
北中学校学校だより 平成２９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

○５分前行動をし、時間に余裕
生徒数１年 ２１９名 男子１１８名 女子１０１名 かかげて進む

を持って生活しよう。
２年 １７２名 男子 ９６名 女子 ７６名 この誇り

○一つ一つの生活態度をきちん
３年 １７８名 男子 ９９名 女子 ７９名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

としよう。
合計 ５６９名 男子３１３名 女子２５６名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

チャレンジ新北中スタート
校長 大塚正樹

あたたかい季節になり、校庭の桜も美しい花を咲かせており
ます。

本日、市内の中学校で最も多い２１９名の新入生が、明るい
返事ときらきら輝く瞳で、入学し、平成２９年度がスタートし
ました。新入生の入学を心より歓迎するるとともに、進級した
２・３年生のさらなる成長を期待しております。

本校は年度当初人事異動で、８名が退職や異動し、１１名の
教職員が転入しました。開校５６年目を迎える本年度は２０年ぶり
に６学級の復活と特別支援学級あじさい学級の新設があり、５６９名
の生徒と３９名の教職員となりました。

昨年度より「夢を叶える北中」をスローガンに、学校生活で
は伝統ある「あじさい運動」と家庭生活では「ほしぶどう」を
合い言葉に、夢を実現させるため、目標をもち、計画をたて、
日々努力を重ねるよう指導して参りました。

本校の教育目標「気づき、考え、実行する 自ら考え、進ん
で学ぶ生徒 思いやりをもち、協力する生徒 心身ともに健康
な生徒 誇りをもつ生徒」の実現のため、智徳体のバランスの
とれた教育、学力向上、道徳教育の充実、いじめ防止の徹底 、健
康で粘り強い生徒の育成を目指し、チャレンジして参ります。

家庭・地域の皆様方におかれましては、引き続き、生徒の望
ましい成長に向けご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

かけがえのない命を大切に
４月６日（木）から１５日（土）までの１０日間、「春の全国交通

安全運動」が展開されます。平成28年中の県内の交通事故死者数は

151人で、昭和30年以降で最も少ない人数となりましたが、自転

車乗用中の交通事故死者数は33人で、全国ワースト2位と厳しい状況

にあります。自転車を運転するときは「いつも車は来ないから・・・」

などと油断せず、自宅付近の通り慣れた道でも十分に安全を確認しま

しょう。北中学校は自転車通学率96％で、1学期は１年で最も交通事

故が多い学期です。並進(並んで走ること)は禁止です。登下校の際は、

必ずヘルメットを着用しましょう。交通ルールを守って交通事故をな

くしましょう。

転入職員紹介
職名 氏 名 教 科 前 任
教諭 平林 恵 保健体育 越谷市立富士中
教諭 兵藤恵梨香 英語 川口市立西中
教諭 篠崎 真 理科 越谷市立大袋中
教諭 峯﨑彩香 家庭 行田市立太田中
教諭 上野隆太郎 技術 新卒
教諭 増子 透 数学 新卒
教諭 町田知也 特支・英語 三郷市立立花小
教諭 藤原良浩 英語 越谷市立西中
教諭 瀧島 良 社会 三郷市立前川中
教諭 高橋寿子 数学 三郷市立南中
教諭 新谷しづ恵 理科 三郷市立彦成中

学年職員紹介
校長 大塚 正樹 教頭 鈴木 敦 教務 平野 勉
１-１ 谷藤 彰 ２-１ 桑島 敦 ３-１ 中三川真弓
１-２ 兵藤恵梨香 ２-２ 平林 恵 ３-２ 渡辺 光
１-３ 山澤賢勇 ２-３ 小倍正行 ３-３ 大内彩記子
１-４ 峯﨑彩香 ２-４ 川村高範 ３-４ 中井俊吾
１-５ 篠崎 真 ２-５ 平林 渉 ３-５ 大谷正視
１-６ 細津 誠 副担 瀧島 良 副担 宮沢行雄
副担 増子 透 副担 藤原良裕 副担 佐藤 健
副担 饗場 大 副担 上野隆太郎 副担 斉藤晃嗣
副担 浜名友子 養護 菊地あけみ 事務 岡田裕美
副担 稲垣英樹 校務 相馬 千鶴 給食 佐渡孝子
特支 町田知也 ALT ｵｰｳｪﾝ･ﾀﾞｶﾞﾝ ＳＣ 佐藤栄子
拠点 髙橋寿子 拠点 新谷しづ恵 さわやか 佐々木さやか

