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○新学年０学期として、気持ち
生徒数１年 １７２名 男子 ９６名 女子７６名 かかげて進む

を引き締め直そう。
２年 １７９名 男子１００名 女子７９名 この誇り

○学校外でも北中生らしい行動
３年 １７１名 男子 ９１名 女子８０名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

をとろう。
合計 ５２２名 男子２８７名 女子２３５名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

夢を叶える…準備力と徹底力を大切に！夢を叶える…準備力と徹底力を大切に！
校長 大塚 正樹

あけましておめでとうございます。
保護者の皆様におかれましては、健やかに平成２９年の初春

をお迎えのこととお慶び申しあげます。
新しい年が始まり、生徒たちも新鮮な気持ちで、第３学期を

スタートすることができました。冬休みはスポーツ等の話題も
少ないのですが、箱根駅伝では、青山学院大学が３連覇しまし
た。原監督は「自分で考える選手を育て、本番に向けて綿密に
準備した」と語っていました。スポーツや仕事では「本番がす
べて」といわれますが、どれだけ練習で力を発揮できていても、
本番できちんと力を発揮しなくてはなりません。大会やテスト
等で、「練習ではあれだけ上手くいっていたのに」と悔しさを感
じた経験は皆さんあると思いますが、それがその時の自分の実
力です。

本番で自分の力を発揮するためには「準備する力」が必要で
す。準備の重要性はかねてより言われており、「準備ですべてが
決まる」という言葉もあります。メジャーリーグのイチロー選手
は、準備について「本番で失敗しないため」という漠然とした
理由でなく、「言い訳の材料となり得るものを排除していく、そ
のために考え得るすべてのことをこなしていく」とまで語って
います。したがって、準備を終えた時点で、その準備が成功か
失敗かが決まるのです。たとえヒットを打つことができなくて
も、後悔がなければそれは成功。」「自分の力を出すために準備
をして、力を出し切る。その上で人が自分よりも凄かったら、
もうどうしようもない。結果を出すのではなく、自分の力を出
す。」自分の力を出すことに徹底的にこだわって準備するからこ
そ、大きな結果を残すことができています。今年の北中は三郷
市の学校経営のスローガン「準備力と徹底力～奇跡を信じずそ
こまでするか」の徹底に努めていきたいと思います。

昨年は、４月に３年生から始めた全校生徒の校長面接も2学期
には２年生が終わり、部活や勉強の取組や先輩を尊敬する言葉
も聞かれうれしくも思いました。また12月には、３年生とは集
団面接をし、昨年の入試問題の内容も含めた質問をしたり、冬
休みには選択問題について３年生と考えてみました。第３学期は、
１年生のスキー教室、２年生は東京班別行動、３年生は高校入試と､
学年のまとめの時期となります。短い学期ですが、それぞれの学年
の仕上げをしてくれることを期待しています。

本年もご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

12/25ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部３位入賞
25 日～ 30 日､女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部は関東の強豪
校が集う「読売旗争奪中学生ハンドボール
大会」で３位入賞しました。次の目標は、1
月 8 日に行われる春の全国大会県代表決定
戦に勝ち、富山県氷見に行くことです。頑張れ、女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部。

夢を叶える北中

北中さわやか相談室の利用について
いろいろな悩み 気軽にお電話ください

1月のスクールカウンセラー勤務日は、

２０日(金) です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 堀江美香／さわやか相談員 佐々木さやか

１･２月の予定
日 曜日 行 事

８ 日 消防出初め式(三郷文化会館付近)

10 火 始業式／学年会

11 水 発育測定

12 木 給食開始

13 金 ④１年生スキー教室直前指導／午後カット

15 日 １年生スキー教室～17日

18 水 １年振替休業日

21 土 文学講演会(三郷文化会館)

22 日 ３年私立高校受験中心日

23 月 専門委員会

26 木 特別時間割/校内研修

28 土 読書フェスティバル(三郷文化会館)

30 月 職員会議

１ 水 ２年出前授業

５ 日 三郷シティハーフマラソン

６ 月 新入生説明会

９ 木 専門委員会／学校評議委員会

10 金 漢字検定／英語LEAD授業研究会

11 土 建国記念の日

詳しくは学年だより

をご覧ください。
12/19 交通安全教室

19 日、県政出前講座として、
県庁防犯･交通安全課の丹路真
一先生にお越しいただき、交
通安全教室を実施しました。
自転車は軽車両であるから、
原則として左側通行である。
といったお話や、自転車が加
害者となり、賠償金が発生し
ている事故等についてお話し
いただきました。北中事故ｾﾞﾛ
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝは終わりましたが、安
全運転に努めましょう。

12/3 三行詩表彰
3 日、三郷市文化会館小ホールで、三郷市 PTA
連合会三行詩表彰が行われ、本校 3 年生吉井
海夕さんが、最高の栄誉である市長賞を受賞
し、木津雅晟市長から賞状を授与されました。

