
北中学校学校だより 令和元年５月号 むらさき薫る ５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３２７名 女子３２７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

平成から令和へ 新しい時代の始まり平成から令和へ 新しい時代の始まり
校長 大塚正樹

新学期も一ヶ月が過ぎ、「夢を叶える北中！カーレッジ新北中
(勇気100%)！」が浸透してきているのを感じます。
先月で平成が終わり、今月から元号が令和になります。この

ため、今年のGWは10連休となります。これは天皇陛下のご退
位にともない、皇太子殿下がご即位されることを、国民こぞっ
て祝意を示すため、「天皇即位の日」5月1日と「即位礼正殿の
儀の行われる日」10月22日が、今年限り「国民の祝日」とな
ったためです。また、4月30日と5月2日は「国民の祝日に関す
る法律」で「祝日と祝日に挟まれた日」は「休日」と定められ
ているからです。皇位継承では、国事行為として「退位礼正殿
の儀」「剣璽等承継の儀」「即位後朝見の儀」「即位礼正殿の儀」
「祝賀御列の儀」「饗宴の儀」が行われます。10連休は部活や
勉強、家族でレジャー等があると思いますが、時代の変わり目
であることも学習し、記憶に刻んでほしいです。私は「昭和か
ら平成」もよく覚えていますが、生きた歴史の証人になります。
また、5月1日は北中の開校記念日でもあります。本校は昭和

37年の開校で、57年の歴史があり、市内で二番目に古い1万人
以上の卒業生がいる伝統ある中学校なのです。
４月は、1年生の校長面接を開始し将来の夢や得意教科、不

得意教科、家庭学習時間、スマホの使用時間、家族のこと、北
中の感想等を聞いています。まだ緊張していますが、大きな声
で立派な態度で面接を受けられています。感想としては「挨拶
が良い」「規則正しい」「生徒や先生が多い」「部活を頑張ってい
る」というのが多く、中には「部活が上手な先輩がかっこいい」
なんて言ってくれる生徒もいます。
２年生、３年生も新年度のスタートに、頑張りを感じます。

挨拶運動に積極的に参加するようになったり、遅刻や欠席が減
ったり、授業中の集中力がアップしたり、家庭学習時間が増え
たりしています。授業は集中して聞くことも大切ですが、「なぜ
そうなるのだろう?」という疑問を持ち、理由を考える癖をつけ
ましょう。また「要するにどういうこと？」と別々に学んだこ
とをまとめたり、関連付けて考えることが大切です。
保護者の皆様には保護者会でもお願いしましたが、お子様の

様子を気にかけて、本校に対し疑問があれば気軽にお問い合わ
せください。また、PTAの役員決めや総会に向けていろいろご
協力ありがとうございます。家庭・地域の皆様には今後とも、
本校の取り組みに、ご理解とご協力をお願いいたします。

第58回入学式・31年度スタート
８日（月）、平成３１年度三郷

市立北中学校第５８回入学式を、
たくさんのご来賓の皆様にご臨席
いただき、厳粛かつ盛大に開催す
ることができました。新しく北中
学校に入学した２２８名の今後の
活躍を期待しています。頑張って
ください。少し肌寒い中の入学式
になりましたが、たくさんの保護
者の皆様、ご来賓の皆様にお越し
いただきありがとうございました。

有田教育長をお迎えしあいさつ運動
１５日(月)朝のあいさつ運動に、三郷市教育委員会の有田るみ子
教育長をはじめ、三郷市教育委員会より学校教育部長、参事兼指
導課長、指導主事三名にお越しいただきました。雨上がりの北中
の校門付近では明るいあいさつが飛び交いました。また、先日の
第１５回坂東市会長杯近隣中学校体育大会でハンドボール部は男
女優勝を果たし、有田教育長からも励ましのお言葉をいただきま
した。

夢を叶える北中

５･６月の予定
日 曜日 行 事

７ 火

８ 水 離任式・ＰＴＡ総会・歓送迎会

９ 木 市教研総会

10 金 心臓精密検査 特別日程 部活動保護者会

11 土 市Ｐ連新旧理事会

12 日 生涯学習フェスタ

13 月 専門委員会

14 火 尿検査（一次）

15 水 尿検査（一次） 特別日程 通信陸上

16 木 通信陸上予備日

17 金 中間テスト 生徒集会

20 月 火曜日程

21 火 尿検査２次 歯科健診3-123 月曜日程・職員会議

22 水 尿検査２次 歯科健診3-456

23 木 運動会予行

25 土 第５4回運動会

27 月 運動会予備日

28 火 運動会の振替休日

29 水 歯科健診1-1234

30 木 学総ハンド

31 金 学総ハンド

6/3 月 学校総合体育大会地区予選会

4 火 学校総合体育大会地区予選会

5 水 学校総合体育大会地区予選会

15 土 学校公開

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

授業参観・保護者会開催
19日午後、全学年授業参観・保護者会を開催しました。3年生

は体育館で進路セミナーを行った
後、全体保護者会を実施しました。
1・2年生は担任の学級活動の授業
参観の後、全体保護者会・学級懇
談会をそれぞれ行いました。ご参
会いただきました保護者の皆様あ
りがとうございました。