転出職員紹介
職 名 氏 名 本校在籍 転出先
主幹教諭 石井 広昭 ２年 三郷市立前川中
教 諭 石合 一恵 ８年 越谷市立南中
教 諭 佐藤 達也 ５年 春日部市立谷原中
教 諭 津久井 望 ５年 八潮市立八條中
教 諭 柴田 智大 １年 蓮田市立蓮田中
教 諭 谷口 令子 １年 三郷市立早稲田中
教 諭 和田翔太朗 １年 未定
教 諭 中村 香子 １年 退職
教 諭 加藤 雄大 ５年 埼玉大学教職大学院

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

４月のスクールカウンセラー勤務日は、

２０日(木)です。今年から木曜日になりました。

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

４･５月の予定
日 曜日 行 事
７ 金 準備登校
10 月 第56回入学式・第１学期始業式
11 火 発育測定・教科書配布(油性ペン忘れず)・写真

撮影
12 水 給食開始・新入生テスト(１年生)／４５×５
13 木 埼玉県学力学習状況調査(全学年)／生活集会／

安全集会
14 金 ４５×５
17 月 木曜授業／１年総合検診／対面式＆部活動紹介
18 火 全国学力学習状況調査(３学年)
19 水 第Ⅰ期時間割開始
20 木 月曜授業／保護者会(全学年)／５校時公開
21 金 専門委員会／特別日程／内科検診３－１．２
24 月 職員会議
25 火 内科検診３－３～５
26 水 自転車安全利用日／歯科健診１－１～４
27 木 特別日程／内科検診２－１～３
28 金 １年生本入部締切日
29 土 昭和の日
5/ １ 月 開校記念日(学校は休み｡部活動は顧問に確認｡)
２ 火 離任式
８ 月 心臓精密検査／前期教育実習開始
９ 火 集金日／ギリシャ大使による講演会
10 水 通信陸上市内予選／尿検査一次
11 木 市教研総会４５×４／尿検査一次
12 金 中間テスト

詳しくは学年だより

をご覧ください。



卒業生答辞骨子
卒業生代表 酒井 真白

溢れ出す春の光の粒が、空と大地を少しずつ暖め、厳しか
った冬の終わりを告げようとしています。花咲く日を待ちわ
びる想いは風となり、この学舎に、そして私達の心に吹き渡
っています。卒業に際し、私達の胸の中は、北中で過ごした
かけがえのない思い出で満たされています。

全てが新鮮だった一年生。新しく出会った友達。初めての
部活動。……

先輩という立場になった二年生。後輩へ指導することがど
れだけ難しいことかに気付かされました。……

北中を背負い、自分と向き合った三年生。初めて縦割りとなった第５１回大運動会。クラスだけでなく、
団や部など他学年と「一致団結」することで、「北中魂」と「新たな伝統」を未来へつなげることができ
ました。……こうして歩んできた道を振り返ると、その時の想いや景色が鮮明に心に浮かんできます。泣
いたこと。笑ったこと。眩しく見えた夕焼け空。一つ一つの思い出が、私達にとって「誇り」です。
この三年間、たくさんの方々にお世話になりました。勉強だけでなく、人として大切なことを教えてく

ださった先生方。校長先生の面接では、私達に、夢を叶えるための道標を示していただきました。時に厳
しく、時に優しく指導してくださった一つ一つのことが、私達にとって宝物です。本当にありがとうござ
いました。

