
北中学校学校だより 平成２８年１０月号 １０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

○行事に向けて、身だしなみを
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

整えよう。
２年 １７９名 男子１００名 女子７９名

○安全な登下校を心がけよう(自
３年 １７１名 男子 ９１名 女子８０名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

転車事故ゼロキャンペーン中)。
合計 ５２２名 男子２８７名 女子２３５名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

防災教育総合支援事業研究
～１１／１８(金)実践的防災教育 実施～

『天災は忘れた頃にやってくる』と言います。しかし、実際に災害
に見舞われたとき、私たちはどう身を守り、その後、どう行動すれ
ばいいでしょうか。このような実践的な研究を、文部科学省、三郷
市教育委員会の委嘱を受け、北中学校と校区の３つの小学校で研究
しています。９／２には、気象庁熊谷地方気象台の埼玉県防災教育
アドバイザーの山口広先生にお越しいただき、ご講演していただき
ました。実際に災害が起こったとき、保護者の方は仕事に行ってい
て、すぐには自宅に帰れないかもしれません。弟や妹がいる場合は、
中学生が中心となって地域に貢献しなければいけません。そういう
勉強を、今度の11/18にやっていきましょう。

CHANCE! CHALLENGE! CHANGE!CHANCE! CHALLENGE! CHANGE!
校長 大塚正樹

先月は多くの台風が日本列島を通過し、例年になく雨が多く
降りましたが、一雨ごとに吹く風が変わり、虫の声を聞くさわ
やかな秋が感じられる季節になりました。

９月には、緊急地震速報受信端末を設置しそれを活用したシ
ョート防災訓練、新人戦での各部活動の活躍、市内英語スピー
チコンテストでの活躍…等、まさに実りの秋というように、暑
い夏から頑張り続けてきた勉強や運動等の成果がありました。

また、日本のニュースでは民主党代表や東京都知事が女性に
替わる中、アメリカではクリントン氏とトランプ氏が大統領候
補となっています。オバマ大統領が選挙の時、演説の中で繰り
返し使ったキーワード「change＝変わること・変えること・
変化」。シンプルにして、深く大きな意味を持ち、多くのアメリ
カ国民の心をつかみました。現代では、変化はもはや成長とイ
コールです。教育、環境、経済、行政、企業経営、そして個人
個人の目指すもの全てが、“待ったなし”で変化＝成長が求めら
れています。もともと、変化を好まない保守的な日本人も、今
のままでは厳しいと感じています。過去は、いかなることも変
えることはできませんが、未来は変えることができます。常に
夢と目標を持って変えて行きたいものです。「過去と他人は変え
られない、自分と未来は変えられます」今日の自分より明日の
自分を好きになれるように。「change」とよく似た綴りの「ch
allenge」は「挑戦」。「何が何でもやり遂げよう」という強い気
持ちを持って「諦めずに行動していくこと」それが「挑戦する」
ということです。そして、「chance」は「絶好機」。「チャンス
はそれを求める者のみに与えられる」のは、一生懸命に取り組
んでいる者しかそれと気づかないのです。チャンスのきっかけ
は「チェンジ」が生み出します。チェンジ＝変化こそ、チャン
ス＝絶好機を生み、チャレンジ＝挑戦し続けることで、夢や目
標の達成や個人の成長をもたらしてくれます。チェンジ＆チャ
レンジ＆チャンスは一心同体の言葉で「夢を叶える」ために必
要です。この３つのキーワードは、夢や目標の大きさにも比例
します。自分を信じて自分の夢の実現に向かいましょう。

さて、１０月も行事が多く、研究授業や学校訪問等学校を訪
れる方も多くいます。引き続き、来校者にはおもてなしの心を
持って、あじさい運動の明るい挨拶をし、さわやかな環境で、
お迎えしましょう。保護者・地域の方々には引き続き本校の取
り組みにご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。

夢を叶える北中

新人体育大会地区予選会
９月２６日から新人戦の地区予選会が始まり

ました。今までの練習の成果を発揮して、２年
生を中心に各種目で大活躍をしています。29日
現在の途中経過を掲載させていただきます。こ
のあとの種目は１１月号とHPに掲載します。
野 球 部 １回戦 対 吉川南 ４－０ 勝／ ２回戦 対 吉川東 ６－０ 勝