平成31年度 転入職員紹介
☆今年度新しく10名の先生方が北中に転入しました。北中の本年度のスローガンは『カーレッジ（Courage）新北中～勇気100％』

です。何事にも勇気をもって粘り強く取り組み結果を残す「カーレッジ新北中」を合い言葉に、教職員も勇気をもって前進したいと

思います。今年度から北中でお世話になります。よろしくお願いします。

田中智也
２年１・２・３組副担任/理科/バ

スケットボール部/三郷市立南中

より

はじめまして、今年度北中でお

世話になります。北中に来て驚いたのは、子ど

もたちの気持ちのよい挨拶です。１日もはやく

北中に慣れて、活気ある北中生と共に頑張って

いきたいと思います。よろしくお願い致します。

田村優奈
１年５・６組副担任/美術/美術部/

新採用

今年度から北中学校で美術を担

当します。これから、みなさんと

一緒に素晴らしい作品づくりをしていけること

を楽しみにしています。一人一人の思いを形に

ひとりひとりの色に染めていけるよう一生懸命

頑張っていきます。よろしくお願いします。

川津美遥
２年４・５・６組副担任/社会/吹

奏楽部/新採用

はじめまして。今年度から北中

学校でお世話になります。元気で

素直な北中生と学び、過ごせることがとても楽

しみです。「常に全力」をモットーに、成長を目

指し一生懸命頑張りたいと思います。よろしく

お願い致します。

満潮智仁
１年３組担任/理科/陸上部/三郷

市立彦糸中より

今年度、彦糸中学校から異動

してきました、満潮智仁です。

担当教科は理科で、陸上部の顧

問になりました。趣味は読書と我が子と遊ぶこと

です。機会があったら声をかけて下さい！理科的

な雑談、お待ちしてます！

田口卓嗣
２年３組担任/数学/バドミント

ン部/三郷市立南中より

２年３組を担任しています田

口卓嗣と申します。趣味は多く

あり、けん玉・ジャグリング・

ルービックキューブ・イラストを描くこと・バ

レーボール等。まだまだ分からないことだらけ

ですが、よろしくお願いします。

奥村健洋
３年２・４組副担任/数学/柔

道部/八潮市立八潮中より

八潮市立八潮中学校から参り

ました。北中学校の校歌や校内

にあふれる花の美しさ、そして何事も一生懸命

取り組む生徒たちの素晴らしさに心をうたれま

した。担当は１年生と３年生の数学及び３年副

担任です。よろしくお願いします。

佐野孝一
１年３・４組副担任/社会/美

術部/三郷市立彦成中より

初めまして。佐野孝一といい

ます。今ある環境に早く慣れ、

子どもたちと温かい関係をつくっていけるよう努

力していきます。どうぞよろしくお願いします。

櫻田隆平
３年１・６組副担任/英語/テニ

ス部/三郷市立瑞穂中より

はじめまして。瑞穂中から来ま

した櫻田隆平と申します。教科は

英語です。みなさんの学校生活が素敵なものに

なるよう手助けできたらと思います。学年は３

年生ですが、いろいろな人と話したいのでたく

さん話しかけて下さい。よろしくお願いします。

篠崎麻希
３年３組副担任/国語/吹奏楽部

/三郷市立瑞穂中より

はじめまして。瑞穂中から赴任

しました篠崎麻希です。１・３年

生の国語を担当します。国語を苦手と思ってい

る人も多いかもしれませんが、楽しいと思って

もらえるよう全力で頑張ります。よろしくお願

いします。

松元崇仁
１年学年主任・１組担任/英語/卓

球部/八潮市立八幡中より

今年度、三郷北中学校に赴任し

ました。北中には１２年前一度勤

務していましたが、戻ってきたらクラス数が倍

になっていて驚きました。１年生は元気で明る

い人がたくさんいるので、学年全体で毎日盛り

上がっていきたいです。よろしくお願いします。

入学式より
新入生誓いのことば 新入生代表 髙橋 麟太郎

花のかおりがただよい、春の訪れと共に、私たち新入生
一同、この三郷市立北中学校に入学することができ、本当に
うれしく思います。中学校では小学校にはなかった行事があ
るということや学習のレベルが上がっていることなど、小学
校では味わえなかった達成感や充実感を味わえるのではない
かという期待感に溢れ、中学生活がとても楽しみです。
しかし、新しい友達をつくれるだろうか、勉強は中学校の

