
じき 令和４年１１月号 

住 所 三郷市泉２－１３－１ 

生徒数１年 226名 (男子 106名 女子 120名) 

   ２年 222名 (男子 121名 女子 101名) 

      ３年 206名 (男子 111名 女子  95名) 

    合計 654 名 (男子 33８名 女子 316名) 

   

 

 

 

ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１ 

ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１ 

 

苦手と向き合う 
校 長 広木 友和 

私  「勉強で不安なことや悩んでいることはある？」 

生徒Ａ「英語が苦手で、受験が不安です」 

生徒Ｂ「国語の勉強方法が分からなくて悩んでいます」 

 ９月下旬から、３年生一人ひとりと面接を行っています。 

受験本番まで３，４か月となりましたが、多くの３年生が様々 

なことに不安な気持ちになったり、苦手教科や分野の勉強方法で悩んだりしているよう

です。しかしながら、不安や悩みは自分一人だけが持っているのではなく、程度の差は

あれ、多くの人が抱えているんだと思うと、少しは気持ちが楽になるのでは。また、苦手

なことにどう向き合っていけばよいのか、様々な人に考えを聞いたり、その中でいいなと思

うことを実践したりすることで、気持ちに余裕も生まれてくるはずです。 

 「水泳が本当に苦手だった私が保健体育で『５』をとるためにやっていたこと」という

タイトルのネット記事が目に留まりました。１つ目は「できないことはだめなことでは

ないと認識する」とのこと。まず、できない自分を責める必要はないということです。２

つ目は「できないことに対して具体的に考える」とのこと。どうすればできるようにな

るのか、いろいろ考え実践することで、「次はできるかも･･･」と前向きな気持ちになっ

ていったそうです。結果としてできなかったとしても、そのことを楽しむくらいの気持

ちが大切とも・・・実技テストはそれなりでしたが、筆記テストは必死に勉強して高得点

とのことでした。苦手と向き合うためにはやはり、心の安定が必要なようです。 

 受験教科で苦手と向き合うにはどうすれよいか、様々な方法や考え方が、受験に関す

るネット記事や雑誌、新聞等にたくさん掲載されていますが、私の経験から１つ挙げる

とすると、ズバリ「質問名人」になることです。自分にとって難解な問題ではなく、少し

努力すればわかりそうな問題に絞り、わかるまで何回も質問することです。(わかったふ

りはＮＧ！)私は高校時代、数学はＣくん、英語はＤくんと、教科ごとに質問する友達を

決め、一人への負担を配慮、分かるまで何回も聞く「質問名人」を実践していました。 

      「何で熱々の緑茶が出てくるの？」愚息(次男)が高校３年の冬休みに短期 

留学、シアトルのスタバで抹茶フラペチーノを頼んだときのこと。衝撃を受

けると共に英語力のなさに愕然、その悔しさが苦手な英語に本気で向き合うき

っかけとなり、大学で英語サークルに入ったり塾に通ったりとの変貌ぶりで

した。(中高６年間、時に涙を流して英語には苦しんでいましたが･･･) 

 苦手と向き合うには様々な考え方やきっかけがありますが、決めるのは自分自身です。 

  

日にち 曜日 学校行事等 

１ 火 

彩の国教育の日 木曜日程 

３年生三者面談（～９日） 

３年生短縮４時間（～９日） 

２ 水 
食育指導（２－１２） 学習会（学習会日程） 

卓球男女個人戦県大会  

３ 木 
祝日 文化の日 

サッカー部・U13 埼葛南部地区予選 

４ 金 ５学テスト（５学日程） 

５ 土 
北中フェスタ(9:00～12:00) 

