
令和２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

○健康に留意し、規則正しい
生徒数１年 ２０９名 男子１１２名 女子 ９７名 かかげて進む

生活を送ろう。
２年 ２２７名 男子１０４名 女子１２３名 この誇り

〇新学期を充実させよう。
３年 ２０７名 男子１０４名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 ６４３名 男子３２０名 女子３２３名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

始業式式辞骨子と「メモリー♪」
北中学校校長 肥沼武史

コロナ感染症再拡大の様相を鑑み、２学期始業式に以下の話をしよう

と考えた。「私たちが取組む感染症対策の意義について大きく２つ話をし

たい。１つ目は、持病を持つ方々や高齢者、特に同居する祖父母への感

染リスクを下げ、命を守ること。さらに拡大防止を図り医師や看護師、救

急隊等の医療従事者の負担を軽減すること。３密回避やマスク着用、手

指洗浄等の成果は目に見えにくいものであるが、意義は大きく尊いもの

である。意義の二つ目は、感染防止行動の目的の中に、他者の安心・安

全確保があること。他者の利益のために行動することは簡単なことでは

ないが、君たちは６月から継続してくれている。ここに極めて大きな、尊い

意義がある。また他者への配慮は、心を豊かな強いものに磨いてくれ

る。コロナ禍は私たちの心を磨く砥石。不自由な生活であるが前向きに

捉え、自分を磨く糧にしてほしい。」とここまで骨子をまとめた。

すると次の出来事が思い出される。家族４人で猫しか出演しないミュ

ージカルを見に行った時のこと。家族バラバラの席での観劇だったが、と

ても面白かった。特に切なく歌われる「メモリー」。涙なしには聴けない著

名なナンバーである。帰路、家族で感想を語り合う。私は「真正面だと全

体が見渡せて最高。真正面席を私に譲ってくれた妻に感謝。」と言おうと

思った、まさにその瞬間、妻が「私の座席は真正面。やっぱり正面はい

い！」と耳を疑う超小型高性能の爆弾発言。妻の自己利益誘導的行動

の是非はともかく、他者より自分の利益を中心に都合よく物事を捉える

己れのメンタル面の脆弱性、そして結局のところ、自分が一番大事的発

想にとらわれていることにあきれ果てたことが思い出される。文字通り切

ない「メモリー♪」である。

今後も長く続く、感染防止行動を主体的に継続できるのか。感染者が

発生した場合、差別・偏見・誹謗中傷のない望ましい行動がとれるのか。

自分を２番目にした思いやりのある考え方や行動をとることができるか。

我々の心の在り様が試される時を迎えている気がしてならない。心を砥

石で磨き続けたいものである。※今学期もよろしくお願いいたします。

北中でお仕事をしていただく新しい職員の紹介
樋口恵美子（ひぐちえみこ）先生

８月から特別支援学級で
勤務させて頂くことになり
ました樋口恵美子と申しま
す。初めて教諭として務め
させていただきます。一日
も早くお仕事を覚え、皆さ
んと楽しく仕事、学習して
いきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致し
ます。

新学期・学校生活の再開にあたって
新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。
学校生活を再開するにあたって再度、新しい生
活様式を思い出し出来る限りの予防対策を徹底
していきましょう。
・３密（密集・密閉・密着）の回避
・手洗いの徹底
・時と場に応じたマスクの着用

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
8・9月のスクールカウンセラー勤務日は、8/27･9/10･24です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 鷲尾一世 ／さわやか相談員 熱田雅恵

８・９月の予定
8/18 火 2学期始業式
19 水 学年時間割 発育測定
20 木 給食開始 三者面談
21 金 三者面談
22 土 土曜授業
24 月 三者面談
25 火 集金日 三者面談
26 水 三者面談 歯科健診10：00～
27 木 三者面談
28 金 三者面談
29 土 土曜授業
31 月 三者面談
9/2 水 生徒集会(新人壮行会) 特別日程
3 木 学年会 特別日程
4 金 新人戦代表者会議
8 火 市教研45分×5 火曜56123
9 水 市教研45分×5 水曜12346
10 木 内科検診13：30
11 金 専門委員会 特別日程
15 火 集金日 新人陸上
16 水 新人陸上予備日
17 木 内科検診13：30
24 木 新人兼県民総合体育大会
25 金 新人兼県民総合体育大会
26 土 土曜授業 新人兼県民総合体育大会
10/1 木 新人戦(ハンドボール・柔道）育成会第１回理事会
2 金 新人戦(ハンドボール・柔道）
5 月 生徒会役員選挙