12/22 終業式での表彰
●たくさんの団体･個人が表彰されました。
平成 28 年度新人戦兼県民総合体育大会優勝ハンドボール部女子。
平成 28 年度新人体育大会相撲団体戦第３位柔道部。平成 29 年度埼
玉県中体連野球専門部強化指定選手滝口仁理。平成 28 年度第 11 回
埼玉県ジュニアバレーボール選手権大会東部地区大会第２位バレー
ボール部。いっしょに読もう！新聞コンクール奨励賞清黒瞳太。平
成 28 年度第 2 回日本漢字能力検定 2 級西川優青､大内達陽。身体障
害者福祉のための第 58 回埼玉県児童生徒美術展覧会入選石井美幸､
岡崎眞優香､福司愛華､江橋杏､里西由珠､渡部芽衣､和田美結､池田ｱｳ
ﾚﾘｱ美さき､石川陽菜。平成 28 年度県民の日記念絵画コンクール第 51
回郷土を描く児童生徒美術展県知事賞和田美結､特選浅井真緒､入選
里西由珠､池田ｱｳﾚﾘｱ美さき､吉野莉子､加島瞳､森心美華。第 55 回関
東甲信越地区中学校技術・家庭科研究大会埼玉大会生徒作品コンク
ール優良賞小林楓。



12/21 生徒会クリーン作戦
21 日、生徒会が主導して行う
第二学期「生徒会クリーン作戦」
を行いました。いつものルート
のほか、第二大場川沿いの植え
込みの中など、丁寧に掃除しま
した。ほぼすべての部活動、300
名近くの生徒が参加しました。
お疲れ様でした。

12/22 終業式での生徒発表２学期を振り返って

３年３組 西川 優青
受験生としてとても忙しく、あっという間の２学期でした。２学期最大の行事である合唱コンクールでは、最後の

合唱コンクールとして、たくさんの思い出ができました。クラス合唱では、言葉にのせられた想いを歌で表現すると
ころに苦労しました。しかし、パートリーダーを中心に皆がひとつになって練習を重ねることで、３組だけの最高の
「春に」を作り上げることができました。また、学年合唱では２曲歌うという初の試みの中、学年の皆全員が真剣に
取り組み協力し合い、「あなたへ」、「道」のどちらも最高の合唱にすることができました。私は今回実行委員として
様々な活動をしましたが、裏で何か、誰かを支えることの大変さと大切さを学ぶことができました。私が今回の合唱
コンクールを通して強く感じたことは、歌の力です。歌を通して皆が工夫を凝らし、クラスのムードがだんだん良く
なっていくのを見て、歌には力があると強く感じました。勉強面では、中間テスト、期末テスト、埼葛学力検査とた
くさんのテストがあり、とても忙しい２学期でした。今まで校内だけを見て勝手に満足してきた自分がどれだけダメ
だったのかを、埼葛学力検査の結果を見て感じました。そして、周りの人達の成績の伸びと自分の成績の伸びを見て、
初めて危機感を感じました。私が受験勉強をする上で困ったことは、１、２年生で学んだ事を憶えていないというこ
とでした。範囲が狭い中間･期末と違って、埼葛学力検査は、１、２年生の範囲も含まれており、その問題が解けな
いことが最大の悩みでした。１、２年生の皆さん、今のうちに今まで習ったことをきちんと学習しておきましょう。
２年生の皆さんは、あと３ヵ月もすれば受験生となります。もう既に受験勉強を始めている人はたくさんいます。部
活が今は自分達の代で大変だと思いますが、あとで後悔しないように今を大事にしていきましょう。最後に受験生の
皆さん、これからは追い込みの時期に入ります。周りの人達も同じくらい、もしくはそれ以上に勉強しています。今
の自分に満足せず、とことん自分を追い込みましょう。また、私立受験まで１ヵ月、公立受験まで２ヵ月を切りまし
た。今までの自分をしっかりと振り返ってみてください。２ヵ月でどれくらい成績が伸びましたか。１ヵ月でどれだ
け伸びましたか。今のままで本当に大丈夫ですか。この冬が勝負です。１分１秒でも人より多く勉強するつもりで、
頑張りましょう。そして、自らの進路を決定し、“最幸”の卒業式を迎えましょう。私たちなら必ずできます！

２年３組 阿部 矢暉
「一志不退自分みがきの二年生」僕たち二年生は、この学年目標の通り様々な行事の中で自分を磨いてきました。

その中でも特に自分を磨くことができた職場体験学習について話します。僕がお世話になったのは、日本白墨工業と
いうチョーク製造会社です。僕たちは、そこでチョークを入れる箱をつくること、作った箱にチョークを詰めること
をやってきました。実際にやってみると、細かくて難しい作業でしたが、少しも気を抜かず正確に折り目をつけたり、
チョークを詰めている工場の方々を見て、すごさを感じました。その姿はとても格好良く見えました。大量のチョー
クを少しの無駄もない作業で作っていくところを見て、この工場で働いている方全員が団結してチョークを作ってい
ることがわかり、仕事に対する情熱を感じました。この職場体験学習を通して学ぶことができた社会人としてのマナ
ーや職場で気をつけなければいけないことなどは、日々の生活だけでなく、将来にも生かしていきたいです。３学期
は３年生０学期です。勉強や行事に対して取り組む姿勢など、まだまだ先輩方から学べることがたくさんあるので、
先輩方がいらっしゃる残りの時間で学んでいきたいです。二年生は、今、あいさつなど、できていたことができなく
なっています。３年生になるという覚悟をもち、この課題を改善できるようにし、さらに自分を磨いていくことがで
きるようにしたいです。

