
  

「 笑顔・自信・絆」 のある学校    校訓 自主・心・健康 
 

 

生徒数 

１年生  121名 

２年生  114名 

３年生  132名 

計     367名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより    「１２月号」    平成２９年１２月１日発行 
 

 

「感謝し、笑顔を大切にする 瑞穂中！」          校長 豊田 康人 
  

１２月は、師走。よく師匠の僧が駆け回るくらい忙しいから「師が走る」で師走といわれる。

正門後ろに立つイチョウも毎年、鮮やかな黄色に染まり

季節を醸し出す。 

 働き方改革が叫ばれる中、校長、教頭が最終退勤者と

なることが多い。これではいけないと思いつつ帰宅後、

食事を済ませ、「こたつ」で寝てしまう。夜中、ピアノ

をサイレントで練習を終えた娘が、「こたつ」の反対側

からすべり込み寝ている。足が触れあうのを避け、無理

な体勢となる。当然、毎朝身体の 

あちらこちらが痛い。 

 かくして娘は、自分でプロデュースしたリサイタルをやり遂げ、私

は「また、今日もやってしまった」と反省の弁。 

 １２月、新しい年を迎える前に一年のまとめと改善のために「自己

改革」を考えたい。 

 まず、「感謝の気持ちを持つ」。今ある自分は、家族や周りの支えが合ってこそ存在する。「今

日一日、ありがとうございました」と思い、「明日は、今日より一つ成長するぞ」と言って

床につきたい。 

 「感謝の気持ち」とは、自分の事を中心に行動するのではなく、常にみんなのためにという心

がベースである。世のため、人のため、地域社会のためと日々行動できる「感謝の気持ち」

を持ちたい。 

 次に「笑顔を大切にする」。先日、職員朝会で先生方に「毎日、笑顔をつくりましょう」と呼

びかけた。実践している先生も多い。学校は、教師と生徒が生活し、学ぶ場である。楽しい

こともあればつらいこともある。気がつけば、眉間にしわが寄っている場合もあるだろう。

そこで、ニッコリ笑顔をつくり自分を省みる。生徒や教師の「笑顔」があ

る学校は居心地がよい。ひとつひとつ壁を乗り越え、人として成長し「自

信」を深めたい。 

 現在、３年生と一人ずつ面接練習を行っている。質問の最後に｢好きな

言葉｣を聞く。多くの生徒が、思い思いの説明をしてくれる。中でも「努

力は裏切らない。全力は美なり」と複数答えていた。八木郷小、早稲田

小、高州東小で出会った先生からいただいた心に残る言葉と聞く。    

 心の残る言葉に感謝し、いかなることがあっても、喜びや笑いを感じ、

「笑顔」を大切にして自分を一歩でも前進させたい。新しい年に期待する。 

 人として成長し「自信」にみなぎる瑞穂中。 

                これからも瑞穂中は「夢に挑戦」します。 
 

※Ｔくん、任命式で名前を間違えて申し訳ない。そして微動だにしない態度は見事だった。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    今月の紹介者 ≪ 浅賀みなみ 先生 （ 技術科 ） ≫ 

    『 神様の御用人 』    浅葉 なつ 著 

   神様にだって「恋」がある。「悩み」がある。「事情」だってある。神様の 

御用聞き（お手伝い係）になった良彦と狐神黄金が奔走する、神様と人間の 

繋がりと絆を描く物語です。 

ここの神様はどういう方なのかな？と思いながら神社巡りをしたくなる 

  お話です。狐神のモフモフを想像しながら読んでみてください！！ 
日本一 
読書のまち三郷 

                     

１１月からの家庭科の授業は、各学年にて、 

様々な実習が行われています。裁縫 調理 保育です。 

テストで測る学力とはまた異なる、人と 

して生きていく上で真に大切な力を育

む学びをしています。この実習をとおし 

て、生徒たちが自立心を得たり、家族へ

感謝したりできるようになることを期

待しています。今月、３学年では、親学

≪赤ちゃん抱っこ体験≫があります！ 

生徒会本部役員選挙を終え、 

校長先生からの認証式で、 

新組織が発足しました。 

今後の活躍に期待します。  

 

