
令和３年４月号 むらさき薫る ４月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○規則正しい生活を心がけ、し
生徒数１年 222名 男子 120名 女子 102名 かかげて進む

っかりと健康管理をしよう。
２年 207名 男子 111名 女子 96名 この誇り

○家庭学習に計画的に取り組も
３年 230名 男子 105名 女子 125名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

う。
合計 659名 男子 336名 女子 323名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

入学式式辞より
校長 肥沼武史

新入生の皆さん、そして保護者の皆様、本日は誠におめでとうござい

ます。新入生の皆さん、今どのような思いで席についていますか。友達

はできるか、授業についていけるか、部活はどうするか、先輩は優しいか

等々、期待と不安が入り混じった思いではないでしょうか？でも、きっと大

丈夫です。なぜならばここにいるすべての新入生が同じような不安を感じ

ているからです。そして不安を感じる心こそが、成長の源になります。３

年間苦楽を共にする仲間です。支え合いながら、充実した日々を過ごし

て欲しいと願っています。

さて、私は先輩達にも先生達にも勇気を持って欲しいとお願いしていま

す。自分を成長させるためには現状から一歩踏み出すことが大切です。

でも未知の領域ですから勇気が必要になるのです。クラスメイトに声をか

ける、係や委員会に立候補する、授業中に挙手する、すべて勇気が必要

です。でもあなたが勇気を出して行動すれば、他の人にも勇気を与える

ことができます。そうすればクラス、学年全体が勇気に満ちてきます。み

んなが成長できます。勇気に満ちた学年になって欲しいと願ってやみま

せん。正しい行動や望ましい行動をとることには勇気が必要になる場合

もありますが、ぜひ、自らの心に勇気の火を灯し、他の人にもその火を移

して欲しいのです。３年間充実した日々が送れることを願っています。

保護者の皆様、制服を着た我が子の姿に、これまでの子育てのご苦

労を思い返した方も多かったと思います。北中学校職員全員でお子様の

成長を支援してまいります。不安なことや不明なことがありましたら遠慮

なく学年職員にお尋ねください。コロナ禍は当面、継続しそうです。急な

変更や不自由な生活を生徒たちに強いることになりますがご理解賜りた

いと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

＜２、３年生の保護者の皆様へ＞

昨年はコロナ禍でストレスフルな環境下でしたが、明るく前向きな活動が随

所に見られました。今後の成長が大いに期待できると楽しみでなりません。今

年も職員一丸となり頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。

転入職員紹介
職名 氏 名 教 科 前 任 校
教頭 鶴見 和弘 学校運営 春日部市教育委員会
教諭 柳橋 聖子 国語 三郷市立瑞穂中学校
教諭 酒井 君予 理科 三郷市立彦糸中学校
教諭 吉岡 希 数学 三郷市立彦糸中学校
教諭 松本 舞耶 国語 三郷市立彦成中学校
教諭 小池 瑞希 社会 三郷市立瑞穂中学校
教諭 太利 幸宏 保体 川口市立八幡木中学校
教諭 松尾 強 英語 三郷市立立花小学校
教諭 油谷 節子 英語 今年度より
教諭 原口 翔 社会 今年度より
教諭 坂口 太一 社会 今年度より
拠点 後藤 勝行 ― 三郷市立彦成中学校
SSS 桑原 千鶴 ― 三郷市立新和小学校
司書 柴垣 香奈 ― TRC図書館流通センター
SC 関口 康平 ― 今年度より

