
北中学校学校だより 平成３０年１2月号 むらさき薫る １2月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○マナーを守った防寒具の生徒数１年 ２０２名 男子１０１名 女子１０１名 かかげて進む
着方をしよう。２年 ２２４名 男子１２１名 女子１０３名 この誇り

○安全のため、手袋をしよ３年 １７１名 男子 ９６名 女子 ７５名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１
う。合計 ５９７名 男子３１９名 女子２７８名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

これからの世界で生きるために！これからの世界で生きるために！
校長 大塚正樹

師走となり、寒さも本格化し、手袋やマフラーで登校する生
徒も増え、季節の変化を感じます。
11月は市や県レベルの行事も多く、北中生が活躍しました。

新人戦県大会には駅伝をはじめ７つの部活が出場しましたが、
県レベルの厳しさを学びました。そんな中、ハンドボールは男
女アベック優勝をし、女子は６年連続、男子は２年連続という
ことで、北中の強さを示しました。また、市民文化祭や子ども
フォーラム、市内音楽祭、埼葛音楽会、県音楽会中央大会での
演奏や合唱などの文化的な行事でも大活躍しました。校内でも、
1年生のスキー教室準備、2年生の職場体験、3年生の三者面談、
北中フェスタなど多くの行事があり、実りの秋を実感しました。
先日読んだ「GAFA」(Google Apple Faceboook Amaz

on) ニューヨーク大学教授スコットギャロウェイ著に「これか
らの世界で生きるために」がありましたので紹介します。
ＧＡＦＡにより超優秀な人間にとっては最高で、平凡な人間にとって

最悪になっていく。トップレベルの商品価値は急騰し、それより劣った製
品の価値は下落する。労働市場でも、同じようなことが起こり超優秀な人
材は引く手あまただが、十人並みならば給料は下がることもある。どうす
れば平均的な人間から優秀へ、さらに、素晴らしいとなれるのか。個人が
成功するために必要な内面的要素は４つある。
①心理的成熟…一人の上司の下で決まった仕事をする。から、デジタル

時代の労働者は数多くの関係者に対応し、一日の間に様々な役割をこなさ
なければならない。競争と製品のサイクルが短くなり、仕事上の失敗も成
功もすぐに成果が出るようになる。
②自分の熱意をどうコントロールするかが大切。…人とどう関わるか、

その後どのようなプロジェクトに取り組めるか、どのような人々と働くか
…強い自意識を持ち、ストレス下でも落ち着いて、学んだことを実地に応
用できる若者は、すぐに慌てて、細かいところにくよくよして、感情のま
まに反応してしまう人よりも、職場でうまくやっていける。
③好奇心…昨日うまくいっていたことが今日には時代遅れになり、明日

には忘れられる。まだ聞いたこともない新しい道具やテクノロジーに取っ
て代わられる時代。電話の使用者が５０００万人になるのに７５年、テレ
ビが５０００万世帯に普及するのに１３年、インターネットは４年である。
デジタル時代の成功者は、次の変化を恐れるのでなく、「こういうふうに
したらどうなるだろう？」と問いかけられることが出来る人物。話し合い
の場で、試してみる価値のある、かつくだらないアイディアを出せる人。
④当事者意識…チームの誰よりも細部にこだわり、何をいつ、どのよう

に終わらせる必要があるかを検討する。自分が全員をそして全てを掌握し
なければ、何も起こらないと考える。あらゆる意味において、仕事、プロ
ジェクトそれらを全て自分のものだと考える。
今年はワンアップ新北中で、多くの頑張りがありましたが、

来年も、粘り強く、冷静に、好奇心、当事者意識をもって、勉
強や部活を頑張り、自分の夢の実現に努力してほしいと思いま
す。引き続き、地域や保護者の皆様のご協力をお願いいたしま
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
１２・１月のスクールカウンセラー勤務日は、

12／6(木)、1／10(木) 、1／24(木)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 佐々木さやか

12月･1月の予定
日 曜日 行 事

12／４ 火

６ 木 学校保健委員会

９ 日 彦成小との合同演奏会

10 月 専門委員会 保護司との連絡会11:30～

13 木 １年生保護者会（スキー教室説明会）

14 金 ２・３年生保護者会

18 火 校舎安全点検

19 水 給食終了

20 木 生徒会クリーン作戦 大掃除

21 金 終業式

25 火 冬季休業日（25日～）

29 土 年末年始休業日（12月29日～１月3日）

1／８ 火 始業式

9 水 発育測定

10 木 給食開始

15 火 １年生スキー教室前日集会

16 水 スキー教室１日目

17 木 スキー教室2日目

18 金 スキー教室3日目 英語科授業研究会

19 土 文学講演会

21 月 専門委員会

22 火 私立高校入試中心日

24 木 特別日程

26 土 読書フェスティバル

詳しくは学年だよ

りをご覧ください 新人兼県民総合体育大会県大会
祝ハンドボール県大会男女アベック優勝！

６・７・９日の3日間、サイデン化学アリーナ（さいたま市記念
体育館）において、ハンドボールの県大会が行われました。男子の
準決勝や女子の決勝はリードされながらも逆転勝利した試合でし
た。来年の全国大会出場に向けて高いレベルでの活躍を期待します。
男子 対浦和実業学園中 34ー8

