
北中学校学校だより 令和元年７月号 むらさき薫る ７月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

〇水筒の管理をしっかりしよう。
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

○ロッカーの上にものを置かな
２年 ２０２名 男子１０１名 女子１０１名 この誇り

いようにしよう！
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

○ロッカーをきれいにしよう。
合計 ６５３名 男子３２６名 女子３２７名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

夢に一歩近づく、令和初の夏夢に一歩近づく、令和初の夏
校長 大塚正樹

蒸し暑い日と大雨が続く中、先月は、生徒集会、生徒総会、東部
地区吹奏楽発表会、通信陸上県大会、学校総合体育大会…等、北
中生は、多くの行事を精一杯頑張りました。
学校公開や修学旅行説明会では雨天の中多くの保護者に来校いた

だきありがとうございました。また、部活動の地区予選会でも多くの保護
者に応援をいただいている中で、生徒は精一杯の力を発揮し、感動し
ました。大会では相手は同じ中学生なので、実力が伯仲する中、あと
一歩及ばなかったり、逆転されたり、試合の流れからミスが続いたりと、
応援していてハラハラする場面も多く、負けている時も冷静に相手をよ
く見て攻める勇気(カーレッジ)が大切だと感じました。代表決定戦や県
大会に出場する選手は、地区予選会より強いチームが相手になるので
悔いのないように練習し精一杯戦ってほしいです。
私は、中学校時代テニス部に入部しましたが、1年生の最初は学校

では球拾いが多かったので、家に帰ってから素振りをしたり、部屋でタ
オルでサーブの練習をしたり、風呂にテニスボールを入れて怒られた
り、テニスの本を買って「どうしたらうまくなるのか」を追求?していまし
た。「働き方改革」の一環で学校では部活動の時間は減らす方向です
が、ひとりひとりの「うまくなりたい」「試合で勝ちたい」という強い思いは
大切にし、部活動外の時間に自分でイメージトレーニング的な取り組み
等、工夫して頑張ってほしいです。
一学期は一年生の面談を進めましたが、家族のことや将来のこと、

勉強の話が中心でした。「夢を叶える北中」の中で、将来の夢を大切に
していますが、学校の先生、声優、サッカー選手、医者、公務員、消防
士、ゲームクリエーター等いろいろな生徒の夢の職業が出てきますが、
理由を聞くと、テレビやドラマで見たとか実際に看護師さんにお世話に
なったから等の答えが返ってきますが、「親の職業は知っていますか」
と聞くと「よくわからない」という生徒も多くいます。自分の進路を考える
さいは、「自分は何が好きなのか?自分は何に向いているのか?自分は
何が得意なのか?親はどう考えているのか?」等何度も考えて、家族で
話し合ってほしいです。そして、夢を叶えるために「中学校を卒業したら
どういう進路を選ぶのか」「そのためには、今何を頑張らなくてはならな
いのか」また何になるにしても中学校で必死になって学んだこと(勉強だ
けでなく部活や友達関係、自分の趣味等)は後で役に立つことがたくさ
んあります。そんなことを意識しながら、北中生の令和初の夏を充実さ
せ、二学期に一回り成長した姿を見るのを楽しみにしています。
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。

夢を叶える北中

７・８月の予定
日 曜日 行 事
１ 月 専門委員会 看護実習
２ 火
4 木 特別日課 看護実習
5 金 特支合同運動会 修学旅行事前指導
6 土 修学旅行 北見町会防災訓練 駐車場利用
7 日 修学旅行 セナリオ１周年記念（吹奏楽部参加）
8 月 修学旅行
９ 火 修学旅行振替休日
10 水 2年生出前授業 修学旅行振替休日
11 木 表彰集会 特別日程 看護実習 学校開放委員会
12 金 社会を明るくする運動 保護者会
13 土 ケータイ・スマホ子どもサミット
16 火 看護実習 社会を明るくする運動 県学総バド男
17 水 給食終了 水の①⓶⑤⑥ 県学総バド女
18 木 生徒会クリーン作戦 大掃除
19 金 終業式 校内研修③（心肺蘇生法）
20 土 第１回数検
21 日 夏季休業日 県学総陸上 参院選
22 月 県学総陸上・柔道・卓球 三者面談期間
23 火 県学総柔道・ハンド・卓球
24 水 県学総柔道・ハンド
25 木 埼葛地区教育課程説明会協議会
26 金 県学総ハンド・相撲 三郷市国際野球大会開会式
29 月 県学総ハンド
31 水 吹奏楽コンクール東部地区大会

8/3 土 みさとスタイル 科学の甲子園ジュニア県大会
25 日 県知事選挙
27 火 2学期始業式
28 水 発育測定 学活・集会等
29 木 給食開始 平常授業
30 金 平常授業

