
    今月の紹介者 ≪ クラーク・マナロ  先生（ALT）≫     

『 The Lord of the Rings 』     John Ronald Reuel Tolkien 著  

I recommend the book ”The Lord of the Rings”. This book is full of  

Adventures and mystery with very interesting characters and creatures.  

This book is worth reading so give it try! 
日本一の 

読書のまち三郷 

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

 彩の国教育の日 地震訓練 文化の日  瑞穂祭  

 完全下校16:45      

7 8 9 10 11 12 13

 3年生東部テスト③ 1.2年生実力テスト 数学検定  

   専門委員会  5時間授業   

14 15 16 17 18 19 20

県民の日  Jアラート訓練   
小中合同音楽会

   認証式   

21 22 23 24 25 26 27

  勤労感謝の日 期末テスト1日目 期末テスト2日目  

  三郷家読の日     

28 29 30

       

       

諸活動停止
（～23日）

P蓮スポーツ
大会

3年生三者面談開始
（～17日）

三郷市子ども
フォーラム

  

「 笑顔・自信・絆」 のある学校  校訓 自主・心・健康 

 

 

生徒数 

１年生  103名 

２年生  104名 

３年生  102名 

計     309名 

 
 
 
 
 

瑞穂中だより 「１１月号」    令和４年１１月１日発行 
 

 

心一つに行事を成功させた瑞穂中！ 
                                  校長 内山 留美子 

 
今年度の合唱祭は、「３年生にとっては、今年が最初で最後の文化会館での発表となります。

一生の思い出に残るよう、強い気持ちで臨みます。」という、合唱祭実行委員長の小川愛花さん

の挨拶から始まりました。 

皆さんの緊張をしながらも、精一杯に、夢中になって歌う姿に、目頭が熱くなりました。３

年ぶりに使用する文化会館大ホールも、素晴らしい合唱の後押しをしてくれました。今年も素

敵な一日になりました。 

思い起こせば、令和 2年 2月 29日に国から臨時休業の要請が出され、私たちの生活は一変し

ました。それまで当たり前に出来ていたことができなくなり、本当にたくさんの犠牲を払って

きました。それでも、生徒の皆さんも先生方も現実を受け入れながら、今までできることを精

一杯取り組んできました。あれから約 2 年 8 か月が経った今、こうして本来の学校としての姿

が戻って来たことに喜びを感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒代表感想発表の髙橋美琴さんの言葉にもありましたが、「これまでの練習で感じた困難や

不安をクラスや学年一丸となって乗り越え、作り上げた皆さんの合唱はどれも素晴らしいもの

でした。また、一人一人の合唱に対する想いが感じられ、とても感動しました。」は、私も同じ

思いです。特に３年生にとっては、クラスとして臨む最後の行事として、思いのたっぷり詰ま

った歌声になっていました。中でも学年合唱『大地讃頌』からは、「皆で歌えることの喜び」そ

して「歌えることへの感謝」の気持ちが伝わってきました。コロナ禍の中、素晴らしい合唱祭

をつくり上げてくれた生徒の皆さん、そして先生方に心から称賛の拍手を贈りたいと思います。 

さあ、11 月です。大きな行事＝合唱祭は終わりましたが、これまで築き上げてきた各クラス

の絆をこれからの５か月間にどう活かしていくのか、本当はこれからが正念場です。合唱祭を

通して学んだこと、心に残っていることを、これからの学校生活や今後の豊かな人生に活かし

ていきましょう。 

 

【保護者の皆様】 合唱祭のご参観、ありがとうございました。コロナ禍であっても、何事にも前向き

に取り組もうとする生徒を大変誇らしく思います。これも、保護者、地域の皆様の温かいご理解、ご協

力のおかげと感謝申し上げます。今後も、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で介護、看護、 

日常生活上のお世話や援助をしている方です。ケアラーのうち１８歳 
未満をヤングケアラーと定義しています。 
ケアラーが孤立することのない社会を目指し、県では 11 月を「ケア 

ラー月間」と定め、集中的な広報啓発に取り組んでいます。 
 ※詳しくは県 HP をご覧下さい。 
 【県 HP URL】 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/chiikihoukatukea/kaigosya-kouhou.html 
 

 瑞穂中の New Leader 決まる!!  