学年職員紹介
職名 氏 名 職名 氏 名 職名 氏 名
校長 肥沼 武史 教頭 鶴見 和弘 主幹 桑島 敦
１-６主任 渋川 学 ２年主任 満潮 智仁 ３-１主任 松元 崇仁
１-１ 尾﨑 隆彦 ２-１ 島本 桃太 ３-２ 松永 和也
１-２ 饗場 大 ２-２ 川津 美遥 ３-３ 増子 透
１-３ 小林 愛里 ２-３ 太利 幸宏 ３-４ 上野隆太郎
１-４ 市川 輝 ２-４ 田村 優奈 ３-５ 田口 卓嗣
１-５ 篠﨑 真 ２-５ 峯﨑 彩香 ３-６ 麻生田憲之
副担 酒井 君予 ２-６ 山澤 賢勇 副担 後藤実奈子
副担 柳橋 聖子 副担 松本 舞耶 副担 油谷 節子
副担 坂口 太一 副担 松尾 強 副担 小池 瑞希
副担 原口 翔 副担 吉岡 希 副担 黒崎はるか
養護 菊地あけみ あじさい 稲垣 英樹 あじさい 鈴木 佳祐
事務 岡田 裕美 校務 柳谷美奈子 あじさい 谷口 公平
さわやか 熱田 雅恵 校務 木村喜久枝 ALT ｽｺｯﾄ･ﾋﾞｻｷ
学校司書 柴垣 香奈 ＳⅭ 関口 康平 ALT ｺﾘﾝ･ﾍﾞｰﾙ
給食 宮原 朋子 給食 鈴木 直子 拠点 後藤 勝行

転出職員紹介
教頭 田村 重治 三郷市立彦糸中学校へ
教諭 中島 直子 三郷市立瑞穂中学校へ
教諭 小倍 正行 三郷市立彦成小学校へ
教諭 浜名 友子 三郷市立彦糸中学校へ
教諭 佐野 孝一 三郷市立栄中学校へ
教諭 櫻田 隆平 三郷市立前川中学校へ
教諭 海老名梨沙 吉川市立中央中学校へ
教諭 鈴木 理史 任期満了
教諭 樋口恵美子 任期満了
教諭 宮沢 行雄 退職

４〜５月の予定

日にち 曜日 学校行事等

4/7 水 準備登校

8 木 入学式・第１学期始業式

9 金 発育測定

12 月 給食開始 共通学活(学校生活)④

13 火 避難訓練⑥

15 木 第１期時間割 第１回保護者会(1・2年生)

16 金 第１回保護者会(3年生)

19 月 専門委員会 1年生総合健診 部活紹介⑤

5/12 水 通信陸上市内大会 木曜日程

13 木 育成会役員会・新旧理事会 通信陸上予備日

集金日 水曜日程

14 金 専門委員会

18 火 JOCオリンピック教室(2年生） 諸活動停止

19 水 JOCオリンピック教室(2年生)

20 木 県学力学習状況調査

21 金 中間テスト

27 木 全国学力学習状況調査

※４・5月の予定については変更になることがありますので

ご了承下さい。

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、毎週火曜日です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 関口康平 ／さわやか相談員 熱田雅恵



１・２年生 セナリオday開催
３月４日、１・２年生はセナリオデーを開催しました。１・２

学年でセナリオフィールド三郷をお借りし、５時間目に１年生が、
６時間目に２年生がのびのびと運動に取り組みました。クラスご
とにドッチボールや鬼ごっこをしたり、自由に友達と時間をすご
したりと、１時間をそれぞれが満喫しました。コロナ禍でなかな
か思いきり発散できない中、友達と楽しんだ貴重な１時間になり
ました。PTA道標発行

３月５日(金)PTA役員の方々に道標「令和3年
卒業おめでとう号」を発行していただきました。
卒業生の「３年間の思い出」や先生方からのメ
ッセージで構成されています。卒業生にとって
は、北中での３年間の生活を懐かしく振り返る
素晴らしい機会になりました。新しく新入生を
迎えた北中の益々の発展と卒業生の活躍を祈っ
ています。

卒業生を祝う会開催
３月４日、卒業生は５校時に卒業を祝う会を行いました。
コロナ禍により対面で行う事ができなかったため、今年
度は１・２年
生が心を込め
てつくってく
れた DVD を
視聴しました。
後輩たちから
の心のこもっ
たメッセージ
に、3年生は
とても真剣に、
しんみりと視
聴していまし
た。

