
北中学校学校だより 平成２８年１２月号 むらさき薫る 12月の生活目標
住 所 三郷市泉２－１３－１ わが校旗

○時、場、状況に応じた行動を
生徒数１年 １７２名 男子 ９６名 女子７６名 かかげて進む

心がけよう。
２年 １７９名 男子１００名 女子７９名 この誇り

○ゆとりを持ち安全に登下校し
３年 １７１名 男子 ９１名 女子８０名 ＴＥＬ ０４８（９５２）５２８１

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

新人大会県大会結果人権週間～自分のよさや可能性を伸ばしましょう～人権週間～自分のよさや可能性を伸ばしましょう～
校長 大塚正樹

先月も県駅伝大会や各部活の県大会があり、北中生の活躍を
連日見ることができました。特にハンドボール部女子の４年連
続優勝という勝ち続ける凄さは、日々の努力の結晶を感じます。

また、市民文化祭、子どもフォーラムや三郷未来倶楽部での
吹奏楽部の演奏や、市内音楽会、全国新聞コンクールでの奨励
賞の受賞、郷土を描く美術展での県知事賞受賞等文化的活動で
も多くの生徒が活躍しています。

特に、２５日の市内音楽会では３年生が混声三部合唱で感動
の合唱コンクールを思い出させる「道」を合唱しました。一生
懸命に歌う「…道 君と歩いた今日までかすかに動く唇 特別
な時間をありがとう 心 勇気 友 笑顔 嬉しすぎて溢れ出
した涙が止まらない」を聞くと、ジーンと来てしまいました。
二度とない北中生活、誰も消せない心のアルバムを大切にして
ほしいと思います。

さて、１２月になり、寒さも本格化してまいりました。本校
でもウィルス性胃腸炎や風邪が流行しつつあります、十分な睡
眠（受験生には難しいところもありますが？）手洗いうがいの
励行や、感染症予防等、健康管理に留意してほしいと思います。

また、世間では、いじめ問題や高齢者による交通事故等が発
生しています。加害者はもちろん、被害者にならないようにし
てください。今月は、世界人権宣言が採択された日である１２
月１０日の「人権デー」や「人権週間」（１２月４日から１０日）
があります。本年度の「第６８回人権週間」では，啓発活動重
点目標「みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう 相手の気
持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～」を始め，１７
の強調事項を掲げ，啓発活動を展開され、「思いやりの心」や「か
けがえのない命」について，考える機会としています。本校で
も「北中愛宣言（私の考える北中の素晴らしいところ）」やいじ
め撲滅宣言等が行われます。

北中の２学期はとても充実していましたが、国内では、１学
期の熊本に続き、鳥取や福島では大きな地震がありました。本
校でも大きな地震を想定した３校合同の避難訓練を実施しまし
た。「自分の命は自分で守る」と同時に、人は皆、誰かの助けや
親切、愛情の上に現在の自分があるのです。今の自分を支えて
くれた人々に感謝し、謙虚で、素直な心で、自分のよさをさら
に伸ばしてほしいと思います。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

埼玉県駅伝大会４３位
県駅伝大会に参加して ３年４組 中村 駿

今年は私にとって最後の駅伝大会でした。
市内大会では二連覇というプレッシャーもあ
りましたが、見事優勝し県大会に進むことが
できました。そして迎えた県大会では、全員
が最高の走りをし、去年より順位を上げるこ
とができたので嬉しかったです。駅伝はとて

も辛かったですが、最高の仲間とタスキをつないだ思い出は、私
にとって一生の宝物です。

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

1２月のスクールカウンセラー勤務日は、

２日(金)、１６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

12月･１月の予定
日 曜日 行 事

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

５ 月 交通安全教室／２年補習開始

９ 金 専門委員会／自転車安全利用日

14 水 ２年実力テスト

15 木 １年スキー教室保護者説明会／⑤⑥①②③④

16 金 ２・３年保護者会

18 日 小中合同演奏会(ピアラシティ交流館)

