
北中学校学校だより 平成２９年２月号 むらさき薫る ２月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○準備をしっかりとし、授業態
生徒数１年 １７２名 男子 ９６名 女子７６名 かかげて進む

度を見直そう。
２年 １７９名 男子１００名 女子７９名 この誇り

○持ち物の管理をしっかりとし
３年 １７１名 男子 ９１名 女子８０名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

よう。
合計 ５２２名 男子２８７名 女子２３５名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

己が専門の蘊奥（うんのう）を極める！己が専門の蘊奥（うんのう）を極める！
校長 大塚正樹

今冬もインフルエンザが流行しておりますが、本校生徒は、
元気に勉強や部活動に取り組んでいます。

１月は、２年生の消防出初式での彦成小、幸房小児童との合
同救命救急訓練で始まり、全国中学生ハンドボール大会埼玉県
代表決定戦優勝、バレーボール教育長杯Ａチーム優勝、Ｂチー
ム３位入賞、大寒波襲来の志賀高原での１年生のスキー教室、
３年生は私立高校の受験等、短い期間、極寒の中ですが北中生
は元気に大活躍しました。

１年生のスキー教室は、最初は怖いスキーに果敢に挑み、か
んじき作りも誰一人あきらめることなく取り組み、大きな成長
を感じました。１年生は旅館や旅行業者関係の方々、２年生は
消防出初式に参列されたご来賓の方々からお褒めの言葉をいた
だきました。３年生は出願、入試がスタートしましたが、私立
高校等に合格した生徒が連日笑顔で報告にきて大変うれしく思
います。多くの３年生は県立高校受験を控えています。日々の
授業や入試問題チャレンジ、面接も含め、最後まで粘り強く努
力し、自分の希望を叶えてほしいです。会津の白虎隊から東京
帝国大学総長になられた山川健次郎氏の紹介をします。表題は
彼の名言の一部ですが、蘊奥（うんのう）は、「学問・技芸などの最
も奥深いところ。奥義。極意」という意味で、本来の学びを、深く追
求し、深く掘り下げることで、広く知識や情報が広がるということ
です。彼は、江戸時代末期、会津藩士の家に生まれ、15歳の時
に会津戦争で敗退し、多くの親族や仲間を失いました。その時
の気持ちは想像を絶するものだと思います。彼は会津藩の敗因
が武器の違いや科学技術の力の差であると痛感し、学問の必要
性を感じていました。その後、長州藩士の書生となった後、18
歳でアメリカへの国費留学生になりエール大学で四年間、物理
学を学びます。帰国後は東京大学の前身の学校の教授補となり
48歳で東京帝国大学の総長になりました。15歳の苦悩から立
ち上がり、猛烈に勉強、単身渡米し、英語で物理学を学び学問
を身につけ、会津藩を思う気持ちから、国や学問を大切にする
姿勢に転じた、私が尊敬している方です。

さて、２月は「立春」で暦の上での春がやってきています。
日々、勉強に部活に励み、北中生の成長や可能性にも楽しみを
感じます。今年度も残り二ヶ月となり、それぞれの学年のまと
めの大切な時期です。自分の目標達成・夢の実現に向けて、一
生懸命取り組み、成果をあげる あたたかい春は、もうすぐです。

１/８ 消防出初式 出初め式に参加して
８日、三郷 ２年１組 篠田 朱里

文化会館前で 私は消防出初式に参加して
消防出初式が 命の大切さを再確認すること
行われ、本校 ができました。ＡＥＤの使い
から２年生８ 方や心肺蘇生法を知っている
人が参加し、 だけで、１分間で10％ずつ減
小学生ととも っていく生存率を保つことが
にＡＥＤの使 でき、その人を助けることが

用方法について披露しました。この日は できます。このことを出初式
大変寒い一日でしたが、木津雅晟市長、 にいらした方々に伝えられま
市川文雄市議会議長、有田るみ子教育長 した。目の前の人の命を救え
から、大変立派な態度でできていたとお るのは自分しかいないという
褒めの言葉をいただきました。 ことを大切にして命のバトン

をつないでいきたいです。

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

２月のスクールカウンセラー勤務日は、

３日(金)、１７(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

２.３月の予定
日 曜日 行 事

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

13 月 木曜日課

14 火 特別日程／生徒集会

16 木 職員会議／月曜日課

17 金 ＳＣ出勤日

20 月 県公立高校出願(３学年)

21 火 県公立高校出願(３学年)