在校生の皆さん。頼りない先輩だったかもしれませんが、私達を信じ、ついてきてくれてありがとうご
ざいました。先輩として皆さんに教えている中で、私達自身もたくさんのことに気付き、成長することが
できました。私達のことを一番に理解し、常に支えてきてくれた家族。ここまで私達を育ててくれてあり
がとうございました。困らせたり悲しませたりしてしまうこともあったと思います。それでも、いつでも
私達を信じ、どんなときでも味方でいてくれたことで、何度も助けられました。まだまだ迷惑をかけてし
まうと思うけれど、見守ってください。そして、ここまで一緒に歩んできた仲間達。切磋琢磨し成長する
ことができた部活動や、協力して作りあげた行事、何気ない毎日。そんな一つ一つが、特別でとても大切
な思い出です。この先も、忘れることはありません。三年間、本当にありがとう。伝えたい想いはたくさ
んあるけれど、伝えられる言葉がなかなか見つかりません。……

私達は今日、北中学校という温かな巣を旅立ち、夢へ向かって新たな一歩を踏み出します。私達は今ま
で、様々な場面で絆を深め合ってきました。「絆」という字は、糸の半分と書きます。「絆」という結び付
きは、一本の糸の半分ずつを、お互いに握っているということではないでしょうか。私達は、百七十一本
の、目には見えない糸の半分ずつを、この手に握っています。この先進む道は、決して平坦な道ばかりで
はありません。一人ではどうしても進めないとき、その糸を辿っていけば、一緒に進んでくれる仲間と巡
り会うことが必ずできるはずです。だからどうか、その糸を離さずに大切に握り続けていてください。こ
れからも、未来へと続くこの道を、共に歩んでいきましょう。

平成２９年３月１５日

３月１３日の卒業式予行後に3年生、
３月２４日の終了式後に1，2年生の表彰がありました。
多方面で北中生が活躍し、充実した表彰集会となりました。

埼玉県小中学校児童生徒美術展埼葛地区展覧会
（平面の部）金賞 大澤綾子､銀賞 浅井真緒､三上太嗣｡
（立体の部）金賞 吉田光佑､銀賞 横山怜音､和田美結｡
第８回彩の国みどりの作文・絵画コンクール
（絵画 中学校の部）入選 大澤綾子､堀之内美雨､中村璃々亜｡
（作文 中学校の部）入選 高野萌楓､恩田遥｡
第６９回埼玉県書き初め展覧会優良賞 小俣琴美､篠田和佳奈｡
埼玉県読書感想文コンクール 特賞 福澤奈々美｡
実用英語技能検定準２級 和田一輝｡
第３０回会長杯争奪中学生バドミントン大会２年生女子シングルスＡブロック第３位 加藤 響｡
三郷市体育協会優秀選手賞

バドミントン部 加藤 響､石川穂乃香､優秀団体賞 ハンドボール部女子､柔道部｡
バレーボール部埼玉県ジュニア選手権バレーボール大会Cブロック１位｡
平成２８年度教育長杯バレーボール大会優勝 北中Ａ､３位北中Ｂ｡
平成２８年度健康コンクール努力賞 加藤佑実｡
平成28年度三郷市選挙啓発ポスターコンクール 入選 小関藤乃､篠田友雅､東條太哉｡
第４５回三郷市小中学校書き初め競書会

特賞 小俣琴美､篠田和佳奈､
金賞 大澤綾子､塩畑陽菜､森心美華､長里玲音､清嶋美緒､高津歩美､出川由希菜､早船綾音､

河野凜､菊池夕夏､宮田陽一翔､青山琴音､今井千尋､宮田夏一翔､伊田陽奈子､谷古宇陸真､
山田杏優､根本陽奈､金子真子｡

銀賞 鬼澤史奈､泰山明日香､管野心桜､清黒瞳太､嶋根心優､宇髙千朝､榎本雪来､岡田実莉､
篠田朱里､三上太嗣､中村璃々亜､舟橋 崇太､倉谷真由､森 春菜､江口望優､福澤奈々美､
園田愛梨､宇田川結衣､恩田 遥､高鹿未来､鈴木希美､吉井海夕､長野倫果､和田美結｡

