
北中学校学校だより 平成３１年３月号 むらさき薫る ３月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○次の学年に向けて様々な生徒数１年 ２０２名 男子１０１名 女子１０１名 かかげて進む
場面で心づかいをしよ２年 ２２４名 男子１２１名 女子１０３名 この誇り
う。～あいさつ・行動・３年 １７１名 男子 ９６名 女子 ７５名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１
言葉遣い～合計 ５９７名 男子３１９名 女子２７８名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

11 アップ新北中達成！感謝の３月アップ新北中達成！感謝の３月

校長 大塚正樹

寒さも和らぎ、春の訪れを感じる季節になりました。昨春「夢
を叶える北中」「あじさい運動」「ほしぶどう」に「1アップ新
北中」を合言葉に、成果を出せるよう取り組んでまいりました。
今年度の北中生は、学習面、行事面、部活動面等で素晴らし

い活躍をしました。ハンドボール部の全国大会出場、吹奏楽部
の西関東大会出場、陸上部の関東大会出場等、その他の部活も
県大会に多く参加しました。西日本豪雨の募金ボランティアや、
小中連携教育発表後も運動会やサマースクール、挨拶運動、ケ
ータイ教室等、学区の小学校との関係を深めました。在校生の
皆さんの活躍が小学校にも伝わり、来年の北中の新入生の増加
と、抽選にまでなった人気につながっていると感じます。
高校の先生や教育委員会の先生等の来校者の多くの方から

も、「挨拶が良い」とお褒めの言葉をいただきました。裏面に
掲載しましたが、学校自己評価、学校関係者評価でも良い点が
多く指摘され、地域の民生委員さんや保護司さんとの懇談会で
も北中生の頑張りを認めていただきました。
３年生は、もう進路実現目前です。３年間の成果を本番で十

分に発揮し、進路が決まった生徒は、私たちと応援しましょう。
今年はベストセラーのGAFAの本のことに多く触れました

が、変化の激しい時代に、AIにはできない柔軟な対応力、人間
力が求められています。1年生のスキー教室での転んでも転ん
でも立ち上がる姿。２年生の東京文化調査の朝は霧で武蔵野線
が遅延というトラブルに見舞われましたが、満員で電車に乗れ
ない、東京直通がなくなる等の困難にあきらめず、一人の事故
もなく、楽しんで行事を成功させた２年生に人間力の高さを感
じました。AIで自動運転になっても車掌は人間でないとできな
いといわれています。あきらめないで、先を見て、人と協調し
ていく力を高めてほしいです。
先輩を見習い、先輩を超えていく北中の伝統、今年の3年生

の大きな成果に追いつき追い越そうとしている1、2年生を頼
もしく思います。
卒業や進級に当たり、今のクラスメイトや、お世話になった

人に素直に感謝の言葉がいえる3月にしていきましょう。
最後に、本校の教育活動に、ご支援・ご協力いただきました

保護者や地域の皆様、誠にありがとうございました。

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

3月のスクールカウンセラー勤務日は、
3／7(木)の１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 佐々木さやか

３月･４月の予定
日 曜日 行 事
3/1 金 1・2年学年末テスト 入試（実技・面接） 卒業生と語る会（早稲田小）
２ 土 数学検定
４ 月 卒業式全体練習3校時
5 火 県立追検査 バイキング給食 １２５６３４の授業 3年球技会
6 水 ３年生5・6校時 性に関する指導 卒業式全体練習3校時
7 木 卒業を祝う会
8 金 県立入学許可候補者発表 卒業生と語る会（幸房小）
11 月 専門委員会 卒業式全体練習2校時
12 火 特別日程
13 水 卒業式予行 3年給食最終日
14 木 卒業式練習 卒業式予行
15 金 卒業証書授与式
17 日 第10回三郷市中高合同演奏会
18 月 安全点検
19 火 給食終了 進路セミナー 保護者会
24 日 北中で吹奏楽部の演奏会
25 月 大掃除 生徒会クリーン作戦 職員会議
26 火 修了式 停電14:00〜15:00
4/5 金 準備登校
7 日 県議会選挙（あじさい教室）
8 月 入学式・始業式
9 火 発育測定 教科書配付 写真撮影
10 水 給食開始 聴力検査
１1 木 埼玉県学力・学習状況調査（全学年） 生活集会 安全集会
12 金 対面式・部活動紹介 市教研（教科）
16 火 第Ⅰ期時間割開始
17 水 市教研（幹事）
18 木 全国学力・学習状況調査（新３年生）
19 金 授業参観・保護者会
20 土 三郷市陸上選手権大会
23 火 第１回避難訓練 市教研合同研究協議会
24 水 特別日程