対田島中 47－16
準決勝 対土合中 26－25
決勝 対川口戸塚西中 31－18

女子 対吉川南中 26－14
対栄進中 26ー14
準決勝 対美園中 31－12
決勝 対川口戸塚中 19－15

１up新生徒会
15日の生徒会役員選挙で選ばれた新役員に任命書が渡されまし
た。新旧生徒会長、３年生小俣琴美さんと相川咲さんが挨拶をし、
これまでの生徒会の取組と今後の抱負について話しました。新生
徒会は先輩を見習いワンアップ新北中を目指し活動を充実させて
ほ し い で
す 。 北 中
生 徒 の た
め に 活 躍
を 期 待 し
ます。



県駅伝大会出場
４日（日）は熊谷スポーツ文化公園陸上競技場におい

て、第８６回埼玉県駅伝競走大会が開催され、本校から
は女子・男子各１チームが参加しました。高いレベルの
中で全員が一生懸命走りきりました。5日（月）には大会
に出場した選手が、校長室を訪れ応援のお礼の挨拶をし
ました。健闘を讃えるとともに来年に向けて温かい励ま
しの言葉を贈りました。

３年生租税教室実施
２日（金）５校時に３年生の租税教室が開催されまし

た。近い将来、納税者になる生徒に、税理士の先生から

わかりやすくご指導いただきました。憲法の話から税金

のない世界を描いた DVD を視聴し、生徒の税金に関する
理解が深まりました。

２年生職場体験学習実施
20日（火）から３日間、２年生は、三郷市内の事業所

にご協力をいただき、職場体験学習を実施しました。各
事業所の皆様には、たいへん丁寧なご指導ありがとうご
ざいました。北中生が貴重な体験をたくさんさせていた
だきました。今後とも宜しくお願い致します。

ハンドボールＵ－16日本代表へ
ハンドボール部の３年２組の清黒瞳太さんと３年４組の荒井美咲さんが校長室に
挨拶に訪れました。二人は、中学生ながらUー16ハンドボール日本代表に選出され、
「味の素ナショナルトレーニングセンター」の合宿に参加し、９～10月にかけて
はデンマークや韓国など海外において交流戦を戦いました。日本のトップレベルで
の活躍を期待して、激励の言葉かけをしました。12日には、清黒瞳太選手のもと
に月刊誌スポーツイベント・ハンドボールの編集部の方が取材に来られました。荒
井選手もそうですが、本校から全国で活躍する選手が出る
ことはたいへんな名誉です。清黒選手、荒井選手に続きま
しょう。

ちくみ幼稚園で保育実習
１１月上旬、３年生の生徒が、ちくみ幼稚園で保育実習を

させていただきました。最初は、どう接していいかわからな
い北中生も少しずつ園児たちと打ちとけ楽しそうに活動して
いました。ご
協力いただき
ました園長先
生はじめ先生
方ありがとう
ご ざ い ま し
た。今後とも
宜しくお願い
します。

埼玉県小中学校音楽会東部南地区大会、中央大会(３年３組)
・三郷市小中合同音楽会(３年５組)で活躍

２０日(火)、春日部市民文化会館において、埼玉県小中音楽会東部南地区大会
が開催されました。北中からは３年３組が出場し、「名づけられた葉」を力強く歌
いあげました。また、３組は参加した中学校１２校の中から推薦校に選ばれ、30
日（金）にさいたま市民会館おおみやで開催された中央大会に出場し、素晴らし
い合唱を披露しました。
２１日(水)には三郷市文化会館において、三郷市小中学校合同音楽会が開催さ

れました。３年５組が参加し、『－二十一世紀に生きる君たちへ－決意』を見事に
歌いあげました。生徒たちは、これまでで一番満足のできる合唱になったと笑顔
で話していました。北中の代表として活躍した３年生の皆さん、お疲れ様でした。

みさと子どもフォーラムで活躍
１８日（日）三郷市文化会館において子どもフォーラムが

開催されました。本校からは 1 年女子が「家庭の日」ポスタ
ーコンクールで表彰され、また別の 1 年女子が青少年の主張
で素晴らしい発表をしました。また、新生徒会役員が市内の
中学校代表生徒として「いじめ撲滅」について発表しました。

２０１８北中フェスタ開催
１７日（土）、北中フェスタ２０１８を開催しました。今年度は、県立三郷北高

等学校の軽音楽部の皆さんにも披露してもらいました。その前には司会＆出し物を
披露する３年生もおり、会場が盛り上がりました。早朝よりご準備いただきました
PTA 役員、ボランティアの皆さん、北中のためにご尽力いただきありがとうござい
ました。

新人兼県民総合体育大会県大会で活躍
北中からは、ハンドの他、サッカー、バドミントン男女、

卓球男女、柔道、相撲が県大会に出場しました。特に柔道で
は個人男子で県大会３位、バドミントンは女子団体でベスト
８に入賞する大活躍がある一方、サッカーでは初戦から優勝
校との対戦となってしまうなど不運もありました。それぞれ、
次の大会に向けて頑張っています。応援宜しくお願いします。