準決勝 対 吉川中央 ６－３ 勝
決 勝 対 早稲田 試合中

バレー部 １回戦 対 吉川中央 ２－０ 勝／２回戦 対 彦糸中 ２－０ 勝
準決勝対吉川東２－０勝／決勝対松伏０－２(１０／８代表決定戦へ)

バスケ部 １回戦 対 吉川中央中 22－67
陸 上 部 県大会出場決定
卓 球 部 団体戦 ７戦全勝 県大会出場

個人戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ1～３位、ダブルス２位～３位
バトミントン部 団体 男子予選敗退 女子３位

個人戦 加藤響 ２位(県大会出場)
サッカー部 ２回戦 対 松伏中１９－０
ソフトテニス部 ２回戦敗退
陸 上 部 県大会出場 1500m､200m豊田伊織、100m､800m

泰山明日香、女子高跳び前田向日葵、男子幅跳び内田拓実

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

10月のスクールカウンセラー勤務日は、

７日(金)、21日(金) です。

さわやか相談室直通電話 ０４８－９５２－７７００
ＳＣ 堀江美香／さわやか相談員 佐々木さやか

10月の予定
日 曜日 行 事

３ 月 専門委員会、後期教育実習開始

東部教育事務所管理担当訪問

４ 火 柔道新人大会

北中学校区育成会第１回理事会

５ 水 柔道新人大会

８ 土 バレーボール部、卓球部代表決定戦

９ 日 市民体育祭 吹奏楽部参加

10 月 体育の日

11 火 中間テスト前諸活動停止～13日

12 水 陸上県大会

13 木 陸上県大会

14 金 中間テスト

17 月 生徒会役員選挙

18 火 保育実習３－３、⑤合格座布団贈呈式

19 水 第45回小中陸上 県大会代表者会

21 金 教育実習終了

22 土 合唱コンクール

24 月 市内駅伝大会

25 火 振替休業日

26 水 保育実習３－４

27 木 職員会議①②⑤⑥③④

28 金 租税教室３年生⑥

29 土 漢字検定 市民文化祭(吹奏楽部参加)

31 月 保育実習３－１/⑤ふれあい講演会

詳しくは学年だよりを

ご覧ください。



２学期の抱負 9/1 ３年２組 伊田 陽奈子

「夏を制する者は受験を制する」、１学期終わりの進路セミナーで、佐藤先生がおっしゃった言
葉です。
この言葉を実現すべく、私たち３年生は、受験勉強・高校の説明会の参加など、自分に必要なこと
に精一杯取り組みました。受験勉強は１日８時間を目標に行い、高校の説明会は、５校以上参加す
るようにしました。これまでの夏より苦しい夏でしたが、これを乗り越えた分、力が付いていると
信じ、２学期、そして受験を乗り越える底力にしたいと思います。

２学期の学校行事は、合唱コンクールがあります。私たち３年生にとっては、最後の合唱コンク
ールです。自分たちの歌の力を全て出し切るためにも、練習からパートリーダーを中心として、１
回１回を大切に取り組んでいきたいです。今までの中で一番の合唱コンクールを全員で作り上げま
しょう。

自分を活かせる進路実現に向けて、２学期を制することが大切です。日々の授業に真剣に取り組
むことはもちろんのこと、休み時間や放課後の時間を今まで
以上に有効的に使い、質のある家庭学習に取り組むことが大
切です。自分の進路実現のために、充実した２学期にしてい
きましょう。

９／１の始業式では、生徒会代表浦郷昇平さん、３年生代表
伊田陽奈子さん、２年生代表崇太さん、１年生代表野呂瀬果
穂さんの４名が新学期の決意表明をしてくれました。どの生
徒も自分の学年の置かれた状況を踏まえ、素晴らしい発表で
した。

三郷市英語弁論大会 9/8
９／８鷹野文化センターで、三郷市英語弁論大会が行われ
ました。本校からは、下記の６名の生徒が出場しましまし
た。１年生の部では、和田さんが１位、石川さんが２位、
２年生以上の部では川井さんが６位に入賞しました。中川
さん、伊田さん、鴨狩さんも健闘しましたが惜しくも選外
となりました。この経験を来年度につなげましょう。

