
北中学校学校だより 令和元年９月号 むらさき薫る ９月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

〇生活リズムを学校生活に
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

早く戻そう。
２年 ２０３名 男子１０２名 女子１０１名 この誇り

〇新しい気持ちで何事にも
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

勇気をもって取り組もう。
合計 ６５４名 男子３２７名 女子３２７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

「笑顔」を意識する二学期スタート「笑顔」を意識する二学期スタート
校長 大塚正樹

令和初の夏は、梅雨が長く続きましたが、８月は猛暑になり、
熱中症が心配されましたが北中では大きな事故なく過ぎました。
この夏は6つの部活(バドミントン・陸上・柔道・卓球・ハン

ドボール・吹奏楽)が県大会等で大活躍しました。関東大会には
陸上部が走り高跳びで3年女子、水泳は100m.200m平泳ぎで1年女
子(ジュニアオリンピック決勝にも出場)が出場し、ハンドボー
ル部は関東大会準優勝でした。ハンドボール部男子は全国大会
に出場し、ベスト16まで進みました。文化面では２年女子が高
円宮杯書道展で審査員奨励賞を受賞、数検で３年男子が準一級
に合格しています。今までにない素晴らしい成果だと思います。
私も部活動の大会には、できる限り応援に駆け、皆さんの真

剣に頑張る姿を見て感動してました。限界を超えようと努力し
ている姿はとてもかっこいいですが、県大会や、関東、全国で
はやはりレベルが高く、紙一重の差ですが厳しさも感じました。
そんな中、この夏休みは、ゴルフで20才で全英女子オープン

を制して、42 年ぶりに日本人２人目の海外メジャーＶを果たし
た“スマイルシンデレラ”渋野日向子選手が話題になりました。
最終日最終組の優勝争いという極度にプレッシャーがかかる

中でも、笑顔を絶やさず、ホール間を移動する時も大勢の観客
とタッチも交わす。プレースタイルだけではなく、明るい人柄
でどんなつらい時も笑顔で乗り切る。本人のインタビューでも
世界の共通語は英語ではなく笑顔と答えていました。
今月から新人戦が始まりますが、「笑顔」を意識して練習や試

合に臨んではどうでしょうか。もちろん日々の生活でも、笑顔
で挨拶。同じ「おはようございます」でも無表情より笑顔の方
が気持ちがいいですよね。思春期は中々笑顔を作りにくい時期
だそうですか、学力の上がった学級の授業を見学すると、全員
「笑顔」で授業を受けていたそうです。
夏休み中も、部活動だけでなく、補習や科学の甲子園対策、

英語弁論大会練習や勉強・読書をしたり、三者面談であったり、

学校でよく活動している姿が見られました。
２学期は伝統の合唱コンクールや、３年生は入試対策、１、

２年生は勉強や部活で自分の限界に挑む場面が多くあります。
困難から逃げない姿勢で取り組んで、さらに成長してほしいで
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。

特別支援学級運動会開催
7月5日、三郷市総合体育館

において、特別支援学級合同
運動会が開催されました。
たくさんの児童生徒が集まり、
全力で競技を楽しみました。

夢を叶える北中

９・10月の予定
４ 水 東部地区学力検査（３年生）
7 日 救急フェスタ(ピアラシティ)
10 火 生徒集会 発明創意工夫展 特別日程
13 金 学校公開 家庭教育学級10:50〜 １年４〜６組認

知症サポーター養成講座
14 土 学校公開 民生委員との懇話会 １年１〜３組認知

症サポーター養成講座 （月曜日の授業）
18 水 専門委員会 特別日程
20 金 特別日程 三郷市校長会会場
24 火 安全点検日
25 水 新人兼県民総合体育大会地区予選会（午前授業）

管理担当訪問事前訪問
26 木 新人兼県民総合体育大会地区予選会（午前授業）
27 金 新人兼県民総合体育大会地区予選会
29 日 環境フェスタ
30 月 新人兼県民総合体育大会地区予選会ハンド 管理

担当訪問
10／１ 木 新人兼県民総合体育大会地区予選会ハンド
2 金 5年次異校種授業研究会（桑島教諭）
3 木 新人兼県民総合体育大会地区予選会柔道 育成会
4 日 小中陸上親善大会 新人兼県民総合体育大会地区予

選会柔道
5 土 第２回英検
7 月 生徒会役員選挙
8 火 東部教育事務所支援担当訪問 ５校時終了一斉下校
10 木 救命講習(２年生)
11 金 救命講習(２年生)
13 日 市民体育祭
15 水 特別日程 教育実習開始

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

３年生京都・奈良方面修学旅行実施
〜7月6日 8日、３年生は修学旅行で京都・奈良方面に出かけま

した。天気にも恵まれ、班行動を中心に、日本の歴史と文化に触
れる旅を楽しんできました。

自転車マナーアップ推進校
北中学校は、今年度、吉川
警察署・吉川地区交通安全協
会・吉川地区安全運転管理者
協会より2019自転車マナー
アップ推進校に指定を受けま
した。交通事故ゼロを目指し
て自転車の安全運転に心掛け
ましょう。



