
じき 令和４年８･９月号 

住 所 三郷市泉２－１３－１ 

生徒数１年 225名 (男子 106名 女子 119名) 

   ２年 223名 (男子 121名 女子 102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) 
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校 長 広木 友和 

〇「自分には、よいところがありますか」 

 ＊肯定回答率 本校８６．７％ 全国７８．５％(全国との差＋８．２％) 

(肯定回答率とは・・・四肢択一で、当てはまる、または、どちらか 

というと当てはまる と回答した生徒の割合) 

４月に３年生が実施した全国学力・学習状況調査質問紙 

調査の結果です。多感な中学生の時期、他者との比較で、 

自分のよさに気づけなかったり、褒められたり認められた 

りする経験が少なかったりすると、高い数値がでないことが中学生の現実です。そのよ

うな中、黄色学年は、多くの生徒が自分のよさに気づけているということは、家庭や学

校生活に安定感や満足感を感じているとも捉えることができます。コロナ禍の中、２年

前の６月に入学し、様々な制約や我慢の続いている中学校生活ですが、その中で“自分

磨き”が丁寧にできていることは、各ご家庭での適切な子育てによるところが大きく、

保護者の皆様には改めて感謝申し上げます。自分のいいとこ探し(「自己肯定感」の高さ)

が「学びを紡ぎ、夢を叶える北中」を目指すための土台ともなるのです。 

〇「学校からの課題で分からないことがあったとき、どのようにしていますか」(複数選択) 

  ＊「友達に聞く」を選択 本校７６．２％ 全国６６．８％ (全国との差＋９．４％) 

 今年度の本校の最重点「学びを紡ぐ」のスローガンを「一人学び・二人学び・集団学び

を楽しむ！」としています。その「二人学び」については、学校だより５月号で“質問名

人”として、そのよさを紹介しましたが、うれしい調査結果となりました。このことは、

他者との関係が良好な集団(学年やクラス)でないと高い数値にはなりません。黄色学年

の生徒どうしの関係のよさを表す数値でもあり、居心地のよい学年集団と捉えることも

できます。他人のいいとこ探し(相互に人として無条件に尊敬しあう態度)が丁寧にできて

いる成果でもあり、「二人学び」や「集団学び」を楽しむための土台ともなるのです。 

 自分のいいとこ探しで、スポーツドクターの辻秀一さんは、「自己存在感」の必要性を説

いています。それは、「自分の外側にある条件や評価、常識、比較ではなく、自分自身や

内側にある心持ちや感情などの存在に目を向け、ありのままの自分を受け入れること」

が必要だとのこと。このような「自己存在感」の基に生きられるようになれば、見栄など

不要な人生になるそうです。気負わず、いいとこ探しができそうですね。 

 ２学期もコロナ禍の影響、また、校舎改修工事で、様々な制約や我慢が続きますが、心

は元気に、全校生徒と先生方で、自他のいいとこ探しを紡いでいきましょう。 

  