１年 石川 琴心さん『Without Doubt』
和田 一輝さん『The Reason I'm into English』

２年 川井 登矢さん『Express Myself』
中川 萌海さん『We are Equal』

３年 伊田陽菜子さん『What Is True Victory』
鴨狩 咲羽さん『How Do We Evaluate Others』

【１年生の部 第１位 和田一輝さんの発表内容要旨】
Do you like English? As for me, I love it so much. This is because I have been study

ing English since I was a baby.In 2020, because of the Tokyo Olympic Games, many f
oreign people are going to visit Japan. I want to talk with these people in English and
teach them about great Japanese culture.

あなたは英語が好きですか。私は大好きです。なぜかというと、赤ん坊の頃から英語を勉強し続け
ているからです。２０２０年には東京オリンピックがあり、海外から多くの人が日本を訪れます。そ
のとき英語で話し、日本の素晴らしい文化を伝えたいです。

学校公開 9/16.17
９/16.17の両日、市内一斉

の学校公開が行われました。
今年は、昨年度を上回る531
名の方にご来校いただきあり
がとうございました。特に、
来春入学予定の新中１生(現
６年生)は、132名が来校しま
した。北中学校は、勉強に部
活動に、どんなことにも全力
で取り組む生徒の集まる場所
です。何事にもひたむきに、
一生懸命に取り組める生徒に
来ていただきたいと思ってい
ます。17日の５時間目には、
三郷市さつき平在住のフリー
アナウンサー松坂貴久子さん
の講演会を開催しました。テ
ーマは、『人生はセルフプロ
デュース～口角を上げて～』。
ご自身の人生経験をもとにし
た中学生にもわかりやすい話
でした。

民生委員懇談会
16日10時から北中学校区民生委員の皆様との

懇談会を実施しました。北中学校は、「生徒が
明るく活発である。掲示物が素晴らしい。図書
室のPOPが素晴らしい。複数の教員で教科指導
にあたる体制が素晴らしい。」などのお誉めの
お言葉をたくさんいただきました。民生委員さ
んは、学校と地域の橋渡しをしてくださる方で
す。困ったときには、遠慮なく相談してみてく
ださい。

教育実習生
１０／３から３週間の予定で２名

の教育実習生がきます。前期の教
育実習生同様、「先生の卵」からい
ろいろご指導いただきます。よろ
しくお願いします。

鈴木さとみ さん(淑徳大学)
保健室で菊地先生について、養護
教諭の勉強をします。

島村実沙 さん(多摩美術大学)
２－３で大内先生について、美術
の先生になる勉強をします。

読書の取り組み
～ 読 書 の 秋 ～

北中学校では、学校図書の貸出冊数目標を、
一人年間２５冊に設定しています。中には、す
でに２５冊を借りてしまった生徒もいます。月
平均で一人２冊以上読む計画です。読書は、生
徒目標「ほしぶどう」の「ど」です。秋の夜長、
勉強に疲れたら、読書をしてみませんか。日本
一の読書のまち三郷」の中学生として読書意欲
を高めていきましょう。

教頭先生オススメの本は、池井戸潤の最新刊
『陸王』。ホントに、おもしろいですよ。

埼玉県科学教育振興展
１－１大澤綾子さんの作品
『イルミネーションの回路
のしくみ』が、三郷市の展
覧会を勝ち抜き、埼葛地区
展覧会まで進みました。10
/15.16の両日、越谷市立城
ノ上小学校で、9:30～16:0
0の間、公開されます。是
非、ご参観ください。

現在、北中学校の南側に陸上競技場を建設中です。電光掲示板を備えた本格的な競技場で、2020
年の東京オリンピックでは、ギリシャチームの公式練習会場になります。競技場が完成したら、北中
学校も利用できるかもしれません。今から、楽しみですね。

北中学校自転車事故ゼロキャンペーン実施中
～被害者にも加害者にもならない～

９／１１～１０／１０の間、自転車事故ゼロキャンペーンを
実施しています。ご家庭でもご指導ください。