22 水 東京班別行動(２学年)

23 木 県公立高校志願先変更日(３学年)

24 金 県公立高校志願先変更日(３学年)

27 月 ３年期末テスト第１日目

28 火 ３年期末テスト第2日目

3/１ 水 ２年食育開始

２ 木 県公立高校学力検査

３ 金 県公立高校実技検査

詳しくは学年だより

をご覧ください。
１/８ ハンドボール部

全日本大会出場決定

１月８日、埼玉県立スポーツ総合センターで、第12回全国中学生
ハンドボール選手権大会埼玉県代表決定戦が行われ、本校女子ハン
ドボール部が優勝、３月２５日～２９日富山県氷見市で行われる全
国大会に出場することが決まった。

主将コメント 青野真奈
私たちは、今回の代表決定戦で優勝し、全国大会への切符を手に

入れることができました。県大会からのレベルアップを目指し、個
々の技術力と走力を重点的に日々練習してきました。全国大会では
埼玉県代表として誇りをもって戦い、北中で学んだ礼儀や挨拶をし
っかり行い、一試合でも多く勝利し、全国大会の舞台を楽しみたい
と思います。応援してくださる方々のためにも胸を張って試合に臨
みます。応援よろしくお願いいたします。



決勝戦で、Ａチームは、三郷エンジェルスと対戦し２－０で勝ち優勝しました。次の目標は、３

月の県協会長杯での優勝です。学総大会優勝、関東大会入賞、全国大会出場目指して頑張りましょ

う。なお、一緒に参加したＢチームも３位入賞を果たしました。

1/10 始業式での生徒発表３学期を迎えて

３年４組 田中杏由子
私は冬休みに入る前、目標を立てました。それは、一日８時間勉強するという目標です。夏休みにも同じ目標を立てまし

たが、自分に甘くなってしまい、達成することが出来ませんでした。私はあまり勉強しなかったことに、とても後悔しまし
た。だから、冬休みは自分に厳しく勉強しようと決め、学校の自習室を活用しました。また、友達と 50 分間を測って過去
問を解き、実践的な練習もしました。私は、この冬休み、自分に自信をつけることができたと思います。私立の入試まであ
と１週間、公立の入試まであと 51 日です。残り少ない時期をどう過ごすかが、とても大事だと思います。今まで、ちゃん
と勉強すればよかったなとか、いろんな思いがありますが、もう過ぎてしまったことなので、今は目の前のことを一生懸命
頑張りたいと思います。また、３年生３学期は３年間のまとめの学期です。私たちが先輩たちから引き継いできて、積み重
ねてきたものを１・２年生に残し、また、引き継いでいってもらいたいと思います。そのために、最後の最後まで３年生と
して、いい背中を見せられるようにしたいです。１・２年生の皆さん、私は３年生になったとき、１・２年生の勉強が全然
出来ていませんでした。それは、復習をしていなかったからです。また、３年生になっても、部活を引退してからすぐに勉
強を始めなかったり、行事があることを理由にあまり勉強してきませんでした。去年の始業式のスピーチで、先輩も同じよ
うなことを言っていたのに、まだ時間があると安心していました。でも、３年生の１年間はとても早く、あっという間に過
ぎていきました。この３学期は、１年生にとっては２年生０学期です。１年間のまとめをしっかりして、次の学年に向けて
準備をしましょう。そして、３年生の皆さん、卒業式まで学校に来るのはあと 45 日です。クラスの仲間、学年の仲間と良
い思い出をたくさんつくりましょう。卒業式では、今年は主役として出ます。今までの卒業式とは違います。礼、返事、歌
で、１・２年生をリードできるようにしましょう。そして、今までお世話になった人に感謝し、全員で感動の卒業式をつく
りあげましょう。そのためにも、今は体調管理をしっかりして、万全の状態で試験に臨めるようにしたいと思います。