20 火 職員会議・給食最終日

21 水 生徒会クリーン作戦

22 木 終業式

23 金 天皇誕生日

26 月 冬季休業日

1/ 8 日 消防出初め式(北中学校出演)

９ 月 成人の日

10 火 始業式、ショート訓練

11 水 発育測定

12 木 給食開始

13 金 １年スキー教室直前指導

15 月 １年スキー教室１日目(志賀・木戸池スキー場)

16 火 １年スキー教室２日目(志賀・木戸池スキー場)

17 水 １年スキー教室３日目(志賀・木戸池スキー場)

詳しくは学年だより

をご覧ください。

女子ハンドボール部県大会Ｖ４
県大会Ｖ４と全国大会出場を目指して ２年２組 青野 真奈

女子ハンドボール部は県大会で優勝する
ことができました。先輩方が築き上げてき
た連覇を止めることなく次につなぐことが
できたので嬉しかったです。代表決定戦(１
月８日)では必ず全国への切符を手に入れた
いと思います。そのためにも個人の力を伸
ばし、チーム全体のレベルアップを目指し

たいと思います。応援してくださる方のためにも精一杯頑張りま
す。

バレーボール部ベスト１６
県大会に参加して 主将 石﨑 友梨

私たちは、今回の大会で「県大会優勝」
という目標を掲げて臨みました。２回戦目
の芝西中とは、前回の大会で自分たちの実
力を発揮できずに負けていて、今回こそは
と気合いを入れて臨みました。結果として
は、今回も負けてしまったのですが、自分
たちの攻めのプレーが発揮できたと思いま

す。一人一人の技術を向上させ、強いスパイクでも止められる筋
力をこの冬からつけられるよう練習していきます。そして、最後
の学校総合体育大会では、県大会優勝を目指して闘います。

バドミントン 団体戦 対久喜中２－０、対埼玉栄中０－２、
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 加藤･石川ﾍﾟｱ４回戦敗退、島根･岡本ﾍﾟｱ初戦敗退、
個人戦 加藤さんベスト１６、石川さん２回戦敗退

柔道 団体戦 ベスト８。個人戦 石川雄汰さん３回戦敗退。

相撲 団体戦 ３位。個人戦 坪谷さんベスト 8、石川さんベスト 16

卓球 団体戦 ２回戦敗退。個人戦 長谷部さん３回戦敗退。



11/15～17 職場体験学習
３日間、市内の事業所の皆様にお世話になりました。

人として一回り大きく成長できました。感謝致します。
３daysを終えて ２年３組 佐藤あかり

私は保育施設でお世話になりました。一人、専属の
幼児を任せていただいたことで、３日間の関わりは本
当に深いものとなりました。まずは、笑顔が一番と考
え、大変でも優しく接することを心がけました。しか

し、職員の方の助けをいただかなければできないことは多
かったです。職員の方々と子供たちの間には、信頼関係が
ありました。その姿を見て、強い憧れを抱くとともに、「将
来の夢」の候補のひとつになりました。

11/12 みさと子どもフォーラム
11/12 三郷市文化会館で「みさと子どもフォーラム」

が開かれました。青少年の主張では、１年１組田口
心温さんが『言葉は架け橋』というタイトルで発表
を行いました。また、午後からは『となりのトトロ』
を歌った井上あずみさんと本校吹奏楽部・彦成小金
管バンドの共演が行われ、たくさんの拍手喝采をい
ただきました。

子どもフォーラムに参加して １年１組 田口 心温
私は青少年の主張大会に参加させていただきました。限られた文章の中で、自分の体験と意見を伝え
ることは難しかったのですが、この経験を伝えることが私の使命だと思っていたので、三郷市のたく
さんの人に伝えることができ、感謝しています。

10/31ふれあい講演会

ふれあい講演会 ３年２組 鈴木 咲耶
私はこの講演会で２つのことを思いました。１

つ目は、何にでもチャレンジすることです。私は、
積極的にチャレンジすることが少ないので、結果
を恐れずにチャレンジしていきたいです。２つ目
は、点と点を結びつけることです。今日、お話を
聞いたことや学校で学ぶ様々なことは、いつか線
でつながり私を支えるものになるということがわ
かりました。今日、この日から本気で、学校生活
を過ごしていきたいと思います。土田秀章様、あ
りがとうございました。

