
北中学校学校だより 平成２８年 ７月号 ７月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ むらさき薫るわが校旗

○長期休みに向け、身だし
生徒数 １年 172名 男子９６名 女子７６名 かかげて進むこの誇り

なみや生活リズムを整え
２年 179名 男子９９名 女子８０名

よう。
３年 171名 男子９１名 女子８０名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

合計 522名 男子２８６ 女子２３６名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

７･８月の予定
30 木 期末テスト１日目

１年①理科②英語③技家④保体

２年①国語②数学③技家④音美

３年①数学②理科③英語④保体

７/１ 金 期末テスト２日目

１年①国語②社会③音美④数学

２年①英語②理科③保体④社会

３年①社会②国語③技家④音美

４ 月 専門委員会

６ 水 表彰集会

７ 木 ３年生 性に関する授業

８ 金 自転車安全利用日

12 火 数学科合同教科会

13 水 保護者会

14 木 職員会議

15 金 給食最終日

16 土 第2大場川ｸﾘｰﾝ作戦

18 月 海の日

19 火 生徒会ｸﾘｰﾝ作戦

20 水 終業式

21 木 夏季休業日

８月

23 火 １・２・３年生登校日

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

７月のスクールカウンセラー勤務日は８日(金)、２２日(金) です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００

さわやか相談員 佐々木さやか／ＳＣ 堀江美香

学校総合体育大会
バドミントン 男子団体 ２位 県大会出場

女子団体 ２位 県大会出場
女子シングルス 加藤 響 準優勝 県大会出場

石川 穂乃香 ベスト８進出
女子ダブルス 加藤・石川 ３位 県大会出場
男子ダブルス 鈴木・重村 ５位 県大会出場

柔 道 団体 準優勝（決勝で吉川南に敗戦）県大会出場
個人戦 舟橋 ６０キロ級 １位 県大会出場

石川 ８１キロ級 ２位 県大会出場
杉村 ８１キロ級 ３位
前田 ９０キロ超級 ３位 県大会出場
坪谷 ９０キロ超級 ３位 県大会出場

卓 球 団体 ３勝５敗 第６位
個人戦 ダブルス岡本・篠田 ベスト８

バスケット １回戦 彦成中戦 勝利
２回戦 吉川南中戦 ４１－６１ 敗退

サッカー １回戦 栄中戦 ３－０ 勝利
２回戦 吉川南中戦 １－０ 勝利
準決勝 ２－０ 勝利
決勝 対吉川中央中戦 １－２ 惜敗
準優勝 代表戦へ

ソフトテニス 個人戦 佐藤・田中 準優勝 県大会出場
団体 ２回戦敗退

バレーボール １回戦 早稲田中 ２－０ 勝利
２回戦 吉川中央 ２－０ 勝利
準決勝 ２－０ 勝利
決勝 対松伏中戦 フルセット 惜敗
準優勝 代表決定戦 対南中戦 ２－０ 勝利
代表戦へ

野 球 １回戦 吉川南中戦 １－６ 敗退
ハンドボール 男子 １回戦 対吉川南中戦 ２５－１３ 惜敗

県大会出場
女子 １回戦 対吉川中央中戦 勝利

決勝戦 対吉川南中戦 ２３－２２ 勝利
優勝 県大会出場

小さな努力の積み重ねが夢を叶える！小さな努力の積み重ねが夢を叶える！
校長 大塚正樹

暑さが一段と厳しくなる中、先月は、生徒集会、生徒総会、
学校総合体育大会…等北中生は、多くの行事を精一杯頑張り、
新たな感動の物語のページが増えていると思います。

中でも、学総大会では、どの部も一人一人が精一杯頑張り素
晴らしい試合を展開しました。県大会にも多く出場を決め、３
年生は引退した生徒もいますが、１・２年生に伝統を引き継ぎ、
この大会で感動を味わい、多くの事を学び大きく成長したよう
に見えます。一緒に活動した仲間や親、顧問の先生や部活動が
できた環境にも感謝し、次のステップに進んでほしいです。

また、校長面接も３年生の半分が終わり多くの生徒が自分の
夢について話してくれます。「私は将来○○になりたいです」「私
は○○高校や大学をでて、得意な○○を生かした仕事に就きた
いです」「そのため平日は３時間、休日は午前中、午後２時間ず
つ勉強しています」「心配なことは苦手教科の克服です」「私は
中学校では挨拶運動や行事、部活を頑張りました」等から「ま
だ家庭学習は平均１時間くらいです」という心配な人まで…夢
を叶える北中の実現のため、日々の努力を続けてほしいです。

先日、ヒットの世界記録を樹立したメジャーリーグのイチロ
ー選手も次のような名言を残しています。自分との戦いが最も
大変です。やる気が出ないとき、参考にしてください。
「夢を掴むことというのは一気には出来ません。小さなことを
積み重ねることでいつの日か信じられないような力を出せるよ
うになっていきます。」
「そりゃ、僕だって勉強や野球の練習は嫌いですよ。誰だって
そうじゃないですか。つらいし、大抵はつまらないことの繰り
返し。でも、僕は子供のころから、目標を持って努力するのが
好きなんです。だってその努力が結果として出るのはうれしい
じゃないですか。」
「苦悩というものは前進したいって思いがあってそれを乗り越
えられる可能性のある人にしか訪れない。だから苦悩とは飛躍
なんです。」