約一ヵ月間の選挙活動を終え、10月 19 日(水)に生徒会本部役員改選選挙と 

投票が行われました。公約からは、誰もが“瑞穂中をより良くしたい”という 

思いが表れており、応援演説や朝の選挙活動にも体現されていま 

した。投票する生徒も１票の重さを感じながら、真剣に選挙演説 

を聞く姿勢があり、新たなリーダーの誕生に期待を感じました。 

 生徒会長 上島梨世   副会長 田谷元希・髙田千央  

 ２年役員 吉田光汰 ・ 塩野﨑美優  

 １年役員 市嶋姫依 ・ 渋谷莉央   
 

ステージの壁画は、美術部が６

月から端正込めて制作づくりに

取り組んでくれたものです。合

唱祭に花を添えてくれました！ 
※写真は、３学年学年合唱より 



 

 

 

 

 

 

 

１１月は「いじめ撲滅強化月間」です         
埼玉県を挙げていじめ問題を根絶していくため啓発活動に取り組んでいます。 
悩みや不安を抱えていましたら、身近にいる先生や下記の相談機関に相談をしてみてください。 

 

生徒会役員選挙及び運動期間・立会演説会・

投票 10/19（水）  
瑞穂中の新しい顔になる「生徒会役員」を選ぶ選挙が始まりました。数

多くの候補者が出て、選挙運動では各候補者の挨拶の声が大きく響きま

した。立会演説会では、３年ぶりに体育館にて行うことができ、候補者の

顔と声とやる気を見て選ぶことができました。 

新役員の皆さん、瑞穂中をよろしくお願いします。 

市内中学校駅伝競走大会 10/21(金)       
市内中学校駅伝大会は、晴天の下、みさと公園で開催されま 

した。本校からは男子１チーム、女子１チームが参加しました。 
男子チームは、第５位、女子チームは、第７位でした。 
また、３年矢嵜 陸登くんが第 1 区区間賞を取りました 

合唱祭 10/２６(水)    
  ３年ぶりに三郷市文化会館での開催となりました。多くの保護者様に来場していただき、ありがとうございました。ここに感謝申し上げます。

生徒たちは制限のある中「百歌繚乱～歌で咲かせる絆の花～」のスローガンの下、一生懸命発表してくれました。終了後の帰りの会では、それ
ぞれのクラスで、感謝と満足感のある暖かな雰囲気を醸し出していました。 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決して許されること

ではありません。 

埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。 

 いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 
相談窓口等 
○ よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） 
 （毎日２４時間） 
 １８歳以下の子供用（無料）＃７３

な や み

００
ゼロゼロ

  
              又は ０１２０－８６

ハ ロ ー

－３１９２
さ い の く に

 
 保護者用  ０４８－５５６

こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 
 Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp 
 ＦＡＸ相談 ０１２０－８１

ハ イ

－３１９２
さ い の く に

 
 ※Ｅメール、ＦＡＸ相談の受信確認及び返信は、平日の９時から 17 時の時間帯に 
  行っています。 

○ 子どもスマイルネット （毎日／祝日・年末年始を除く 
 １０時３０分～１８時）  ０４８－８２２－７００７ 

○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 
 小・中・高校生の「いじめ」に関する通報 
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-

soudan-form.html 
 ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的 
  であり、相談に対する返信は行いません。 
 ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信した 
  ことがわからないように調査・対応します。 

○ 埼玉県警察少年サポートセンター 
（月~金／祝休日年末年始を除く 8時 30分~17時 15分） 
 048-861-1152「少年用（ヤングテレホンコーナー）」 
 ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 
 ※面接は要予約 

本校の教育活動は、ホームページでも御覧いただけます。 

 (http://www.edu.city.misato.saitama.jp/mizuhochu/) 

陸上部県大会 10/13・14       
熊谷市陸上競技場にて、県大会が行われまし
た。本校からは、５名の生徒が出場しました。 
 男子棒高跳 1 年折笠 碧叶くん 女子棒高跳
2 年河波 玲衣さん・山谷美紗貴さんが入賞し
ました。 