詳しくは学年だよりをご覧ください。

通信陸上県大会の結果
第６６回 全日本中学校通信陸上競技 埼玉県大会が８月15日
(土) ～ 16 日 (日) の 2 日間、熊谷スポーツ文化公園陸上競
技場で開催されました。大会で活躍した生徒を紹介します。
○男子４×１００ｍR ４位
１走 稲生遥希 ２走 松元 航 ３走 新井泰輝 ４走 新井優輝
○女子１５００ｍ ２位

須郷柚菜 練習が思うようにできない中
○女子走り高跳び ６位 よく頑張りました。

村山羽乃 おめでとうございます。



１学期終業式・代表生徒の言葉 ～１学期を振り返って～

生徒会代表 和田うきな さん
生徒会の１学期の活動として今年度は「繋ぐ」というスローガンを掲げました。このスローガ

ンには、２つの大きな柱があります。「伝統を繋ぐ」と「感動を繋ぐ」の２つです。「伝統を繋ぐ」

には充実した生活を支え、熱心に取り組み、生徒が中心となってつくり上げる学校行事などの伝

統を繫いでいこうという思いで、「感動を繋ぐ」には何事にも本気で取り組み、支え合い、感動に

繋げたいという思いが込められています。生徒会では、このスローガンのように伝統や感動をこれからの北中に繋い

でいきたいと思っています。

次に１学期を振り返ってみると、４月の入学式や対面式、５月の運動会など、毎年やってきたことが当たり前のよ

うにはできませんでした。でもそんな中で今、私たちにできることは何なのかを考えながら部活動紹介、委員会紹介、

生徒総会、毎朝のあいさつ運動、クリーン作戦などやり遂げることができました。これは生徒会本部役員だけの力で

はありません。全校生徒や委員会、部活動の皆さんの力があったからです。昨年度をは違い、正直とまどったことも

あったと思います。ですが、大きな問題もなくやり遂げることができました。本当に皆さんの協力のおかげです。あ

りがとうございました。

最後に、明日からは夏休みに入ります。勉強や部活動を頑張ってほしい夏休みですが、一番大切なことは「健康と

安全」です。コロナウイルスが再流行している今、自分も自分の周りにいる人にもかかってほしくありません。手洗

いやうがい、マスク着用などを心がけ、生活リズムを崩さず、十分な睡眠を意識して生活しましょう。また、自転車

による交通事故が増えてきています。交通ルールを守り事故にあわないようにして下さい。一人一人が気をつけよう

とすることで２学期の学校生活も充実したものに繋がっていきます。それではまた２学期元気に登校しましょう。

１年生代表 若原蘭華 さん
中学校１年生の１学期も今日で終わりです。私は１学期の間、休み時間と授業の切りかえがし

っかりできるようメリハリをつけてこの１学期を過ごしました。

私たちの入学式は、新型コロナウイルスのため、何度も延期になりました。大変な２か月でし

たが、無事に６月に入学式を行う事ができました。私は入学式ができると聞いたとき、「みんなに

会える」と、とても心がおどりました。

１学期がスタートしましたが、分散登校でクラス・学年全員が揃う事はありませんでした。初めてクラス全員がそ

ろい、一緒に授業を受けることが出来たときはとても嬉しかったです。

学習面では、確認テストと期末テストが行われました。１年生の皆さんは、テストに備えて予定を立てて勉強する

ことはできましたか。私は１日２教科と決めて計画を立ててしっかりと勉強することができました。

夏休みが終われば、確認テストもあり、定期テストはこれからどんどん難しくなります。１年生全員で次の試験に

向けて「夏休みの復習」に取り組みましょう。

生活面では、礼儀を大切にし、あいさつや態度を意識して生活しました。学年全体では色々なクラスが休み時間に

注意されていることがありました。学校にきて盛り上がってしまうかもしれませんが、中学生として恥ずかしくない

態度で過ごせるようにしていきましょう。

最後に、学級委員が１年生全体にとった「自分自身が学年の一員として、正しい判断行動ができているか」という

アンケートの結果は、１０点満点で、７.３３という結果でした。２学期は自分たちの学習や生活をよりよくし、１つ

でも「自分は頑張った」と誇れるように努力していきましょう。

２年生代表 宮園琉雅 さん
2 年生に進級し、先輩という立場になり気持ちを入れ替えて頑張ろうという思いの中、勉強や部活

動や新しいクラスは、どうなるのだろうと不安な気持ちを抱えてのスタートでした。例年よりも 2
カ月遅れで始まった 1 学期でしたが、この期間に僕が挑戦したことは 2 つあります。