２年４組 中村 優
僕たち２年生は、３年生になる時期を迎えます。２学期には、合唱コンクールや３ Days がありました。それらの行事の

中で学んだことは協力することの大切さです。特に合唱コンクールでは、仲間と一つにならないといい合唱ができません。
２年生は、みんなで一つになり素晴らしい合唱が出来ました。良いことは、３年生になってもしっかりと継続していきたい
です。３年生になったら受験生となり、すべての行事に「最後」という言葉がつきます。それらを準備するための３年生０
学期なので、すべてのことに全力で取り組んでいきたいです。３年生になったら特に頑張りたい行事は、修学旅行と運動会
です。修学旅行では、班別の移動になるので、リーダーとフォロワーの関係をしっかりし協力して楽しみたいです。運動会
では、最高学年として後輩を引っ張り、全力で取り組みたいです。また、勉強と部活でも頑張っていきたいです。勉強面で
は、気を抜いてしまうときがあるので、授業で先生の話をしっかり聞き、家庭学習もしっかりやり、３年生に向けて準備し
ていきたいです。部活では、日々の練習を大切にし、部長として全員を引っ張っていき、学総大会に向けて頑張っていきた
いです。３学期には、東京班別と卒業式があります。東京班別は修学旅行の練習で、自分たちでルートなどを決めます。リ
ーダーとフォロワーの関係がしっかりしないと成功しないので協力していきたいです。卒業式は、３年生が主役ですが、僕
たち１・２年生が素晴らしい卒業式にするため、準備や式での座り方などをしっかりしないといけません。３年生全員が笑
顔で卒業できるように僕たち２年生で卒業式をつくっていきます。

１年４組 早船 綾音
私は、２学期の中間では努力した甲斐があり、とてもいい成績を取ることができました。けれど、学期末テストのときは、

２学期の中間と同じように勉強していたのに、中間に比べ成績が落ちてしまいました。同じようにやるだけでなく、さらに
上を目指していくことの大切さを学べました。また、合唱コンクールでナレーターをやるという挑戦をしたり、北中の「５
つの一番」の「花」にも特に頑張って取り組むことができました。１学期に比べ、授業中の発表を進んですることも増えて
きて、自分からやるということが出来るようになった充実した２学期でした。３学期はテスト勉強もさらに頑張りたいと思
います。そのために、毎日家庭学習を３ページ以上やり、テスト前だけ勉強を頑張るのではなく、『積み重ね学習』に取り
組んでいきたいです。また、３学期はスキー教室もあり、みんなで協力することも増えてきます。みんなで力を合わせ、と
てもいいスキー教室にしたいです。さらに、授業面では「授業一番」を意識して２学期よりももっと進んで手を挙げて発表
できるようにしたいです。１年生も残り少ないので、一日一日を無駄に過ごすのではなく、毎日目標を持って生活して、何
か一つはいいことや出来るようになったことを増やしていきたいです。

生徒会 池田アウレリア美さき
今学期、生徒会ではあいさつ運動に力を入れていこうと思います。２学期はボランティアにたくさん参加していただきま

したが、あいさつ運動への参加が少なかったです。部活や委員会としてだけでなく、個人でも参加していただけるようにし
たいです。そのためにも、生徒会としてあいさつ運動に参加していただけるよう尽力します。みなさんが参加しやすいよう
に朝の時間には必ずあいさつ運動を始め、しっかり声を出していこうと思います。２学期に新生徒会となって、慣れない仕
事なども多かったですが、少しでも学校のためになるようにしていこうと思います。２学期には、新生徒会のメンバーで話
し合って、いじめ撲滅宣言を制定しました。『あたりまえのありがとう 心の落ち着く学校づくり』。全校生徒から意見をい
ただき、学級委員など多くの人が力を合わせてつくった宣言なので、それを生徒会として率先して意識していこうと思いま
す。まだ、慣れないことも多いですが、その中で一番率先して行うことが出来るあいさつ運動といじめ撲滅宣言から始めて
いこうと思います。それ以外でも、小さなこともしっかり取り組み、学校のためにできることを進めていきたいです。

1/15～17 １年生スキー教室
スキー教室を終えて １年２組 佐 藤 大 河

このスキー教室では、大雪で大変でしたが、みんなで一致団結し、臨機応変に行動する
ことができました。みんな頑張った楽しい楽しいスキー教室となりました。今回の成果を、
これからの生活に活かし、課題となった「切り替えの早さ」や周りに目や耳を向けること
は２年生に向けて改善していきたいです。

３年生国私立高校入試
一段落し公立高校受検へ

３年１組 鈴木 鉄也
僕は国立木更津工業高等専門学校の電子制御

工学科に推薦入学者選抜で合格しました。早い
うちに合格できたので、とても安心しました。
これから県公立高校を受検する人たちは、あま
り力を入れすぎないようにした方がいいと思い
ます。勉強をしても体調が悪ければ力を発揮で
きないので、体調管理をしっかりして頑張って
ください。

1/21 バレーボール部
教育長杯優勝


