
 令和３年９月号 

住 所 三郷市泉２－１３－１ 

生徒数１年 221 名 男子  119 名 女子 102 名 

   ２年 207 名 男子  111 名 女子  96 名 

      ３年 231 名 男子  106 名 女子 125 名 

      合計 659 名 男子  336 名 女子 323 名 

 むらさき薫る 

わが校旗 

かかげて進む 

この誇り 

ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１ 

ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１ 

 

校⾧ 肥沼武史 
 臨時休業日も終わり今日から学校が始まります。夏休みに皆さんの生活ぶり
を見ていて感心したことや嬉しかったことをいくつか列挙してみます。 
１．私が体育館わきのトイレの巡回をすると男子トイレ内にトイレットペーパ
の芯が五つ積んであるのを発見。それを持ち、体育館近くのゴミ箱に捨てた。す
ると私の様子を見た女子生徒（２年ハンド部？）が「ありがとうございます。」
と声をかけてくれた。なかなか言える言葉ではない。他者への優しい思いが胸一
杯の生徒なんだろうな、と嬉しくなった。 
２．自由登校日の出来事。 
①下校時、昇降口に向かう数名の３年生女子に、タブレット操作うまくいった？
と尋ねた。「動きが遅くて〇〇先生の動画が動かず、ずっと〇〇先生とにらめっ
こでした」「私もずっと〇〇先生の顔を見ていました」「私もです」。そして明る
い笑い声。久しぶりの友人との対面が嬉しくて仕方がない様子であった。 
②午後は１年生がタブレット操作の練習をしたが、通信状況が良好でサクサク
進んだ。どの学級も笑顔にあふれ、大画面に現れる級友の顔を見ながら談笑して
いた。見ているこちらも楽しくなった。 
③教室の教員の顔も笑顔。生徒ともにすごすことが嬉しいのだろう。 
④車で巡回中、徒歩で級友と談笑しつつ下校する男子生徒発見。横断歩道前で車
を止め横断を促す。すると２人とも私に会釈。清々しい気持ちをもらった。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

厳しい感染状況ではありますが、生徒にとって学校は学びの場、友人との交流
の場であり、かけがえのないものになっているんだなと改めて感じました。これ
以上感染を拡大させないために学校でも感染防止策及びコロナに係るいじめ防
止等を徹底してまいります。また各家庭における諸事情があるとは存じますが、
学校における感染拡大防止の観点から下記の点へのご理解、ご協力を重ねてお
願いいたします。 
１．生徒や同居家族に体調不良が認められる場合には登校の自粛をお願いしま 

す。出席停止対応となります。 
２．生徒や同居家族が PCR 検査を受診する際は、学校へ速やかにご連絡くだ 

さい。 
３．不安や不明な点がございましたら、学校に連絡・相談してください。 

※医療従事者の皆様には感謝しかありません。ありがとうございます。 

 

※詳しくは学年だよりでご確認ください。 

日にち 曜日 学校行事等 

1 日 水 ２学期始業式 避難訓練 

2 日 木 発育測定 

３日 金 確認テスト 

６日 月 給食開始 

１０日 金 ５学テスト 

１６日 木 東部地区学力検査 

１７日 金 特別支援学級巡回アドバイザー来校 ５学テスト 

２０日 月 祝日 敬老の日 

２２日 水 新人戦地区予選 

２３日 木 祝日 秋分の日 

２４日 金 新人戦地区予選 ５学テスト 

２５日 土 新人戦地区予選 

２９日 水 小中陸上親善大会 中止 

３０日 木 新人戦（ハンドボール・柔道） ５学テスト 

 

1 日 金 新人戦（ハンドボール・柔道） 

2 日 土 英検 

４日 月 生徒会役員選挙 

15 日 金 中間テスト 
 

 
 
 
 
