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

〇新学年0学期としての
生徒数１年 ２２８名 男子１０５名 女子１２３名 かかげて進む

心構えをもち、しっか
２年 ２０６名 男子１０２名 女子１０４名 この誇り

りとした生活を心がけ
３年 ２２３名 男子１２０名 女子１０３名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

よう。
合計 ６５７名 男子３２７名 女子３３０名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

散歩のついでに富士山に登った人はいない散歩のついでに富士山に登った人はいない
校長 大塚正樹

令和最初のお正月を迎えました。年頭は穏やかな暖かい天気
で初詣や駅伝、高校サッカーや高校ラグビー等が新聞等で話題
になりました。新しい時代にはコンピュータや5Gの高速通信携
帯電話、自動運転自動車、ロボットやAIの発展が期待されます。
この春から小学校、来年春から中学校で新しい学習指導要領

となり、教科書や学習内容が変わります。知識・技能や表現力、
学びに向かう力等が重視されますので意識してほしいです。
終業式では、「命の大切さ」「グレタ・トゥーンベリさんとい

う 16 才の、環境活動家の話」「ノーベル賞受賞の吉野 彰博士の
話」等をしました。冬休みは、部活動や２学期の復習や受験勉
強が計画通りできたでしょうか。
昨年末に大変お世話になった先輩の先生が亡くなりました。

その先生は三郷市の教育の向上に尽力されました、ご冥福をお
祈りします。その先生からは「生徒の実態学校の実態をよく見
なさい」「人は言葉で動くのではない、心で動くのだ」「散歩の
ついでに富士山に登った人はいない」等多くの印象あるお話を
いただきました。
富士山に登るためには、周到な準備が必要です。服装や持ち

物、健康管理、山の気象情報等、散歩に行くような格好で登る
と命が危ないです。この話から、大きなことを成し遂げた人は
必ず用意周到である。目的や目標をしっかり定め、計画をたて
ないといけない。必死に目の前のことをやっていても、思った
ところには到達しないという意味になります。
北中では「夢を叶える北中」のもと、カーレッジ(勇気)をもっ

て挑戦しようとしてきましたが、新年にあたり、新たな目標を
立て、夢の実現に向かってほしいと思います。
３年生の皆さんは、まもなく、受験が始まります。入学試験

では、少しでも良い点数をとれるように、健康管理を含め最善
を尽くしてください。１，２年生は、スキー教室、東京文化調
査等、校外に出て仲間と様々な体験をします。北中生として恥
ずかしくない行動をするとともに、よく準備して行事を成功さ
せてほしいです。第３学期は、大変短いですが、それぞれの学
年のまとめであり、北中では次の学年の０学期とも言っていま
す。今年も健康に気をつけて頑張りましょう。保護者・地域の
方々には引き続き本校の取り組みにご理解とご支援のほどよろ
しくお願いいたします。

〜 〜北中生の活躍 2学期から冬休み
三郷市家読の日教育長表彰 永井芽実･久末尚宙・宮田琉那
令和元年度読破賞 篠田凌太郎 三郷市バドミントン中学生ダブルス
大会 男子１部優勝 重村涼平･高堰琉生 第3位 牧野葵大･川畑俊太
男子2部第3位 高鹿陸･岩田陽紀 女子1部優勝 清原彩月･田島詩音
第2位 御園莉菜･石橋奈子 第3位 大須賀波菜・デルムンドステファ
ニー
第５０回北埼玉地区強化練習会 男子二年シングルス第3位谷古宇桜
太 女子二年シングルス 第３位宮口紗奈
東部地区選抜バレーボール大会第3位 小倉美空･吉岡優来
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 橋本保笑･山田綺菜･黒田穂乃花
中学校駅伝競走大会三郷市予選会優勝
白井もも･髙橋香音･村山羽乃･町田萌樺･須郷柚菜
区間賞受賞 村山羽乃･須郷柚菜
JOCジュニアオリンピックカップ準優勝 櫻井ありさ･青野奈央

夢を叶える北中

1･２月の予定
1／８ 水 始業式
9 木 発育測定
10 金 給食開始 1・2年生学年時間割 3年生実力テスト
14 火 集金日 スキー教室前日集会
15 水 スキー教室
16 木 スキー教室
17 金 スキー教室
18 土 読書ウィーク 集まれ！みさとの子 三郷市PTA連

合会新年懇談会
20 月 専門委員会
22 水 私立高校入試中心日
23 木 ビブリオバトル１･２年 読書ウィーク・特別日程
24 金 PTA新年会
25 土 読書フェスティバル 英検（小学校と合同）