詳しくは学年だよ

りをご覧ください

第50回みさとシティハーフマラソン
３日（日）セナリオハ

ウスフィールド三郷にお
いて、第50回みさとシ
ティハーフマラソンが開
催されました。本校から
も陸上部・卓球部など約
70名の選手が高校生以
下3㎞の部で参加しまし
た。１年生の陸上部の須郷柚菜さんが、10分27秒の記録で見事に
優勝を果たしました。

埼玉県学力学習状況調査
現１・２年生は、進級した４月11日（木）に埼玉県学力学習状

況調査を行います。高い目標をもってしっかり準備をして学習への
興味・関心を高めてください。

新１年生 国語 数学 質問紙
新２年生 国語 数学 英語 質問紙
新３年生 国語 数学 英語 質問紙

全国学力学習状況調査
現２年生は４月18日（木）に全国学力学習状況調査を実施しま

す。来年度から英語では「読むこと・書くこと・聞くこと」の調査
に加えて、「話すこと」の調査も加わります。日々の英語授業での
「話す」活動の効果が試されます。
新３年生 国語 数学 英語「読むこと・書くこと・聞くこと」

生徒質問紙 英語「話すこと」

埼玉県東部教育事務所のホームページでは学力向上ワークシート
を公開していますので、是非活用して復習して下さい。↓

https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/toubu-worksheet.html
また、北中の各フロアにも、先生方が復習シート等を置いていま
す。家庭学習にどんどん利用しましょう。

学習コーナーを活用しよう
学年フロアには、各ク

ラスの廊下の掲示板や階
段前、理科室前など、い
ろいろなところに学習コ
ーナーが設置されていま
す。生徒の皆さんは、是
非積極的に活用して学力
を伸ばしてください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/toubu-worksheet.html


1 学校は、児童・生徒及び家庭・地域の実情を踏まえ、適切な目標を設定し組織的に取り組んでいる。 3.70 4.00
2 学校は、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）のもと、学年・学級や教科・分掌等の経営にあ

たっている。 3.59 4.00
3 学校は、特色ある学校づくりの観点から教育内容の重点化を図っている。 3.78 4.00
4 学校は、特色ある学校づくりのテーマのもと、教職員の共通理解を図り組織的に取り組んでいる。 3.56 4.00
5 学校は、教職員の服務規律を確保するための取組をしている。 3.78 4.00
6 学校は、教職員の指導力向上に向け、計画的・組織的に研修に取り組んでいる。 3.78 4.00
7 学校は、学力向上を目指し、児童生徒の実態に基づき授業改善に取り組んでいる。 3.67 4.00
8 学校は、日々の授業等を通して、児童生徒に基礎的・基本的な学力を身につけさせている。 3.56 3.86
9 学校は、教職員の共通理解を図り、「授業の心得」に基づき指導にあたっている。 3.70 4.00
10 学校は、児童生徒が落ち着いた雰囲気の中で学習できるように、授業を展開している。 3.96 4.00
11 学校は、図書館経営を充実させ、読書活動を推進している。 3.70 4.00
12 学校は、児童生徒が主体的に読書活動に取り組めるよう指導している。 3.58 4.00
13 学校は、規則正しい食事の大切さを理解させ、食に関する意識を高めようとしている。 3.41 3.71
14 学校は、児童生徒が体力向上に向け、授業や部活動・外遊びに意欲的に取り組めるよう指導してい

る。
3.70 4.00

15 学校は、児童生徒や地域の実態に応じて、道徳教育を積極的に推進している。 3.44 3.86
16 教職員は、道徳授業の工夫改善をしている。 3.41 4.00
17 学校は、自ら手本となり、児童生徒に対し規範意識を高める指導を行っている。 3.67 4.00
18 学校は、児童生徒が友達や教職員・来校者に進んであいさつができるように指導している。 3.85 4.00
19 学校は、児童生徒が「です、ます」をつける等、場に応じた言葉遣いができるよう指導している。 3.63 4.00
20 学校は、児童生徒の不登校・非行問題行動に対し、共通理解を図り組織的に対応している。 3.74 4.00
21 学校は、保護者(必要に応じ関係機関)と連携を図り、児童生徒の指導にあたっている。 3.74 4.00
22 学校は、児童生徒がいじめや意地悪な行為をすることなく、お互いのよさや努力を認め合う指導をし