1 つ目はメリハリのある生活を送ることです。この 1 学期は去年までとは違ったことが沢山あっ

たけどあたりまえのことをメリハリを持ってできるよう心掛けました。学期初めの分散登校ではどのクラスも A・B
グループに分かれての生活でしたが、2 年生はグループごとに目標を決めて、その目標を達成するために 1 人 1 人が

取り組むことができました。僕たち 3 組では、分散登校中にクラスの人全員と 1 回以上話すを目標にして過ごし、分

散登校が終わった時にはクラスの絆が深まり、前向きにスタートすることができました。また、僕は学級委員に立候

補し、今は前期学級委員としてクラス、学年をより良くするために声掛けなどをしています。今はメリハリを持った

行動だけでなく、新しい生活様式のマスク、距離、手洗いも大切なので、お互いに声をかけ合いながら 2 学期も続け

ていきましょう。

2 つ目は学習です。約 3 カ月の間の休校があり、その分できなかった学習を取り戻すのはとても大変でしたが、早

いペースで進む授業にもついていけるように、積極的に挙手発言をしました。僕は数学が苦手でしたが、休校中の 3
カ月で予習をし、テストではよい結果を出すことができました。反対に休校中に学習が足りない教科は良い結果を出

せなかったので、休校中の学習がどれだけ大切だったか気づかされました。明日から夏休みに入ります。先輩として、2
学期からは 2 年生が中心となり、部活動や行事で活躍することになります。2 学年目標にあるように、個性も発揮し

一人一人が挑戦できる学期にしていきましょう。今年の夏休みは約 2 週間と短いけれど、この 2 週間の学習が力を伸

ばすチャンスだと思います。夏休み明けにはテストもあります。学年全員でよい結果を残せるように頑張りましょう。

３年生代表 荒井雛子 さん
１学期の振り返りと２学期に頑張りたいこと。私が１学期に頑張ったことは２つあります。

１つめは勉強です。私は数学が苦手なので１・２年生のときは答えの求め方を理解しようとせず、

少しわからない問題は後回しにしていました。結局やらないことが多かったり、理解しきれていな

いままのことがとても多かったです。しかし、２年生になってからは苦手なものも後回しにせず、

理解できるまで取り組むことを意識して勉強しました。その結果、今回の定期テストでは、苦手な教科でいつもより

点数が上がり合計点も２年生のときよりも上がりました。なので頑張ってよかったと思うことができたし、努力した

結果が数字となり目に見えるかたちで表れたのですごく嬉しかったです。夏休みは、今回の定期テストで安心するの

ではなく、目標を明確にし、勉強に励んでいきたいと思いました。

２つ目は、最高学年の一員として後輩の手本となる様に生活することです。先生とすれ違った時はあいさつするこ

とや時間を守ることなど、当たり前のことを当たり前にして、後輩に間違った姿を見せないよう意識して生活しまし

た。

２学期は今はまだ将来の夢はありませんが、できたときにその夢を叶えられるようにしっかりと進路を考えて勉強

し、後でこうすればよかったと後悔の無いようにしたいです。そのため忘れてしまっている１・２年生の内容や苦手

な部分を克服ししっかりと受験に備えていきたいと思います。

三郷市 木津雅晟市長を表敬訪問
１学期の後半に生徒会が九州豪雨災害に対する募金活動を行いましたが、８月５日(水)の午後、生徒会の生

徒達が三郷市の木津雅晟市長を表敬訪問し、募金をお渡しし、募金活動の報告をしました。木津市長からは、
先日の竜巻による被害について心配のお言葉をいただきました。また、昨年の台風 19 号の募金のお話をして
いただき、覚えていただいていたことに生徒達は感動していました。三郷市の関係者の皆様におかれましては、
猛暑の中、対応していただきありがとうございました。

北中の取組が朝日新聞に掲載
今回、生徒会が中心となって行った募金活動が８月１４日(金)の朝日新聞の朝刊で紹介されました。コロナ

でたいへんな困難もありますが、生徒会長の大久保樹さんのコメント「今私たちにできることをしよう。被災
された方に私たちの想いを届けたい。こういう時にすぐに行動できる北中の伝統をつなぎたい。」をしっかり
と受け止めて、皆で協力し北中の伝統をつないでいきましょう。