陸上部  

共通男子棒高跳 瀧田大輝 ８位 
共通女子四種競技 村山羽乃 ６位 
共通女子走高跳 村山羽乃  関東大会出場 
共通女子走高跳 村山羽乃  全国大会出場 

男子ハンドボール部  
 ベスト８ 
女子ハンドボール部 
 ベスト８         
ソフトテニス部  

個人（居戸咲哉・菊池奏多） 1 回戦惜敗 
女子バレー部 
 1 回戦惜敗 
バドミントン部 
 団体 男子 ２回戦惜敗 

  女子 １回戦惜敗 
 男子シングルス 篠田凌太郎 １回戦惜敗 
 男子ダブルス  篠田凌太郎・土屋裕希 ２回戦惜敗 
 女子ダブルス  田島潮音・若原蘭華 ２回戦惜敗 
男子卓球部  

団体 １回戦惜敗 
 シングルス 俵谷秀誠 ２回戦惜敗 

 吉澤渓太 １回戦惜敗 
ダブルス  原侑希・渡邊悠太 １回戦惜敗 

柔道部  
団体 １回戦惜敗 
個人 岸遼馬 １回戦惜敗 

澤田一輝 １回戦惜敗 
相撲 
 団体 ベスト８ 
 個人 澤田一輝 ベスト８ 
水泳  

２００ｍ女子平泳ぎ 山田澄  全国大会出場 
 １００ｍ女子平泳ぎ 山田澄  全国大会出場 
全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会１５～１６歳 

２００ｍ女子平泳ぎ 山田澄 第２位 
 １００ｍ女子平泳ぎ 山田澄 出場 
吹奏楽部  

埼玉県吹奏楽コンクール地区大会 B の部出場 



 

 

 ８月２２日（日）さいたま共

済会館にて『少年の主張大会』

の県大会が行われました。 

 『“普通”が人を傷つける』

という題材で、三郷市の代表

として堂々と発表してみせた

１年３組のアウク ナナ エル

シーさん。会場にいた方々の

心に響くこの発表は、見事に

埼玉県の『最優秀賞』となりました。当日の発表ももちろん見事だっ

たのですが、ここまでの

練習などの取組も大変素

晴らしいものでした。 

 この機会に、是非みな

さんも『普通』について

考えてみてはいかがでし

ょうか？ 

 

 三郷市では、８月２６日か

らの２学期が、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観

点から９月１日に延期とな

りました。本校では２７日を時差登校による自由登校日として設定

し、タブレット端末の引き渡し

などを行いました。 

この日は３０日、３１日で使

えるよう、短時間ながらタブレ

ットの動作確認を行い、各自が

ログインから課題の提出まで取

り組んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ７月２３日（金）から８月８日（日）まで行われた東京オリンピック！！！

本校は、本当に様々な場面でこのオリンピックに触れる機会をいただきまし

た。『ハンドボール日本代表 北中卒業生 吉野 樹選手への応援メッセージ』

ではハンドボール部員と生徒会役員が吉野選手へ熱いメッセージを書きまし

た。『聖火リレーでの吹奏楽部の演奏』では一丸となった演奏で聖火ランナー

に色を添えました。『陸上ギリシャ選手団の歓迎セレモニー』では間近で見る

筋骨隆々の選手に驚きが隠せませんでした。また、最終的には機材のトラブル

で見られなかった『聖火リレーパブリックビューイング in セナリオ』も今

となっては良い思い出です。 

 本物に触れたこの経験は、君たちの人生のどこかで輝くことでしょう。 

 

 

  

 ８月２４日（火）に

教職員の研修会を行

いました。内容は、県

学力学習状況調査、全

国学力学習状況調査や新体力テストの結果分析と考

察、防災研修として「HUG（避難所運営訓練）」です。 

 先生方も指導技術の向上や、知識の獲得に向けて、

日々研修を行っていま

す。この研修で得たもの

は、北中の生徒の皆さん

のみならず地域へも還

元してまいります。 

 

 

  

 

 

 

 

 ７月１６日、

生徒会クリー

ン作戦が行わ

れました。『生

徒が主体的にボランティア活動に参加することによっ

て、自己有用感を育むこと』と『地域社会と関わる直

接的な体験を通して、互いに支え合うという思いやり

の気持ちを育む』ことをねらいとして、生徒会本部が

中心となり進めてくれました。この日は１７１人もの

生徒が参加してくれました。 

 