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

学校総合体育大会地区予選会結果
ハンドボール男子優勝県大会出場
１回戦対早稲田36-11〇 2回戦対吉川中央２６-１５〇
ハンドボール女子準優勝県大会出場
１回戦対早稲田30-8〇 ２回戦対吉川南17-19×
（5月30日・31日 三郷市総合体育館）
女子バスケットボール惜敗
対栄48-66× （6月3日吉川市立中央中学校）
女子バレーボール準優勝
対吉川南2-0〇 対彦糸2-0〇 対吉川東0-2×
対前川3-1〇 （6月３・4日 三郷市総合体育館）
（6月28日代表決定戦惜敗・杉戸町立広島中学校）
柔道団体２位・個人３名県大会出場 対杉戸２－３×
対吉川中央３－２〇 対吉川南４－１〇 対蓮田３－２
〇 個人50ｋｇ級2位福山大和（県大会出場）55ｋｇ
級1位石山翔（県大会出場）６０ｋｇ級3位村上健太
郎 8１ｋｇ級1位佐藤飛憂（県大会出場）
（6月19・20日幸手市武道館）
野球 2回戦 対吉川中央２－５×（6月４日三郷市番
匠免運動公園）
バドミントン
男子団体3位・女子団体２位個人シングル3名・ダ
ブルス４名県大会出場
男子シングルス５位小柳泰知（県大会出場）女子
シングルス廣田恵 第６代表（県大会出場）第7代
表椎名美月（県大会出場）男子ダブルス3位知念
和駿・小柳泰知組（県大会出場）女子ダブルス
3位椎名美月・廣田恵組（6月12・13日春日部ウ
ィングハット）
卓球男子団体準優勝・代表決定戦へ 個人シング
ルス １名県大会出場 1名代表決定戦へ
予選リーグ４勝１敗 決勝リーグ対松伏３－１〇 対吉
川中央１－３ ×対早稲田３－１〇 シングルス優勝
俵谷秀誠（県大会出場）３位舘野快斗（代表決定
戦へ）３位谷古宇桜太（6月3・4日三郷市勤労者
体育館）
卓球女子団体準優勝
女子団体6勝１敗 シングルス3位相川咲（代表
決定戦へ）3位横山 絢萌 ダブルス3位関根安
那・山田夢那組（代表決定戦へ）
サッカー 3位 2回戦対栄６－０〇 準決勝対吉川中
央2-4×（6月3・4日吉川市立中央中学校）
ソフトテニス 団体戦惜敗
個人ベスト１６ 生田陽大・村山秀充（6月3・4日彦糸中学校）



第１回学校評議員会
15日(土)11：30より第1回学校評議員会を開催しました。校長から

北中の教育活動について説明をしたあと、各教室を授業参観していた
だきました。学校評議員の皆さんからは、落ち着いて授業に取り組ん
でいる生徒たちに対してお褒めの言葉をたくさんいただきました。本
日は雨
天にもか
かわらず
来校して
いただき
ありがと
うござい
ました。

生徒総会
11日に生徒総会を開催しました。
昨年度の部活動や委員会活動の
活動の報告をするとともに、新年度
の活動方針や予算について協議し
ました。生徒会役員、議長、部長、
委員長が立派に役目を果たしまし
た。

小学校運動会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
1日は市内の小学校で運動会が行わ
れました。本校からも早稲田小学校、
幸房小学校、彦成小学校に60名以上
の生徒がボランティアに行きました。
小学校の 先生方か らは、大変助か
ります
とお褒
めの言
葉をい
ただき
ました。

食育指導
6月は岩野木学校給食センターの
田中千紘先生にお越しいただき１年
生に食育指導をしてもらいました。
写真を使って給食の調理の様子を
見せながら食材の説明をしていた
だいたり、中学生の成長期に必要
な栄養
素等を食
品と合わ
せてわか
りやすく
説明して
いただき
ました。

第44回東部支部吹奏楽研究発表会
8日は久喜総合文化会館で第44回東部支部吹奏
楽研究発表
会が開催さ
れ、本校は
最後に演奏
しました。
ミッキィマウ
スマーチと
デープパー
プルメドレ
ーはノリも
よく感動の
演奏でした。

北中学校公開
15日(土)は学校公開を実施しました。雨が降る中の開
催でしたが、約250名もの保護者・地域の皆様に来校し
ていただきました。授業参観・ふれあい講演会・学校説
明会を通して北中学校の教育活動の様子をご覧いただき
ました。学校公開で実施したアンケートでは落ち着いた授
業に高い評価をいただきました。
来校いただきました皆様ありがとうございました。

〜今後も「夢を叶える北中 カーレッジ新北中（勇気100%）
〜」をスローガンに、何事にも勇気をもって頑張る北中
生を育てていきます。

「ふれあい講演会」
5時間目には、北中の卒業生である川上千尋さんを講
師にお招きし「ふれあい講演会」を実施しました。自分
の全てをぶつけるという声優の仕事のやりがい、夢を叶
えるために は諦めないことなど、北中の先輩から熱い
メッセージをいただきました。自分の生き方や人生を考
えるうえで大切なことを学ぶことができました。

授業参観・保護者会・三者面談のお知らせ
保護者の皆様には、お手紙でご案内しておりますが、7月12日（金）

〜１３：５０ １５：４０に１学期最後の授業参観・保護者会を行います。
１学期のまとめの保護者会となりますので、なるべくご都合をつけて

〜ご参加下さい。また、7月22日(月) 31日(水)まで全学年三者面談
期間となっています。１学期の生活や夏休みの過ごし方、今後の進路
選択についてなど、子どもたちの健やかな成長のためご協力をお願い
します。

学校総合体育大会地区予選会結果
６月３日（月）三郷市陸上競技場

陸上（県大会出場者）
１年男子1500m２位堀切翔悟 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 2位松下竜輝 共通 男子200m1位栗山海斗
共通男子800m2位片桐諒 共通男子1500m飯島
優輝 共通男子3000m岩間泰世 共通男子110mH
稲生遥希 共通男子４×１００ｍ1位北中学校Aチーム
共通男子棒高跳2位池田憧羽 男子走幅跳１位松
下竜輝 2位稲生遥希 1年女子走幅跳2位新藤沙
倖 3年女子100m1位リオ・アイコ・カポーテ 2位
下薗成実 共通女子200m 1位リオ・アイコ・カポー
テ 共通女子800ｍ１位 須郷柚菜 2位白井もも
共通女子1500m1位須郷柚菜 2位菊池恋葉 共通
女子4×100m1位北中学校Aチーム 共通女子走高
跳1位加藤志歩 3位秋草知咲 女子棒高跳２位山本
美空 共通女子走幅跳1位下薗成実