関東・全国大会の活躍
男子ハンドボール部
全国大会ベスト１６

県大会を制し関東大会で準優勝を飾ったハン
ドボール部は、８月１９日から第４８回全国中学
校ハンドボ―ル大会（神戸市）に参加しまし
た。初戦は京都の大住中に３０対２８で勝利を
収めました。2回戦で 富山の氷見北部中に２７
対２９で惜敗しましたが全国大会ベスト16という
輝かしい成績を収めました。

陸上部・加藤志歩
女子走り高跳び関東大会12位
県大会2位という輝かしい成績を収め、8月9日
に山梨県で開催された関東大会に出場しました。
力のある選手が多い中で健闘し12位に入りまし
た。

水泳・山田澄
平泳ぎ関東大会２００ｍ３位・１００ｍ５位
8月2日の埼玉県中学生夏季水泳大会におい
て100m平泳ぎ2位、200m平泳ぎで4位に入賞
し大活躍した山田選手が、9日から群馬県で
開催された関東大会に出場しました。
関東大会では、100m平泳ぎ5位、200m平泳
ぎ3位という素晴らしい成績を収めました。

第42回全国JOCジュニアオリ
ンピックカップ夏季水泳競技
大会
11～12歳の部100m平泳ぎ8位入賞
22日から東京辰巳国際水泳場で行われた競技大会では全国ベスト8に輝きました。！！

吹奏楽コンクール埼玉県大会
7日(水)羽生市産業文化ホールにて、吹奏楽コンクー
ル埼玉県大会が開催され
ました。北中の吹奏楽部は
「鳳が如く～祭り～」を演
奏しました。今回のコンク
ールの結果は惜しくも銀
賞でしたが、和のテイスト
と迫力ある曲を、心を一つ
にして、見事な演奏を披露
しました。

社会を明るくする運動開催
７月１２日、１６日の２日間、北中学校において「社
会を明るくする運動」を開催しました。悪天候により、
北中生は元気なあいさつ運動を一緒に行う事がで
きませんでした。たいへんお忙
しい中、お越しいただきました
保護司の皆様、民生委員・民
生児童委員の皆様、あいさつ運
動の保護者の皆様どうもありが
とうございました。

高等学校出前授業
７月１０日２年生は１０校の高等学校の先生方をお招きし

て出前授業を実施
しました。初めて受
ける高校の先生方の
授業に緊張しながら
も積極的に取り組み
ました。

授業参観・全校保護者会開催
12日(金)5時間目は1・2年生は授業参観、3年生は進
路セミナーを開催しました。6校時は1年生は学級懇談会、
2・3年生は学年保護者会を実施しました。雨天にもか
かわらず、たくさんの保護者の皆様に来校していただき
ありがとうございました。

ケータイ・スマホ子どもサミット
13日(土)三郷市鷹野文化センターにおいて、三郷市青
少年育成市民会議地域育成・子育て応援部会合同研修
会が開催されました。新会員の皆さんには青少年育成
会員証の交付が行われるとともに、ケータイ・スマホ子
どもサミット、親の学習実践 報告、
防犯のまちづくりの講演会がありまし
た。ケータイ・スマホ子どもサミット
では、北中代表として２年生の和田う
きなさんがパネルディスカッションに
参加し、堂々と意見を発表しました。

全国・関東出場選手激励会
31日に三郷市役所において、全国・関東出場
選手激励会が開催されました。北中からもハンド
ボール・陸上・水泳で関東大会出場を決めた選
手たちが招待していただき
参加しました。木津市長か
ら激励の言葉をいただいた
生徒たちはそれぞれ気持ち
を新たに次の目標への決意
を語りました。

第35回高円宮杯日本武道館書写
書道大展覧会
２５日第３５回高円宮杯日本武道館書写書
道大展覧会及び授賞式が東京のホテルグ
ランド・パレスで開催されました。硬筆の部
で全国15000点の作品の中から２年生の戸
張愛唯さんの作品が審査委員長奨励賞を獲
得しました。

生徒会クリーン作戦開催
１８日(木)部活動単位でクリーン作戦を行
いました。北中の周辺の歩道や公園など
をきれいにしようと 一生懸命働きました。

サマースクールボランティア
夏休みに北中の１年生が中心になり、

学習ボランティアを行いました。ご協力
いただきました小学校の先生方、あり
がとうございました。

１学期の表彰
〇関東けん玉道選手権３位 3-4宮原千尋
〇令和元年度埼玉県硬筆中央展優良賞
1-4横山璃乃 1-3石橋皆実 2-6飼田楓香 3-4宮原千尋
〇人権教育実践報告会発表作文「はばたき」優良賞
1-4居戸咲哉 2-2飯島優羽 3-4佐藤呼生

１学期ポラリス賞

夏休み中の活躍
〇叡明フレンドリーカップ葛南地区予選会
バドミントン男子団体 第２位

〇実用数学技能検定準１級 大倉晴琉
〇第４４回神白杯バレーボール大会優勝