★吹奏楽部の活躍★様々な活動に参加して 部長 福澤奈々美
これまで数々の演奏会がありましたが、その中でも「子どもフォーラム」では、井上あずみさんと

共演させていただきました。普段ではできないプロの方の伴奏をしたことで、とても緊張しましたが、
いつもの私たちのように楽しく演奏することができ、とても貴重な経験となりました。今後も演奏会
が続きます。聴いてくださる方々に、楽しんでいただける演奏を届けていきたいと思います。

11/11薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室 ３年３組 佐藤 翔
今回の薬物乱用防止教室では、税関の仕事内容

や薬物の危険性について学ぶことができました。
麻薬探知犬とハンドラーの方の実演では、仕事の
大変さと犬の賢さに驚きました。映像や実演など
で、楽しく、正しい知識を持つことができ、とて
も貴重な講演となりました。東京税関の皆様あり
がとうございました。

11/18 実践的防災訓練
本校２年生のうち、彦成小、幸房小出身者が母校に

帰り、後輩に様々な指導をしました。
実践的防災訓練を終えて ２年２組 篠田 友雅

僕は今回の小中合同防災訓練を終えて、他の人に教え
ることの難しさを改めて実感しました。自分が理解し
ているつもりでも、いざ教えるとなると自信をもって
できなかったので、自分もまだまだだなぁと思いまし

た。また、自分たちが地域の人々を守るという自覚や責任感
を感じました。地域の人々を守る立場になるには、信頼して
もらうことが必要不可欠となるので、信頼されるような行動
を日々心がけていきたいです。

未来倶楽部三郷 11/19 市民文化祭 10/29 市内音楽会 11/25

三郷未来倶楽部での演奏会をご覧になった入居者の
ご家族の方からお手紙をいただきました
『今日は、未来倶楽部で演奏してくださってありがとうございました。皆さんの演奏を聴いていて感

動したので、御礼を言いたくてお手紙を書くことにしました。…中略…私の義父は今年二月にくも膜
下出欠で倒れました。…中略…義父に会いに来たのですが、皆さんの演奏を聴いて喜んでいる義父の
顔を見ながら9ヶ月間の日々が思い出され、涙が止まりませんでした。…中略…皆さんの一生懸命に真
剣に演奏している姿は本当に尊い姿でした。名前も知らないお年寄りに音楽をありがとう。皆さんの
音楽はお年寄りだけでなく私達家族にもしっかり届いてますよ。皆さんの姿に、そして演奏に涙があ
とからあとからあふれてきました。たぶん嬉しい涙です。皆さんの音楽が、皆さんの存在が、施設の
お年寄りの生きる希望になっているはずですよ。中学生っていいですね。
皆さん、どうぞ頑張ってくださいね。人の心を感動できる音楽を皆さんは持っています。勉強も一生

懸命やって希望を叶えて下さい。学力は必ず皆さんを助けてくれます。仲間も大切にして下さい。一
度しかない今を、何でも自分のためにして下さい。…後略…』
感動的な手紙でした。ありがとうございました。

中学生の税に関する標語、税についての作文入賞者
標語の部 市 長 賞 ３年 秋本 悠月『税金で 広がる感謝 つながる未来』

教育長賞 ３年 伊田陽奈子『税金と 国民がつくる 未来の日本』

作文の部 越谷税務署管内納税協力団体協議会長賞 ３年 間瀬田笙竜『道』

関東信越税理士会越谷支部長賞 ３年 和田美結『安心した暮らし』

和田美結さん 県知事賞Ｖ３達成
1・２年生のとき「郷土を描く美術展」で県知事賞を受賞した和

田美結さんが、右の作品で、今年度も受賞しました。全県からの応
募に対し県知事賞は各学年それぞれ 20 点のみ。同一生徒が３年連続
受賞するのは極めて珍しく、今後の活躍が期待されます。

和田さんの作品

『これでさよなら』