１年３組 田中真依子
私が２学期がんばったことは「あじさい運動」です。「あ」の挨拶は、自分からするよう心がけました。１学期は

あまり意識しませんでしたが、２学期は「自分から挨拶」「明るい挨拶」を心がけました。廊下や校内で先生や先輩、
友達に会ったら、された人がいい気持ちになるような挨拶ができるように心がけました。そして、冬休みからは、校
外でも「自分から挨拶」「明るい挨拶」ができるようにしたいです。特に３学期はスキー教室があるので、学級委員
としてクラスを引っ張っていけるような挨拶をしたいです。「い」の「一緒に感動・歌声一番」は合唱コンクールで
す。１年３組は『ありがとう』を歌いました。大切な人を思い浮かべて、その人にありがとうを伝えられるようにし
て歌うことができ、クラスの絆を深めることができました。一人で合唱はできません。みんなの気持ちが一つになら
ないといい合唱ができないということを改めて学びました。練習では、自分たちで悪いところや、よかったところを
話し合うことができ、交流会では先輩の合唱を聴いて、次の練習に生かすことができました。来年は自分たちが先輩
になるので、先輩から学んだことを生かし、お手本になるようにしたいです。３学期からがんばりたいことは、ほし
ぶどうの「ぶ」の部活動と、「ど」の読書です。部活では、今まで先輩に頼ってばかりいましだ、これからは今まで
先輩がやっていたことや先輩から教えていただいたことなどを自分たちでもできるようにして、先輩方が築いてきた
ものや代々引き継いできた伝統を磨き上げていきたいと思います。そのために、今まで以上に集中し、意識して練習
していきたいと思います。読書は１日 10 ページを目標に、冬休み、そして、３学期を過ごしたいと思います。３学
期にはスキー教室もあるので、ルールを守って過ごし、雪もとかす温かい思いやりをもって行動して、いつでもどこ
でも自分の力を発揮して、学年全員で最高の思い出を作れるようにしたいです。

生徒会 石川 陽菜
今学期の生徒会の活動として合唱コンクール、小学校のあいさつ運動参加、いじめ撲滅宣言の制定などを行いまし

た。合唱コンクールでは、皆さんのご協力のおかげでスローガンの『煌めけ努力の結晶、響け僕たちのハーモニー、
轟け歌の力』を達成することができました。合唱コンクールをもって生徒会本部役員は新たなメンバーに交代しまし
た。これから一年間新生徒会本部役員の７人で先輩方が残してくださった伝統を引き継ぎながら、さらに北中を活性
化させたいと思います。次に小学校あいさつ運動参加では、皆さんのご協力により、あいさつ運動を通じて、小学校
と中学校の交流を深め、先輩という立場である私たちの姿を小学生に見せ、北中学校区全体のあいさつ運動を活性化
させることができました。最後に皆さんに書いていただいた「北中愛宣言」から学級委員と話し合いをし、北中いじ
め撲滅宣言の制定をしました。よいところをさらに伸ばし、安心して過ごせる学校をつくっていきましょう。

12/18 小中合同演奏会 18 日、ピアラシティ交流館で、彦成

小ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ・北中吹奏楽部の合同
演奏会が行われました。当日は、有田
るみ子教育長、市川文雄市議会議長、
佐藤陸郎市議会議員、檜垣幸久参事兼
指導課長、三郷市教委指導主事等のご
臨席を賜り、90 分間があっという間の
すばらしい演奏会となりました。毎年
のことですが、ホール内に観客が入り
きれず、芝生側の扉を開放して行いま
した。

12/15.16 保護者会
12/15、１学年の保護者会を実施しました。今回は、スキー教室の説明会を中心に行いました。1/15

から志賀高原木戸池スキー場に出かけます。12/16 には、2･3 学年の保護者会を実施しました。2 学年
主任からは、「2 学年の 3 学期は、『3 年生０学期』である」という話をしました。3 学年保護者会では、
進路指導主事の佐藤健教諭から、いよいよ間近に迫った高校受験の出願や受験に対する心構えについ
て話がありました。各学年ともたくさんの保護者の皆様にご出席いただきありがとうございました。

１年 ２年 ３年

１年藍染め体験
スキー教室の夜に「かんじ
きづくり」を教えていただ
く際、郷土みさとのお土産
となる特産品として差し上
げる「藍染めハンカチ」を
みんなで作りました。

広報みさと取材
郷土を描く美術展で、３
年連続県知事賞受賞の快
挙を成し遂げた３年生和
田美結さんの取材に広報
みさとが訪れました。記
事掲載をお楽しみに。


