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北方町立北方中学校　学校だより 令和４年度　第１号 

 ムービーなどデジタルコンテンツ満載の「双⽅向学校便り」で学校と家庭の連携を！

北中健児

　４月７日、新たに１６４名の新入生を迎
え、全校生徒５３９名で令和４年度がス
タートし、１ヶ月がたちました。令和４年
度は、北方中学校としての最後の１年間で
す。創立７６年を迎える歴史と伝統ある北
方中学校に、令和５年３月３１日にいった
んピリオドを打ちます。そして、令和５年
度、北学園という名の義務教育学校に生ま
れ変わります。５３９名の生徒全員が、
「北方中学校の生徒でよかった。」と『誇
り』をもって言えるように、令和４年度を
歩んでいきます。 

令和４年５月６日

部活動がんばっています

４月１５日、対面式が行われました。１年生
と３年生は体育館で対面し、２年生は各教室でオンラ
インで参加するという、コロナ禍を考え、工夫されて
いました。内容も、３年生の校歌斉唱や北中クイズな
ど、１年生に、早く北中に慣れてほしいという願いが
伝わってくるものでした。２・３年生のみなさんの心
温かさを感じる会でした。

北方中学校としての最後の入学生 : 学級開きの様子

授業の様子
　どの学年も、落ち着いた授業の様子です。新し
い学年になり、どの子も「よし、がんばるぞ」と
いう意気込みが伝わってきます。

　小学生と中学生が
一緒になって、そし
て、保護者、地域の
方も参加してのあい
さつ運動でした。こ
れからも、続けてい
きたいです。

４月２８日：子どもサミットの日
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