
北中学校学校だより 令和元年６月号 むらさき薫る ６月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○カッパと水筒の管理をしっか
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

りしよう！
２年 ２０２名 男子１０１名 女子１０１名 この誇り

○はっきりと返事をしよう！
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ６５３名 男子３２６名 女子３２７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

命より大切なものはない命より大切なものはない
校長 大塚正樹

例年になく暑い五月でしたが、十連休前の部活動正式入部や
中間テスト、運動会と喜んだり悔しがる体験が多くありました。
しかし、世の中では幼児が交通事故で亡くなったり、小学生

が刺されるという悲しい事件もあり、命の大切さを痛感する出
来事でした。地震や災害等による防災は訓練できますが、今回
のような事件には心が痛みます。
人は様々な活動の中でほめられたり認められたり、自分のよ

さを見つけたり、自分の存在を認めなおす体験等をとおして「自
分にはいいところがあるんだ」「今のままの自分でいいんだ」と
感じます。また、運動会などの行事等で学級の仲間や友だちと
心が一つになるような連帯感が味わえる体験、何かの課題に一
生懸命に取り組んで「できた！」という声を思わずあげてしま
うような感激の体験、人の役に立てたという満足感を味わえる
体験、読書や音楽等への没頭体験等の喜びの体験が重なると「生
きててよかった」と実感することになります。今回の運動会で
も、一生懸命走る姿、それ以上にチーム一丸となって応援する
姿等感動的な場面が多くありました。
人は人との関わりの中で豊かな感情を身につけ、生きる意味

を見いだしていきます。人が生きる喜びを味わうのはすべから
く人との関わり合いにおいてであり、そのためにも相互に理解
し支え合う気持ちやその思いを伝え合う力を養っていかなけれ
ばなりません。
学力調査でも学級経営がうまくいる学級、人間関係が良好な

学級では成績が向上しているという分析結果が出ています。何
か間違いを言ったらみんなに馬鹿にされると思ったら、思った
ことが言えなくなります。人に何かしてほしいと思い続けると
不満が募ります。しかし、人に何かしてあげて喜んでもらえる
と喜びになります。
新学期になり、人間関係が深くなり、よい面悪い面が見えて

くる時期ですが、人のよさを認めて、良好な人間関係の中で北
中生活がおくれるとよいのですが、いつもいいとは限りません。
心配事や不安がある生徒は担任や顧問、相談員等に気軽に相談
してください。
五月病の季節は終わりますが、お子様の様子で気になること

がありましたら、お気軽に学校にご連絡ください。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。

PTA総会開催
8日（水）15：00より、北中図書館において令和元年度のP

TA総会を開催しました。平成30年度の事業・決算報告と今年度
の事業・予算案の報告、新旧役員の
皆様の紹介がありました。これまで
北中のためにご尽力いただきました
旧役員の皆様、ありがとうございま
した。また、今年度新たに北中の役
員に就任した皆様、北中の教育活動
の発展のため、ご協力をお願い致し
ます。

離任式開催
8日（水）の午

後、北中から異動
された先生方にお
越しいただき離任
式を開催しまし
た。新しい環境で
仕事をなさってい
る先生方に北中での思い出や北中生に今後望むことなど、心温ま
るお話をいただきました。

北中ファーム・校庭の環境整備
ありがとうございました

学校応援団の方々とシルバーの三郷グループの皆さんに、
北中ファームの整備と校庭等の除草作業を行っていただきま
した。北中ファームでの栽培と運動会に向けてきれいな環境
をつくっていただきました。たいへんお忙しい中ご協力いた
だきありがとうございました。
北中ファームの耕うんのあと、あじさい教室の生徒たちが、

サツマイモやミニトマト、キュウリなどの苗を植えて大切に
育てています。

夢を叶える北中

６月の予定
日 曜日 行 事

１ 土 市内小学校運動会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加 早26彦20幸15

3 月 学校総合体育大会地区予選

4 火 学校総合体育大会地区予選

5 水 学校総合体育大会地区予選

6 木 食育指導1-1

7 金 腎臓精密検査 通信陸上県大会 食育指導1-2

8 土 市P連総会 通信陸上県大会

９ 日 吹奏楽東部地区研究発表会

10 月 歯科健診2-123

11 火 生徒総会⑥

12 水 特別日課 学総地区バド 内科検診１年全

13 木 学総地区バド 食育指導1-3 育成会総会幸房小

14 金 埼葛テスト 食育指導1-4

15 土 中学校公開(月曜授業) ふれあい講演会 学校評議員会

16 日 学校総合体育大会地区予選予備日

17 月 振替休日 学校総合体育大会地区予選予備日

19 水 学総地区柔道 食育指導1-5

20 木 学総地区柔道 食育指導1-6

21 金 専門委員会 特別日程

22 土 小学校公開

24 月 職員会議 修学旅行保護者説明会(３年)

26 水 歯科健診1-56 2-456

27 木 期末テスト

28 金 期末テスト 腎臓精密保護者説明会

２９・３０に部活動の代表決定戦が予定されています。

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



熱田雅恵
さわやか相談
員/三郷市立
栄中より
４月より北

中学校の皆さ
んとすごすこ
とになりまし
た。いつも明るく挨拶し
てくれて嬉しく思いま
す。生徒の皆さんが気持
ちよく学校生活が送れる
ようにお手伝いしていき
たいと思います。どうぞ
よろしくお願いします。