書き初め中央展（三郷）
26 日 書き初め中央展（三郷）
27 月 職員会議 学校関係者評価委員会・第２回学校評

議員会
2/2 日 三郷シティハーフマラソン
4 火 集金日
5 水 東京文化調査
10 月 専門委員会
12 水 生徒集会 特別日程
13 木 1・2年実力テスト
15 土 ライオンズ善行賞表彰
17 月 新入生入学説明会
19 水 3年学年末テスト
20 木 北中学校区育成会第2回理事会
21 金 職員会議 特別日程
25 火 3年学年末テスト

詳しくは学年だより

をご覧ください。

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

スクールカウンセラー勤務日は、毎週木曜日です。
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 熱田雅恵

親になるための学習
17・18日に、３年生は、市役所の方・ファシリテーターの方・そして
実際に子育て中の親子のみなさんに協力いただき「親になるため
の学習」を実施しました。赤ちゃんを抱っこさせてもらった生徒達
は「小さい赤ちゃんを抱っこしてみて、
あらためて育ててもらっている親への
感謝の気持ちがわいた。」「子育てをす
る親のたいへんさに気付いた。」など、
保護者や自分以外の周囲の人々へ
の感謝の気持ちを多くの生徒が持った
ようです。人の命の大切さや人と人の
つながりなど、たくさんのことを学ぶ機
会になりました。ご協力いただいた皆
さんありがとうございました。



小中合同演奏会開催
14日(土)13時30分より、ピアラシティー交流セ
ンターにおいて、彦成小・北中小中合同演奏会を
開催しました。北中は「ファンタズミック」「美女と
野獣のメドレー」「サンタが街にやってくる in

swing 」を演奏しました。最後には、合同で、「上
を向いて歩こう」の演奏と「翼をください」の合唱
を披露しました。
来場された方か
らは「年を重ね
るごとに素晴ら
しくなっている」
との感想もいた
だき、今回のコン
サートも大成功
でした。

市内一斉青色防犯
パトロール出発式

7日(土)ピアラシティ交流セ
ンターにおいて、市内一斉青色
防犯パトロール出発式が開催さ
れました。北中学校区育成会も
参加し、青パトを見送りました。
寒い中、参加
していただき
ました北中班
の皆様、ご協
力ありがとう
ございました。