レベルについていけるだろうか、という不安があることも事
実です。その中でも早く中学校の生活に慣れ、新しい友達や
先生方と信頼関係を築き、「努力」を惜しみなく発揮できる
環境を整えたいです。
北中には、「ほしぶどう」という言葉があります。奉仕、

宿題、部活、読書、運動。これらの活動を先輩方の姿からし
っかり見て学び、自分たちも立派な北中生の一員として夢を叶えられるように頑張ります。ですが、時に
は迷い、悩み、立ち止まったりするときも少なからずあると思います。その時は、仲間と手を取り合って、
励まし合いながらその壁を乗りこえていきたいです。新入生一同、北中学校での三年間を有意義に、そし
て、実りある中学校生活にすることを誓います。先生方並びに先輩方、この三年間という短い期間ですが、
ご指導よろしくお願い致します。 平成31年４月8日 新入生代表 髙橋麟太郎

歓迎のことば 生徒会長 相川 咲

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。在校生
一同心より歓迎致します。今日、皆さんは真新しい制服に袖
を通し、期待と不安を抱きながらこの北中学校に入学された
ことと思います。私たちも２年前、この北中学校に入学した
とき、皆さんと同じ気持ちでした。しかし、多くの新たな仲
間たちと学校生活を送っていくことで少しずつ不安が無くな
り、毎日楽しいと思えたことを今でも覚えています。
本校には、「あじさい運動」というものがあり、それぞれに

意味があります。「あ」は、明るい挨拶、「じ」は授業に集中、
「さ」はさわやかな環境、「い」は一緒に感動です。その中で
も生徒会が特に力を入れているのは、「あ」の明るい挨拶です。
毎朝、校門の前であいさつ運動を行い、すれ違う先生方のみ
ならず、初めてお会いする方でも心のこもったあいさつをし
ています。また、在校生は部活動にも力を入れており、昨年度、県大会に出場した部活はなんと７部活も
あります。さらにハンドボール部では男子女子共に県大会を優勝し、その中でも女子は全国大会ベスト８
という素晴らしい成績を残しました。
また、本校では、昨年度「１uｐ新北中」というスローガンのもと、日々１人１人が１upし充実した学

校生活が送れるよう努力しました。今年度は全員が勇気をもって何事にも全力で取り組めるようにしまし
ょう。新入生の皆さんもこれから私たちと楽しい学校生活が送れるよう頑張っていきましょう。

平成３１年４月８日 生徒会長 相川 咲

対面式・部活動紹介
12日の5校時に対面式・部活動紹介を行いました。

委員会活動では日頃、取り組んでいる仕事の紹介をし
ました。また部活動紹介では、それぞれの個性を生か
して迫力のある演技をみせました。1年生の視線がく
ぎ付けになっていました。

5月の大型連休を計画的に過ごしましょう
４月27日（土）～５月6日（月）までの10日間、学校はお
休みになります。部活動等に一生懸命取り組む生徒も多い
と思いますが、各学年では、学習の計画表を作成し、規則
正しい生活を送るとともに毎日の家庭学習にしっかりと取
り組むよう指導しています。ご家庭でも、子供たちに声掛
けをお願いします。また、事件・事故防止の観点から安全
な生活を送るようご指導をお願いします。

三郷市陸上競技選手権大会
20日セナリオハウスフィールド三郷で陸上競

技大会を開催しました。北中からも陸上部が参
加し、準備や片づけを含め、大会でも大活躍し
ました。２年男子100m１位新井優輝・2位新
井泰輝、３年男子100ｍ１位池田憧羽・５位松
下竜輝、男子110ｍH２
位稲生遥希、男子４×1
00mR１位、２年女子1
00ｍ４位冨家梨花、３
年女子100ｍ１位リオ・
アイコ・カポーネ、女子
800m1位須郷柚菜・４
位白井もも、女子100m
H４位岡田愛加、女子４
×100ｍR1位、女子走
高跳１位加藤志歩・６位
佐藤ゆい、女子走幅跳１
位下園成実・６位青木志
穂・８位加藤来夢