平成29年度埼玉県選抜第一次候補選手野球部滝口仁理｡
三郷市学生バドミントン大会中学男子ダブルス１部第１位 島根 潤､岡本 星哉｡
三郷市学生バドミントン大会中学女子ダブルス１部 第１位 加藤 響､石川 穂乃香｡
三郷市学生バドミントン大会中学男子ダブルス２部 第１位 石川 琉佳､神田 恵生｡
三郷市学生バドミントン大会中学男子ダブルス２部 第４位 村上 晴輝､川崎 翔太郎｡
全国家読ゆうびんコンクール佳作 斉藤千鶴､嶋根心優｡ (敬称略)

部活・文化面の表彰

ｲﾝﾀｰＡ地区土地区画整理組合よりご寄贈
インターＡ地区土地区画整理組合より、下記の品々をご寄贈いただきました。大切に使わ

せていただきます。ありがとうございました。
1 特別教室エアコン工事一式(第１．２理科室、美術室、音楽室)
2 式典で使用する校旗一式
3 吹奏楽部が使用する「マリンバ」、「ティンパニー」
4 体育祭で使用する「むかで用ベルト」
5 ハンドボール部で使用する「防球フェンス」
6 バスケットボール部で使用する「ファウルライト」
7 テニス部で使用する「防球フェンス」
8 野球部で使用する「ピッチングマシン」
9 卓球部で使用する「卓球マシン」

10 北校舎下駄箱改修、新教室用教壇新設
11 合唱練習用アルミ台(体育館でひな壇を作って練習するときに使用)１クラス分
12 ゴールウエイト(ゴール転倒防止用の重り)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部全国大会で活躍
富山県氷見市で開催された第12回全国中学生ハンドボール選手権大会に、埼玉県代表として出場し

た北中学校女子ハンドボール部は、1回戦で地元富山県代表の氷見十三中学校と対戦しました。前半は、
13対11の2点リードで折り返しましたが、後半9対11で同点に追いつかれました。延長前半は2対2
の同点、延長後半は0対2で逆転され、惜しくも敗退しました。全力で健闘した選手達を讃えると共に、
応援してくださいました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

【青野真奈 主将のことば】
富山で行われた全国大会に出場してきました。地元のチー
ムとあたり、大声援の中での試合で、とても緊張しました。
結果は逆転負けという悔しい結果になりました。敗因は精
神面での弱さでした。技術力を上げることはもちろん大切
ですが、メンタルの強化も課題とし、日々執念を持って練
習していきたいと思います。そして、学総大会ではパワー
アップした北中ハンドボール部をお見せできるように頑張
ります。

ｲﾝﾀｰＡ地区土地区画整理組合よりご寄贈
インターＡ地区土地区画整理組合より、下記の品々をご寄贈いただきました。大切に使わ

せていただきます。ありがとうございました。
1 特別教室エアコン工事一式(第１．２理科室、美術室、音楽室)
2 式典で使用する校旗一式
3 吹奏楽部が使用する「マリンバ」、「ティンパニー」
4 体育祭で使用する「むかで用ベルト」
5 ハンドボール部で使用する「防球フェンス」
6 バスケットボール部で使用する「ファウルライト」
7 テニス部で使用する「防球フェンス」
8 野球部で使用する「ピッチングマシン」
9 卓球部で使用する「卓球マシン」

10 北校舎下駄箱改修、新教室用教壇新設
11 合唱練習用アルミ台(体育館でひな壇を作って練習するときに使用)１クラス分
12 ゴールウエイト(ゴール転倒防止用の重り)