７月は一学期まとめの時期です。「期末テストの復習」「部活」
「受験勉強の取組」…等、日々の努力を振り返り、小さな積み
重ねを大切にし、次の目標に向けて努力を続けましょう。中学
時代の夏は、身体的にも､精神的にも大きく成長します。地域や
保護者の方にもあたたかい目で育てていただき、北中生が素直
に真っ直ぐ伸びていくことを期待します。

夢を叶える北中

詳しくは学年だよりを

ご覧ください



生徒集会(学総大会壮行会) ６／８ ８日、学総大会に向けて

の壮行会を行いました。ど

の部の部長も堂々とした態

度で決意を語りました。応

援する生徒の態度も立派で

した。

生徒総会 ６／１３
１３日、生徒総会を行いました。今年度、生徒会は

どのような活動方針で臨むのか。皆さんのご家庭から

お預りした生徒会費はどのように使われるのか。各部 ●学期末保護者会は、７／１３(水)13:50～15:

の活動内容、予算はどうなっているのか。などについ 40に行われます。学期のまとめの 保護者会

て、真剣な討議がなされました。また、今まで活動し ですので、奮ってご参加ください。また、学

てきた体育委員会は、来年度は専門委員会ではなく行 校や担任への疑問･質問などございましたら、

事の「運動会実行委員会」として活動することが決定 お気軽にお声かけください。

されました。今年から選挙権年齢が１８歳になり、選 １学年 ２学年 ３学年 お願い
●三者面談は、各

挙、投票といった言葉が身近になってきました。どの ５校時 担任による 担任等による 進路セミナー
駐車場がありません。 担任から日程調整

生徒も「主権者」として参加できたようです。 １３：５０～ 授業参観 授業参観 親子同伴
お車でのご来校はご遠 のご連絡がいって

「プール開き」 ６／１５ １４：４０ 教室等 教室等 体育館 慮ください。授業参観 いるかと思います

北中学校では、例年、「プール開き」という行事は行 ６校時 学級懇談会 全体保護者会 全体保護者会 中の話し声は小さめで が、７／２１以降、

っていませんでした。しかし、今年は実施しました。そ １４：５０～ お願いいたします。 夏季休業中に行わ

れは、増改築工事でプールが使用できない幸房小の児童 １５：４０ 各教室 集会室(北校舎３階） 体育館 れます。一人あた

が北中学校に来てくれることになったからです。困った り１５分程度で、「学校での様子」「進路」などについて話し合います。「進路」については、事前にご

ときはお互い様。私たちが幸房小にお世話になることが 家庭でご検討いただいていると、話がスムーズに展開します。

あるかもしれませんね。

埼葛学力検査･実力テスト ６／１５
小学生が楽しくプールに入っている間、中学生は実力

テストに挑んでいました。３年生は、進路選択に大きく

関わる「埼葛学力検査」でした。埼葛学力検査は、この

あと９月と11月に実施され、合計３回のテスト結果が志

望校選択に大きく関係してきます。１・２年生の実力テ

ストは、現状での学力を見ようというもの。現在の弱点

や課題を明確にするためのものです。「学力向上」は、学校の先生が授業のやり方を変えることも大

事ですが、『ほしぶどう』の『し』、家庭学習も極めて大きな要因です。三郷市教育委員会では、１年

生９０分、２年生１２０分、３年生１５０分の家庭学習を推奨していますので、北中生の目標も当然

この数字になります。７／１以降、結果が返却されます。取組方法を考えましょう。

○教育実習生より「お世話になりました２」
５／３１～６／１７ 前期最後の教育実習生が実習しました。磯崎香奈子さん１－２保健体育

①北中学校の印象、②北中生へのメッセージ①教育実習初日から

明るく元気に挨拶をしてくれた皆さんのおかげで緊張が徐々にほ

ぐれていくのを感じました。誰に対しても素敵な挨拶ができて、

授業もまじめに積極的に受けている北中生の皆さんを見て、卒業

生としてもとても自慢できる学校だなと思いました。②短い時間

でしたが、皆さんと一緒に学ぶことができて、とても充実した教育実習になりました。

何事も挑戦することを忘れずに、今しかできないことをたくさん経験していろんな思

い出をつくってください。北中学校の皆さん、３週間ありがとうございました。

６月を振り返って

学期末保護者会／三者面談

ご協力をお願いします

学校評議員会 ６／６
今年度の第１回学校評議員会が開かれました。全

クラスの授業をご参観いただいたあと、ご意見をい

ただきました。プラスの評価をいただいたことは、

①落ち着いた授業態度、②きれいな校舎、③よもっ

と広場、④掲示物など。ご指摘いただいたことは、

校外での過ごし方、とくに①自転車の乗り方、②ジ

ャージでの外出などでした。今年は『夢を叶える北

中』を合言葉に、ほ(奉仕)し(宿題)ぶ(部活)ど(読書)う(運動)を推進することを約束しました。

【28年度北中学校学校評議員様】
高橋 直子 さん(元本校ＰＴＡ副会長)

柴田 吾一 さん(元本校ＰＴＡ会長)

渡邊ゆかり さん(前本校ＰＴＡ会長)

小川 博美 さん(元幸房小ＰＴＡ会長)

島根 和彦 さん(元彦成小ＰＴＡ会長)

獨協医科大学看護専門学校三郷校生

が実習にきています
22日から看護専門学校生

が入れ替わりで実習に来て

います。看護師を目指す18

歳の若者たちです。