日にち 曜日 学校行事等 

２９ 月 短縮３時間 学年時間割  

３０ 火 短縮５時間 学年時間割 ⑤避難訓練 給食開始  

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 

QR コード 

夏季休業期間中に、県大会・関東大会・全国大会等で

北中生が躍動しました。出場した３年生はこの３年間の

全てを出し切れたと思います。ハンドボール部の県大会

男女優勝が「朝日新聞ジュニアプレス埼玉８月号」で

大々的に紹介されるという嬉しい出来事もありました。 

９月１５日から約２週間、新人地区予選があります。

２年生を中心に、新たな歴史を紡いでいきましょう。 

学校総合体育大会全国大会結果（敬称略） 

相撲 Ｓさん 予選リーグ惜敗（１勝２敗） 
 

学校総合体育大会関東大会結果（敬称略） 

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 

相撲 Ｓさん 個人戦ベスト８ 
 

学校総合体育大会県大会等結果（敬称略） 

男子ハンドボール部 優勝 

女子ハンドボール部 優勝 

相撲 Ｓさん 個人戦準優勝 

柔道部 Ｍさん(90kg 超)    個人戦 2 回戦敗退 

Ｎさん(81kg 以下)  個人戦１回戦惜敗 

男子バドミントン部 Ｎさん個人戦シングルス 2 回戦惜敗 

陸上部 予選惜敗 Ｉさん・男子 1500m Ａさん/Ｏさん/Ｓ

さん・男子棒高跳 Ｎさん・1 年女子 800m   

Ｙさん・3 年男子 100m  Ｂさん・2 年男子 100m   

Ｊさん・1 年男子 100m  Ｈさん・女子砲丸投 Ａさん/Ｙ

さん/Ａさん/Ｂさん・男子 4×100m   

Ｍさん・男子 3000m  Ｓさん・女子 1500m  Ｉさん・

110mH  Ｔさん・Ｅさん/3 年女子 100m  Ｍさん/Ｍさ

ん・2 年女子 100m  Ｅさん・女子走り幅跳 

女子卓球部 Ａさん・Ｓさん 個人戦ダブルス１回戦惜敗 

新体操 Ｈさん 個人戦県大会出場   

水泳 Ｎさん １００ｍ背泳ぎ予選惜敗 
 

吹奏楽部 埼玉県吹奏楽コンクール地区大会中学校 B の部銀賞  

 

日にち 曜日 学校行事等 

２ 金 第 2 回東部地区テスト（3 年） 

５ 月 集金引落 第 5 回前期専門委員会 

６ 火 新人地区予選代表者会議 短縮 5 時間  火 65321 

８ 木 ５学テスト 短縮 5 時間 木 12346 

９ 金 
中学校学校公開（来年度入学保護者

のみ） 短縮５時間 金 12356 

１０ 土 
中学校学校公開（来年度入学児童及び保護者のみ）  

新入生説明会 月２３４５１ 

１２ 月 振替休日 

１３ 火 生徒集会（新人地区予選壮行会） 特別日程  

１４ 水 水１２５６＋薬物乱用防止教室 学習会 

１５ 木 新人地区予選中心日１日目 短縮３時間 給食あり 

１６ 金 新人地区予選中心日２日目 短縮３時間 給食あり  

１７ 土 新人地区予選中心日３日目 

１９ 月 祝日 敬老の日 

２０ 火 新人地区予選予備日 

２１ 水 新人地区予選予備日 

２２ 木 新人地区予選（バド） ５学テスト 

２３ 金 祝日 秋分の日 

２６ 月 新人地区予選（ハンド） 

２７ 火 新人地区予選（ハンド） 

２８ 水 学習会 

２９ 木 職員会議 新人地区予選（柔道） 短縮 5 時間 木 13456 

３０ 金 新人地区予選（柔道） 



 

 

７月４日にスクールカウンセラーさんとさわやか相談員さんに講師

をしていただいた集会の様子です。専門的な立場からとても大切な話

をしていただきました。決して 1人で悩まないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 月 21 日にセナリオハウスフィールドで三郷市市制５０周年記念

として巡回ラジオ体操が行われ、多くの北中生が参加してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の子どもたちは、 

プログラミングを学習 

することが必須となり 

ました。北中生に限ら 

ずこれからの時代を担 

う若者には必要な学習 

となっています。 

  

 

７月５日に４期連続パラリンピックに出場した神保康弘

さんを講師に招いて１年生が車いすバスケを体験しました。

新たな景色を見ることができた貴重な１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月８日に更生保護女性会や保護司会の皆様に御来校い

ただき、あいさつ運動を行いました。さわやかな空の下で行

われたさわやかなあいさつは社会を明るくするものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で感染対策を徹底して行った調理実習では「蒸し

パン」を作りました。とても美味しく出来上がりました。 

 


