見市で開催された第１４回春の全国中学生

ハンドボール選手権大会に本校の女子ハンドボール部が3年連続出場
しました。24日の１回戦は、徳島県の鳴門第一中と対戦し３３－９
で勝利し、25日の２回戦は青森県野辺地ジュニアと対戦し、２１－
１２で勝利しました。26日の３回戦は長崎県の大野中と対戦し19－
１８で見事な逆転勝利を収め準々決勝進出を決めました。準々決勝で
は、富山県氷見十三中と対戦、残念ながら２８－１５で惜敗しました
が、全国大会ベスト８という輝かしい成績を収めました。

【櫻井ありさ主将の言葉】春の全国大会では大きな成果がありました。相手のチームは技術面でフ
ェイント力や守備力があり、私たちの課題も見えてきました。また、技術だけではなく挨拶や素
早い行動など、見習う部分もありました。夏の全国大会で結果を残すため日々の練習に集中します。

【細津先生の言葉】今までで最高のゲーム内容で戦いベスト８．選手たちはよく頑張りました。特
に３回戦の長崎代表大野中戦は接戦で１９－１８の逆転勝利。ご支援ありがとうございました。
今後はさらに高みを目指し、男女一緒に全国大会での勝利を目指します。一緒に全国大会での勝
利を目指します。

平成30年度卒業生進路先 北中学校の先輩たちが努力して、自分で決めた進路先です。参考にしてください。
【埼玉県公立】浦和西（１）大宮東（１）春日部（3）春日部女子（３）川口（１）川口北（１）川口東（８）越谷北（４）越谷東（１）越谷南（５）草加（１２）草加東（９）草加南（１６）南陵（１） 三郷（１９）三郷北（１５）
八潮（１）八潮南（３）与野（１）市立浦和（２）川口市立（２）三郷工業技術（７）浦和商業（１）八潮南（４）吉川美南・定（４）大宮中央（２）大宮南（１） 久喜工業（１）杉戸農業（１）【千葉県公立】柏市立柏（１）柏の葉（１）
【私立高校・専門学校等】あずさ第一（１）足立学園（１）郁分館（１）浦和学院（３）浦和実業（４）浦和麗明（１）叡明（４） 開智（１）関東第一（１）興学社（２）埼玉栄（３）修徳（２）西武台（１）第一学院（１）つくば開
成国際（１）帝京長岡（１）独協埼玉（１）東京スクールオブミュージック＆専門学校（１）二松学 舎大学附属柏（１）野田鎌田学園高等専修（２）武南（２）前橋育英（１）松栄（１） その他（１）

第10回三郷市中高合同演奏会
17日（日）三郷市文化会館において、三郷市
中高合同演奏会が開催されました。北中学校の
吹奏楽部は彦成中学校音楽部とともに、「アイ
デア」「リメンバーミ―」「ディープパープルメ
ドレー」の３曲を披露しました。

吹奏楽部定期演奏会開催
24日（日）13：00より、北中学校体育館に

おいて、吹奏楽部が定期演奏会を開催しました。
キャラクター、アンサンブル、ポップスなどの
3部構成で1時間30分にわたりたくさんの曲を
披露しました。工夫をこらした出し物と演奏で
感情を盛り上げました。