生徒会代表 ２年４組 三浦弥憂

今学期の生徒会の主な行事は、生徒集会、合唱コンクール、北中フェスタがありました。生

徒集会では、新人戦の壮行会、部活動報告などを行いました。大会では多くの部活動が活躍し

上位入賞を果たしました。高い目標を持ち努力し結果が残ると、自分の自信にもつながります。

３学期も北中生全員で部活動に熱心に取り組んでいきましょう。２学期最大の行事である合唱

コンクールでは、生徒会本部役員は、閉会セレモニー、司会進行などを行いました。１年生か

ら３年生までとても素敵な歌声でした。１年生は初めてながらも堂々と、２・３三年生は去年

よりもレベルアップした歌声を響かせてくれました。この合唱コンクールで培った団結力をこ

れからの活動にも生かしていきましょう。北中フェスタでは、前日に部活動の皆さんに協力していただき、準備を行いました。

皆さんのご協力ありがとうございました。当日、生徒会本部役員はボランティアとして参加し、PTAの方々と一緒にフェスタ

を盛り上げました。最後に１１月には生徒会引継ぎ式がありました。３年生の先輩方から学んだことをしっかり引き継ぎ、精

いっぱい頑張っていきますのでこれからも宜しくお願いします。

１年生代表 １年６組 根岸凌汰

僕たち１年生はこの２学期たくさんの行事を頑張りました。１つ目は合唱コンクールです。

学年合唱では聴いている人たちに感動を与える合唱を目指して学年全員がひとつの目標に向か

って頑張っていきました。パートリーダーを中心に改善し、本番では素晴らしい合唱をするこ

とができました。また、クラス合唱では他のクラスに負けないように必死に競い合いながら練

習をしました。本番は、それぞれのクラスが素晴らしい合唱をすることができとても満足して

います。２つ目は定期テストです。１学期の定期テストの反省を生かし学年の一人一人が必死

に勉強しました。その結果、学年全体で良い結果をあげることができました。３学期は油断す

ることなく勉強に取り組みたいです。そして、３学期にはスキー教室があります。僕が学級委

員になって初めての大きな行事です。僕は学級委員として、学年全員の絆が深まるような行事にしたいと思っています。その

ために今スキー教室の細かい所までしっかりと確認して、当日、スムーズに進められるようにしたいです。また、クラスや学

年全体が決まりを守りながら楽しめるスキー教室にしていきたいです。学年全員が決まりを守りながら楽しめるスキー教室に

していきたいです。スキー教室で最高の想い出がつくれるよう1年生全員でがんばっていきましょう。

２年生代表 ２年３組 山本 菫

私が２学期成長できたことは２つあります。１つ目は学習面です。１学期、私は中間、期末

テストの結果が今までよりも下がってしまいました。このようなことを繰り返さないために、

２学期、私は家でもだらけずに計画的に勉強することを目標に頑張ってきました。その結果、

今学期の中間、期末テストの結果で今まで以上の力を発揮することができました。２つ目は、

職場体験を通して自分の適性や苦手なところを見つけることができたことです。普段の学校生

活とは違う場所で３日間過ごすことによって今まで気付けなかった自分について気付けたこと

がありました。気付けた良い所はこれからもみがき、苦手なところは克服できるようにします。

反対にもっと頑張らなくてはならないことは部活動です。新人戦で自分の納得いく記録が出せずに今年の大会が終わってしま

ってとても悔しい思いをしているので来年の残された大会で自分のベストが出せるように、今年も自分に厳しく努力を続けて

いきます。２年生の３学期は３年生の０学期とも言われています。あと少しで一番上の学年になるという自覚を忘れず、最後

までだらけないで頑張ります。そして、東京文化調査などで一人一人がさらに成長できる学期にしていきましょう。

３年生代表 ３年３組 吉田光佑

今学期、３学年は義務教育最後の合唱コンクールがありました。僕は、今回パートリーダー、

合唱コンクール実行委員として臨みました。今回、僕は賞を取るためではなく、終わった後に

みんながポジティブな気持ちでいられるよう、パートリーダーや実行委員などと協力し、まと

められるよう努力しました。その結果、声をあげて喜んだり、うれし涙を流している人が多く

みられました。しかし、練習し始めは、ほとんどのクラスが温度差の違いで対立しました。で

すが、それで心動かされた人が徐々に増えていき、最終的には全員が「最後」という自覚をも

ち、全力で取り組めていました。そして、合唱コンクールが終わり、受験という壁が近づく中、

３学年には朝練習と同じくらいの時間に来て勉強する朝活をする人が増えました。その他にも

休み時間に勉強する人など、受験から逃げずに立ち向かう人が増えてきています。その反面、休み時間の過ごし方が問題です。

３年生の皆さん、もう入試を受けた人もいると思いますが、多くの人は冬休み明けから私立入試が始まります。入試は１回限

りのチャンスで力を出し切れるかの勝負です。相手は他の受験生ではなく、自分自身です。時間は誰に対しても平等です。冬

休みを充実したものに、そして体調管理に十分に気をつけ、自分に勝負していける冬にしましょう。

アクションリサーチ
6日(木)県学力学習状況調査
アクションリサーチが行われま
した。埼玉大学と県教委の先生
が来校し、桑島教諭の授業を参
観しました。森鴎外の『高瀬舟』
を題材に 模擬裁判を行い、立
場に基づ
いて本文
を根拠と
して読み
を深めま
した。

ライフプランセミナ―
5日(金)3年生はソニー生命の
皆様に来校していただきライフ
プランセミナーを開催しました。
3年生にとっては、将来への人
生設計を考えるとともに保護者
に対する感謝の気持ちをもつ
たいへん素
晴らしい機
会になりま
した。今年で
7回目を迎
えます。

学校保健委員会・健康教室
19日(木)５校時より、子どもネットリスク教育
研究会副代表の成田弘子先生をお迎えして、健
康教室を開催しました。「ゲーム・スマホなどメ
ディア機器の長時間接触と子どもの健康」と題
して、スマートフォンの長時間利用による健康被
害について講演していただきました。スマホの使
い過ぎは、不規則
な生活習慣、視力
低下、依存など、健
康に悪い影響があ
ることがわかりま
した。電子機器は
しっかりコントロ
ールして適度に使
用しましょう。

保護司連絡協議会
9日(月)、学校・保護司連絡協議会を開催しま
した。４時間目に全学年の授業を参観しました
が、授業に取り組む生徒たちの雰囲気や教師と
生徒たちの人間関係の良さなど、たくさんのお
ほめの言葉をいただきました。北中の伝統のひ
とつである授業規律の徹底を今後も守り、授業
をよりいっ
そう充実さ
せていきま
しょう。寒
い中ご参会
いただいた
保護司の
皆様、あり
がとうござ
いました。

マナー講座開催
１３日（水）、５校時の総合の時間に、２年生はマナ
ー講習会を行いました。講師に元 JALの国際線の
客室乗務員等を勤められました齋藤貴子先生をお
迎えし、正しいお辞儀の仕方等、マナーについて学
習しました。とても熱心にご指導いただき、生徒た
ちも真剣に取り組んでいました。今回の学習を社
会生活の中で活かしてほしいです。

２学期終業式 代表生徒のことば


