
北中学校学校だより 平成２８年１１月号 むらさき薫る 11月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○制服･ジャージの着方と管理を
生徒数１年 １７２名 男子 ９６名 女子７６名 かかげて進む

しっかりしよう。
２年 １７９名 男子１００名 女子７９名 この誇り

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

合計 ５２２名 男子２８７名 女子２３５名 ＦＡＸ ０４８（９５２）４２６１

新人大会地区予選会(続き)

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 早稲田中 ２－３ 敗

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
(県大会) 準決勝対吉川東２－０勝／決勝対松伏０－２

代表決定戦 久喜中２－０、豊野中２－０

卓 球 部 団体戦 ７戦全勝 県大会出場
(県大会) 個人戦 ｼﾝｸﾞﾙｽ1位 坂本遥菜、2位城地真央、

３位 長谷部未羽
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ２位 篠田莉奈・岡本梨那

３位 新林 望・宇田川結衣

ハンドボール部 女子 準決勝 対 早稲田中 ３４－３
(県大会) 決 勝 対 吉川南中 ２１－１０

男子 準決勝 対 吉川中央 １９－１４
決 勝 対 吉川南中 １２－１４

「いっしょに感動」連続の北中 秋 物語「いっしょに感動」連続の北中 秋 物語
校長 大塚正樹

朝晩の冷え込みを感じ始めたら、来週には立冬と、街中では､
来年の手帳の販売と年末の始まりを感じます。

２学期も後半に入りますが、１０月も行事が多く、読書感想
文、各種絵画展、発明創意工夫展、科学振興展、市民体育祭、
新人陸上県大会、合唱コンクール、小中陸上競技大会、駅伝大
会、生徒会新役員の決定等がありました。

各大会会場や、合唱コンクールには、多数の来賓や保護者の
皆様が来場され、生徒の活動を参観いただき、ありがとうござ
いました。

特に本校の合唱コンクールは感動的でしたが、その前の校長
面接等では、「練習がうまくいっていない」「各パートはできて
きたが、合わせると一つにならない」等不安や心配している生
徒がいました。しかし、当日のステージ上の北中生は、歌詞に
込められた思いを力強く表現する、自信に満ちた姿でした。思
いを込めて歌う姿は、聞いている人の心に届きます。まさに「煌
めいた努力の結晶 響いた北中生のハーモニー 轟いた歌の力」
でした。当日ご指導をいただいた福岡省三先生は三郷市内で校
長先生をされた後、音楽大学の教授や学長をされ、全国の合唱
コンクールの審査をされた先生です（市内の校長先生の頃、私
を含めお世話になった先生も多くいます）。その先生に北中の合
唱をほめていただいた上、別れ際に「今日は生徒達からエネル
ギーをいただきました、ありがとう」という最高の言葉をいた
だきました。行事ごとに、様々な試練を乗り越え、体験や人の
話をスポンジのように吸収し、自分の中で消化し、大きく成長
していく姿に大変嬉しくなります。

また、本校が大変お世話になった榎本幹雄三郷市教育長が10
月でご勇退されました。本校の卒業生で学区にお住まいですの
で、引き続きご指導をお願いしたいです。三郷市の新教育長の
有田るみ子先生は元彦成小学校長というでお世話になった生徒
もいると思います。引き続き北中の発展に向けてご指導いただ
きます。

11月も子どもフォーラム、北中フェスタ、県駅伝、卓球・ハ
ンドボール・柔道・バレー・バドミントン・相撲等の新人戦県
大会、三者面談、職場体験、三校合同避難訓練・期末テストと
大きな行事が続きますが、一人一人の生徒の前向きな取組が､「夢
を叶える北中」の実現につながっています。引き続き、地域や
保護者のご協力をお願いいたします。

夢を叶える北中

10/24 市内駅伝大会
～男子Ａチーム優勝～

県立みさと公園で行われた市内駅伝大会で、男子Ａチームが２
年連続優勝しました。２区で中村駿さん、３区で豊田伊織さんが
区間賞をとりました。男子Ａチームは、11/５(土)に熊谷運動公園
で行われる県大会に出場します。男子Ｂチームは６位。女子はＡ
チームが４位、Ｂチームが７位でした。

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

11月のスクールカウンセラー勤務日は、

4日(金)、18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

11月の予定
日 曜日 行 事

１ 火 生徒集会(生徒会引継式)

彩の国教育の日

４ 金 授業変更⑤⑥①②③④

５ 土 県駅伝大会(熊谷)

６ 日 Ｐ連ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

７ 月 教育支援担当訪問(放課後部活動なし)

８ 火 ３年三者面談開始 ～17日

９ 水 第３回埼葛地区学力検査

10 木 専門委員会③④⑤⑥①②

11 金 ④薬物乱用防止教室

12 土 北中フェスタ／子どもフォーラム

14 月 県民の日(学校は休みです)

15 火 ２年職場体験学習 ～17日

18 金 小中連携実践的防災訓練

21 金 ３期時間割開始(～３月末)