第59回卒業証書授与式
令和３年３月15日（月）三郷市立北中学校の第59回卒業証書

授与式を挙行しました。今年度の卒業式はコロナ感染防止対策に
より、午前、午後にわけて行いましたが、とても厳粛な雰囲気の
中、素晴らしい卒業式になりました。卒業生の今後、益々の活躍
をお祈りいたします。

生きる教育講演会開催
2日(火)５・６校時、３年生は茨城県龍ヶ崎済生会病院の産婦

人科医の陳 央仁先生を講師としてお招きし、生きる教育講演会
を開催しました。陳先生には、子どもたちに「自分を大切に生き
てほしい」という願いを込めて、「性に関すること」「身体を守る
こと」「命を大切にすること」「自分を好きになること」など、今
後の生き方を示唆するたいへん貴重なお話をたくさんいただきま
した。卒業生の皆さんは、講演会で学んだことを糧として立派に
活躍してくれることと思います。陳先生におかれましてはたいへ
んお忙しい中を来校し熱心にご指導いただきありがとうございま
した。

１・２年生進路セミナー開催
3月18日（木）１・２年生は各学年３クラスにわけ、

１時間ずつ進路セミナーを開催しました。進級を前にし
て、中学校を卒業した後の自分の進む道について考える
よい機会になりました。県公立高校の入試問題について
も触れ、学習について振り返ることもできたと思います。
4月からそれぞれ進級し、北中の顔となる３年生、北

中の縁の下を支える２年生となりました。北中の素晴ら
しい伝統を繋いでいって下さい。

学校からのお願い
学校での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、
生徒並びにご家族に発熱等のかぜ症状があるときは、
登校を自粛していただくようお願いいたします。

令和２年度卒業生進路先 北中学校の先輩たちが努力して、自分で決めた進路先です。参考にしてください。
【埼玉県公立高校】 浦和(２) 大宮(１) 大宮工業(１) 春日部女子(１) 春日部東(１) 春日部工業(１) 川口(１) 川口北(２) 川口東(２) 越谷(１) 越谷北普通科(１) 越谷西(５) 越谷東(１) 越谷南(普通：６、外国語：１) 越谷総
合技術(情報技術：１、食物調理１) 誠和福祉(１) 草加(６) 草加西(１) 草加東(１５) 草加南(普通：７、外国語：１) 常盤(１) 三郷(２２) 三郷北(２３) 三郷工業技術(機械：４、電子機械：２、電気：１、情報技術：１、情報電子：１) 八潮(２)
八潮南(普通：１、情報処理：１) 吉川美南(２) 蕨(１) 市立浦和(１) 市立浦和南(１) 川口市立(普通：１、理数：１)狭山経済(１) 大宮中央(１)
【私立高校】郁文館(２) 浦和学院(１２) 浦和実業(３) 浦和麗明(１) 叡明(１０) 花咲徳栄(１) 科学技術学園高校(１) 我孫子二階堂(１) 駒込(１) 光英ＶＥＲＩＴＡＳ(１) 江戸川学園取手(１) 江戸川女子(１) 春日部共栄(２) 西
武台千葉(１) 仙台育英(１) 大森学園(１) 帝京(１) 東洋(１) 東洋大京北(１) 二松学舎柏(３) 白梅学園(１) 武蔵野星城(６) 武南(１) 本庄第一(１) 明治学院(１) 目黒学院(１) Ｎ高校(２) 飛鳥未来(１) ヒューマンキャン
パス(１)



進路先その他 家事手伝い（１） 欠員補充を受けた生徒（２）

保護者の皆様にお願い
☆学校での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため,、再度以下の点をご確認のうえ、ご協力をお願い致します。
1 同居家族に発熱等のかぜ症状が少しでもある場合には、生徒の登校は自粛していただきますようお願いします。
2 同居家族に発熱等のかぜ症状が少しでもある場合には、休日の部活動等への参加も控えるようお願いします。
3 同居家族が発熱等により病院でPCR検査を受けることが決まった場合は、速やかに学校に連絡をお願いします。

☆健康を維持するために規則正しい生活を心がけ、バランスのよい食事を心がけましょう。
ご家庭でのご協力をお願いします。