埼玉県中学校駅伝大会（男子出場） 

６ 日 ハンドボール県大会１日目 

７ 月 集金引落 食育指導（２－３４） 柔道個人戦県大会 

８ 火 ハンドボール県大会２日目 

９ 水 

食育指導（２－５６）  

柔道団体戦県大会 ハンドボール県大会３日目 

小・中学校５年経験者研修異校種授業研修会 

１０ 木 
第２回東部地区学力検査（３年生） ３年生短縮５時間 

実力テスト（１・２年生） 

１１ 金 
市研究委嘱発表 金１２４６３  

ハンドボール県大会４日目 

１２ 土 吹奏楽部・アンサンブルコンテスト 

１４ 月 県民の日 

１５ 火 第Ⅱ期時間割開始 

１６ 水 ２年生職場訪問 市内小中音楽会 

１７ 木 ３年生諸活動停止期間（～２２日） 

１８ 金 ５学テスト（５学日程） 

１９ 土 全学年諸活動停止期間（～２５日朝） 

２１ 月 ３年生期末テスト１日目 ３年生短縮４時間 職員会議 

２２ 火 ３年生期末テスト２日目 ３年生短縮４時間 

２３ 水 祝日 勤労感謝の日 三郷家読の日 

２４ 木 １・２年生期末テスト１日目 １・２年生短縮４時間 

２５ 金 １・２年生期末テスト２日目 １・２年生短縮４時間 

２６ 土 三郷市子どもフォーラム 

３０ 水 学習会（学習会日程） 

三郷市立北中学校だより  きたちゅうものがたり むらさき薫る 

わが校旗 

かかげて進む 

この誇り 

北中 HP 
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左記の表にあるように、１１月は様々な予定

がいっぱいです。スポーツの秋、芸術の秋、読

書の秋など、過ごしやすい気候の中で、様々な

体験と学びを紡ぐ季節に入りました。 

１０月に引き続いての運動部の県大会や、駅

伝県大会、サッカー部の１３歳以下の大会や吹

奏楽部のアンサンブルコンテストなど、北中生

の活躍が期待される場面が今月も多いです。 

また、実力テストや期末テストなど、これま

で紡いできた学びの成果を発揮する場面があり

ます。具体的な目標を設定し、その目標を達成

するために、学校教育目標である「気づき・考

え・実行する」を大切にしましょう。 

新人体育大会県大会結果（敬称略） 

陸上 Ｓさん 男子走高跳第５位  

Ｓさん 男子棒高跳第６位   

Ｍさん ４種競技第６位  

新体操  Ｈさん リボン・フープ出場 

 

三郷市中学校駅伝大会結果（敬称略） 

男子駅伝チーム 優勝 

Ｉさん Ｋさん M さん Yさん Yさん 

S さん K さん O さん Nさん 

女子駅伝チーム 準優勝 

S さん W さん M さん Mさん 

Nさん Tさん A さん M さん 

 

 
美術部チョークア

ート Sさん  

Tさん Hさん  

Nさん Yさん 

作成  

N さんの保護者の方から、新品同様の卓

球台を男女卓球部に寄付していただきまし

た。おかげさまで、毎日充実した練習をさせ

ていただくことができ、個人戦で２名県大会

に出場することが決定しました。ありがとうご

ざいます。応援に感謝し、これからも頑張りま

す！        男女卓球部一同 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

埼玉県では、教育

に対する関心と理

解を一層深める機

会として、毎年 11

月 1日を「彩の国教育の日」、11

月 1日から 7日までを「彩の国教

育週間」としました。教育の日を

含む、教育週間には、家庭、学校、

地域社会の連携のもとに、教育に

関する様々な取組を推進します。 

 

 

いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。埼玉県は、１１

月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。 

いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してくだ

さい。 

○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 小・中・高校生の「いじめ」に関する通報 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

 ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが  

目的であり、相談に対する返信は行いません。 

 ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送 

信したことがわからないように調査・対応します。 

 

 

～ケアラー支援に対する理解と協力の輪を広げます～ 

県では、11 月を[ケアラー月間]として定めました。月間中は、フォーラ

ムの開催などケアラーのことを知ってもらい、支援に対する協力の輪を広

げ、ケアラーが孤立することのない社会の実現を目指します。 

＜参考＞ ケアラーとは  埼玉県ケアラー支援条例では、ケアラーを高齢、身体上、

精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対

して、無償で介護、看護に日常生活上の世話その他の援助を行っている人のこととし

ています。このうち、１８歳未満の人をヤングケアラーと定義しています。 
 

＜お知らせ＞ 
１０月１８日 SC 小池さんにお子さんが誕生しました。３３９６ｇの元気な女の子で、

母子ともに健康とのことです。名前はこれからだそうです。おめでとうございます！ 

 

１０月２７日（木）に、３年ぶりに文化会館で合唱コンクールを行い

ました。コロナ禍での制限の中、どのクラスも工夫して練習を重ねてこ

の日を迎えました。当日は１８クラス全てのクラスが全力を出し切り、

素晴らしいハーモニーがホールを包み、心と心が歌で繋がりました。 

１０月２１日（金）に、延期された市内駅伝大
会が県立みさと公園で行われました。男子１位、
女子２位という輝かしい結果でしたが、それ以上
にここまでの取組が素晴らしいものでした。 

１０月２０日（木）

に、学校運営協議会を
行いました。最初に生
徒代表として生徒会長
と副会長から話があ
り、その後、学校と地域
のとの関りについて意
見交換を行いました。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html