22 火 ３年期末テスト①英②国③社④技家

23 水 勤労感謝の日

24 木 ３年期末テスト①数②音③理④保体

25 金 市内音楽会

28 月 職員会議

29 火 ３年受験用写真撮影

12/1 木 １･２年期末テスト 1日目

１年①理②英③社④音／2年①国②理③保④英

２ 金 １･２年期末テスト 2日目

1年①国②保③数④技／2年①数②技③社④音

詳しくは学年だよりを

ご覧ください。



新旧生徒会長のことば 11/1 生徒会引継ぎ式
●旧生徒会長 酒井真白

生徒会長の酒井です。私は11月１日の引き継ぎ式をもって退任となります。生徒会では、様
々な貴重な経験をさせていただきました。その経験を通し、大きく成長することができたと思
っています。失敗してみんなで反省したこと、成功して喜んだこと、たくさんありました。も
う、やめたいと思ったことも一度ではありませんでした。それでも、今まで続けてこられたの
はたくさんの人の支えがあったからです。本部の仲間、先生方、家族、友達。相談に乗ってく
れたり、励ましてくれたりする人たちがいたから、務めきることができました。周りにそのよ
うな人たちがいて、私は本当に幸せでした。これからも、この経験を生かしていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

●新生徒会長 久保涼華
新生徒会長に就任しました久保涼華です。私は、これから生徒会長として実行していこうと

思っていることがあります。それは、友達や仲間を思いやる心、助け合う心を育てていくこと
です。そのために、一年生から三年生の全校生徒で、交流する機会をつくろうと考えています。

北中生は、あじさい運動には活発に取り組んでいますが、『５つの心』に関しては、まだ意識
が薄いのではないかと思います。ですから、交流の場を設け、相手を思いやることで、『５つの
心』の意識も高くなると考えました。

先輩方が積み上げてきた伝統をしっかり受け継ぐとともに、今よりもっと上を目指す北中学
校をつくっていきます。会長として、学校を背負っているという意識を持ちながら、日々活動
していきます。一年間、どうぞよろしくお願いします。

♥赤い羽根募金 ２４，２８７円 集まりました。
中央共同募金会に寄付いたしました。ご協力ありがとうございました。

10/22 合唱コンクール
三郷市文化会館大ホールに、のべ1450名(チケット発行枚数)の保護者様にご来館いただき、合唱

コンクールを催すことができました。今年は３学年の学年合唱曲が２曲になるなど、例年以上の完成
度の高さに参観いただいた方から高い評価をいただきました。

また、今年は北中学校の校歌を作曲なさった員野利夫先生の奥様にお越しいただきました。北中学
校の校歌は、昭和37年頃、当時の校長先生だった田中登美夫先生が作詞、音楽教師だった員野利夫
先生が作曲されました。員野利夫先生は、今年２月、86歳で亡くなりました。その後、員野先生が
かつて勤務された本校の校歌を作曲なさったということを人づてにお聞きになった奥様が、５月下旬
に来校され、古いアルバムをご覧になりながら北中開校当時のことをお話しくださいました。「一度、
校歌を聴いてみたい」とおっしゃる奥様に、「半年間待っていただき、録音でない生の校歌合唱をお
聞きいただくというのはいかがですか」と提案したことがきっかけで、今回、ご参観いただくことに
なりました。当日は、奥様と娘さんにお越しいただきました。普段、私たちが何気なく歌っている校
歌の裏にも、様々な歴史と北中物語があることを知りました。

３年 最優秀賞５組 ３年 優秀賞３組 員野様 奥様と娘様 審査員 福岡省三先生

第１学年 最優秀賞…２組 優秀賞…３組
指揮者賞…鴨狩 葵さん(４組) 伴奏者賞…管野心桜さん(２組)

第２学年 最優秀賞…４組 優秀賞…１組
指揮者賞…吉永朝陽さん(２組) 伴奏者賞…染谷保乃歌さん(５組)

第３学年 最優秀賞…５組 優秀賞…３組
指揮者賞…盛田波琉さん(５組) 伴奏者賞…長野倫果さん(５組)

10/18合格座布団
贈呈式

３年連続となる合格座団贈
呈式が行われました。今まで
座布団を作ってくださった被
災地の女性が仮設住宅を出な
ければならず、来年以降は作
り手がいなくなるため、今年
の贈呈が最後になりました。
戸張義夫様、恩田誠一様には
３年間に渡る御支援、本当に
ありがとうございました。

小中陸上 総合２位
陸上部頑張ってます！

３年生も参加して小中陸上大会総

合２位でした。陸上部は、県大会

にも駒を進め、頑張っています。

★教育実習を終えて★
島村実沙さん(多摩美術大学) 鈴木さとみさん (淑徳大学)

この３週間でたく ３週間北中学校で養護教
さんの授業を見学さ 諭の教育実習をさせていた
せていただきました だきありがとうございまし
。授業中の生徒との た。体調不良やケガなど保
接し方や指導の仕方 健分野はもちろん、学生の

を学ばせていただきました。全クラスの授 時には知らなかった養護教諭の仕事を学ぶことが
業を見ましたが、みな一生懸命、課題に取 できました。全ての学びを完全に身につけた訳で
り組んでいました。２年３組大内先生のク はないので今後も努力が必要だと感じました。廊
ラスにいましたが、美術という科目を通し 下で会ったとき挨拶を元気にしてくれた生徒、話
てたくさんの生徒と関わることができ、楽 しかけてくれた生徒、保健室で関わった生徒、関
しかったです。ありがとうございました。 われなかった生徒も、皆とても素晴らしい生徒た
これからも素敵な作品を作ってください。 ちでした。充実した３週間を北中学校で過ごすこ

とができてよかったです。本当にありがとうござ
いました。

10/22子ども議会
三郷市議会議場を使

って『子ども議会』が

開かれました。市内の

小学生が「議員」にな

り、中学生が行政職員

になって答弁するもの

です。本校からは浦郷

昇平さんが代表となり

『交通対策について』

答弁しました。