ている。
3.63 4.00

23 学校は、事故やトラブルに対するマニュアルを作成・掲示し、迅速に対応できる体制を整えている。 3.67 4.00
24 学校は、定期的に安全点検を実施し、計画的に安全指導を行う等、日頃から安全な教育環境づくり

に取り組んでいる。
3.56 4.00

25 学校は、清掃活動や掲示教育に力を入れる等、組織的に環境美化に取り組んでいる。 3.52 4.00
26 学校は、学習環境を整えるため、施設・設備の充実を図っている。 3.37 3.43
27 学校は、学校だよりやホームページ等で、教育活動の様子や成果・課題等について情報を発信して

いる。 3.81 4.00
28 学校は、保護者や地域と連携し、親の学習や学校応援団の活用を図っている。 3.63 4.00
29 学校は、ＰＴＡ活動や地域活動に積極的に協力している。 3.78 4.00
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全国大会出場選手激励会
18日、三郷市役所において、平成30年度

全国大会出場選手激励会を開催していただき
ました。北中からは、第14回春の全国中学生
ハンドボール選手権大会に向けて県大会を勝
ち抜いた女子ハンドボール部8名が参加しま
した。三郷市長
木津 雅晟 様より、
激励の言葉と激励
金の交付をしてい
ただきました。北
中女子ハンドボー
ル部には大会で活
躍してほしいです。

東京文化調査（２年生）
７日(木）２年生は修学旅行の班別行動の練習を兼ねて東

京文化調査を実施しました。三郷駅、三郷中央駅、それぞ

れ班ごとに決めた集合場所に集まり、協力して班別行動を

することができました。

青少年善行賞表彰状授与式
9日、三郷市文化会館で善行賞の表彰式が開

催されました。市内で16団体74名が表彰され
る中、本校からも1団体7名が表彰されました。
地域の防災訓練や
伝統芸能に協力し
たり、困った人を
助けたり、休日に
も学校の花に水を
やり続けたり、隠
れた善行に光が当
たりました。

新入生入学説明会開催
１２日、北中学校体育館において新入生入

学説明会を開催しました。吹奏楽部の演奏の
あと、生徒会本部役員から北中学校の説明を
行いました。教師からは生
活や自転車通学の
約束、学習についての話を
しました。新入生の皆さん、
保護者の皆様、北中での活
躍を期待しています。

三郷市人権教育実践報告会
13日(水)三郷市鷹野文化センター

において、三郷市人権教育実践報告
会が開催されました。北中PTAも今
年度の実践報告をしました。PTA成
人教育委員会主催の成人教育学級や
人権教育講演会、学校や生徒会の取
組について紹介しました。

～生徒の感想～
私は今日の文化調査で

実行委員長として活動し
ました。今までの校外学
習では先生の指示に従っ
て動くということが多か
ったのですが、初めて班
別で行動してたくさんの
ことを学び反省点もあり
ました。３年生で行く修
学旅行や日頃の生活で生
かしていきたいです。

北中学校区地域青少年育成会
21日（木）北中学校において北中学校区地域

青少年育成会の役員会並びに第2回理事会を開催
しました。今年度の取組の総括をして事業報告
・収支報告を行うととも
に、来年度の育成会の活
動にむけて有意義な協議
を行うことができました。
ご参加いただきました役
員・理事の皆様ありがと
うございました。

選挙啓発作品表彰式
22日（金）16：00から三郷市健康福祉会館

において選挙啓発作品表
彰式が行われました。北
中の生徒の作品も入選し
表彰を受けました。3月1
4日から、ららほっとみさ
とで展示される予定です。
お出かけの際はぜひご覧
ください。

あつまれみさとの子
23日（土）青少年ホームに

おいて「あつまれみさとの子」
が開催されました。北中生徒
会の代表生徒が参加し、小学
校生5つのケータイルールの
作成に協力しました。

生徒集会
２６日、生徒集会を行いました。各委員会と

生徒会本部から1年間の活動
報告がありました。また、生
徒会が吹奏楽部と男女卓球部
の朝の挨拶運動への貢献を讃
え表彰しました。