木村冴香
給食事務
今年度よ

り給食事務
としてお世
話になりま
す木村と申
します。初めて給食事務
として務めさせていただ
くのでわからないことだ
らけですが、私自身も楽
しみな給食！そんな給食
を皆さんにお届けするお
手伝いをしていきます。
よろしくお願い致します。

スコット・ビサキ
ALT/三郷市立瑞穂中
より
I'm fro

m the U.
S．Ｉ lov
e Japan,
Japanese food, an
d Japanese people.
I 'm happy to be

here. Let's enjoy En
glish together！

日暮智美
支援員
今年度、北

中でお世話に
なります。日
暮（ひぐらし）
です。はじめ
て皆さんにお
会いした時、素敵な笑顔
と挨拶にたいへん驚きま
した。私自身も日々心が
け一緒に学び、楽しく過
ごしていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願
いします。

令和元年度 転入職員紹介
☆先月号で今年度の転入職員の紹介をしましたが、全員紹介できませんでしたので、今月号で紹介させていただきます。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。

會田千夏さん
初日はしっかり

授業ができるか、
皆さんと仲良くで
きるか不安で北中
学校に来ましたが
生徒の皆さんや先
生方がとても優し
く接して下さったので本当に楽
しく実習することができました。
３週間、本当にありがとうござ
いました。

小栗ひかるさん
私は実習を通して

生徒指導の難しさを
学びました。この期
間中に様々な経験を
して、先生として生
徒と関わる事の責任
を改めて知りました。
授業は、最後に納得のいく終わり
方ができました。３週間ご指導あ
りがとうございました。

大木涼歌さん
初めて授業をし

た時生徒も私も慣
れていなかったの
で授業の中で会話
ができず納得のい
く授業ができませ
んでした。後半は
生徒とうまく接する
ことができて最後には納得のいく
授業ができました。３週間ありがと
うございました。

部活動壮行会・あいさつ運動表彰
17日は中間テストの後、生徒会主催の生徒集会がありました。

あいさつ運動の表彰と学校総合体育大会に出場する部活の激励が
ありました。あいさつ運動では特に熱心に参加した卓球部男女と吹
奏楽部が表彰され、壮行会では各部活動の部長が決意を述べま
した。

部活動保護者会開催
10日（金）午後、部活動保
護者会全体会を開催しました。
大塚校長が本校が策定してい
る部活動基本方針について説
明しました。北中ホームペー
ジにも部活動基本方針を掲載
していますのでご覧ください。
全体会後、各部活動ごとに保
護者会を行いました。ご参加
いただき
ました保
護者の皆
様ありが
とうござ
いました。

第５４回運動会 夢を叶える北中 カーレッジ新北中
「新しい伝説 きざめ伝統〜６色の絆を今ここに〜」をスローガンとして取り組んだ第５４回の北中

運動会は３年生が見事なリーダーシップを発揮しました。２５日(土)は最高の運動会日和となりましたが、
水分補給や帽子の着用等で工夫しながら体調をコントロールし元気いっぱいに運動会を楽しみました。
５月は大型連休もあり、運動会練習の期間は例年に比べて短かったのですが、競技に熱中し真剣に取り
組む姿が様々な場面で見られそれを感じさせない迫力がありました。今年の北中のスローガンはカーレ
ッジ（Courage）新北中〜勇気 100%〜です。運動会にみんなが失敗を恐れず、勇気をもって取り組むこ
とができました。運動会を通してそれぞれのクラスのまとまりも一層深まったことと思います。みんな
で団結して頑張った充実感を、クラスで困難な課題にぶつかったときにみんなで乗りこえていくという
力に変えて、さらに成長してもらえたらと思います。
当日は、たくさんのご来賓の皆様、地域の皆様、保護者の皆様に応援をいただきありがとうございま

した。また、早朝より夕方までお仕事をしていただきました PTA 役員の皆様、ご協力ありがとうござい
ました。このあと、学校総合体育大会地区予選がはじまります。今後も北中生の活躍は続きますので、
これからもご理解とご支援をお願いできればと思います。よろしくお願い致します。

教育実習を終えて 3週間の実習の感想を書いていただきました。

通信陸上競技大会三郷市内予選会
15日（水）通信陸上競技大会市内予選会がセナリオハウスフィールド三郷で開催されました。リレーで男

女アベック優勝を果たすなど、27種目中15種目で優勝し、北中生が大活躍しました。
☆県大会への出場を決めた選手について紹介します。
２年男子１００ｍ１位新井泰輝 ２位新井優輝 ３年男子100m１位池田憧羽 共通男子２００m１位栗山海斗
共通男子８００ｍ1位片桐諒 共通男子１１０ｍH1位稲生遥希 共通男子４×１００ｍR１位三郷北中２組
共通男子走幅跳１位松下竜耀
２年女子１００ｍ1位山本菫 ３年女子100m１位リオアイコカポーテ 共通女子２００ｍ１位リオアイコカポーテ
共通女子800m１位須郷柚菜 共通女子１５００ｍ１位須郷柚菜 ２位菊池恋葉 共通女子４×100mR１位三郷
北中２組 共通女子走幅跳2位下薗成実 共通女子走高跳１位村山羽乃 ２位加藤志歩 共通女子棒高跳
1位山本美空