 

 

 

 

 
 

下田 生徒会長のあいさつ 

生徒会一同、より一層生徒 

の過ごしやすい学校とすべく精進 

していきます。そして現在の活動の源と

なる《目安箱》の設置も進めて行きま

す。宜しくお願いします。 

月 火 水 木 金 土 日
4 5 6 7 8 9 10
 2年職場体験 2年職場体験 2年職場体験   

 

   食育指導　3-1 食育指導　3-2  食育指導　3-3   

PTA第3回理事会(10:00)  保護司連絡会10:00

11 12 13 14 15 16 17
  

(5校時) (3年)親学 保護者会(1年) 保護者会(2年)

薬物乱用防止教室 食育指導　3-4 赤ちゃん抱っこ体験 公開授業：体育館 公開授業：体育館   

専門委員会 全体会会場：体育館 全体会会場：体育館

18 19 20 21 22 23 24
  停電 (予備)停電

学期末短縮授業 学期末短縮授業 大掃除 終業式 8時～17時 8時～12時

   給食終了  天皇誕生日  

25 26 27 28 29 30 31

       本年は、大変お世話になりました。
    １２/２９～１/４は、職員不在となります。
    来年も宜しくお願い致します。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

合唱祭 11/１(水) 
 日差しが心地よく差し込む秋晴れの日、三郷市文化会館で開催いたしました。「声心統一～心に刻め 瑞穂の歌声～」をスローガンに、練習を重ねて創り上
げた歌声に、会場は大きな感動の渦に巻き込まれました。審査員の先生にも大絶賛をいただき、自信を高め、絆を深める一日となりました。御来賓の皆様、そ
して多くの保護者の皆様のご来場に感謝申し上げます。 

身体障害者福祉のための 
児童生徒美術展       
入選  石原 綾花さん(1-1) 
     猪瀬 紅春さん(1-4) 

佐藤 心美さん(1-4) 
     羽田 茉央さん(2-1) 
     宮田ひなのさん(2-2) 
     片桐 紗英さん(2-3)   

田中 真夢さん（2-3） 
堀越 佳奈さん(2-4) 
後藤 理子さん(3-2) 
中川 茉優さん（3-4） 
瀬山  凛さん（3-3） 

郷土を描く児童生徒美術展  
特選  髙橋  碧さん 2-1) 
入選  小田川綾乃さん(1-2) 
      立沢 碧唯さん(1-2) 

成田久瑠美さん(1-3) 
      松山 緑桜さん(2-2) 

柴   智晃くん(2-3) 
     田中 真夢さん(2-3) 
     暮田 佳音さん（3-2） 
    大竹 真実さん（3-2） 

ＪＢＡ埼玉県部会 
アンサンブルコンテスト 

クラリネット四重奏 銀賞 
  岩﨑真緒里さん(2-3) 
   太田 綾音さん(2-3) 
  海老原美葵さん(1-2) 
  京谷 舞花さん(1-3) 
金管八重奏 銀賞 
  伊藤 圭希さん(2-1) 

嶌根 瑠菜さん(2-1) 
   久末 怜果さん(2-2) 
  佐藤 凪紗さん(2-2) 
  岡山ななせさん（2-2） 
  関口 七夏さん（2-2） 
  小原綺羅良さん（1-1） 
  成田久留美さん（1-3） 

第８回全国中学選抜 
レスリング選手権大会 

第２位 安田あくるさん（1-4） 
 
おめでとう 

ございます！ 

最優秀賞  １年３組 

        ２年１組 

         ３年３組 

 優秀賞    １年２組 

         ３年１組 

 最優秀指揮者賞 

 永塚 世莉さん(3-4) 

最優秀伴奏者賞 

葛西 祐希さん(3-3) 

おめでとう 

ございます！ 

草花植え替え＆落ち葉掃き 
生徒、教職員、保護者が協力しての美しい環境づくり、

「人が環境をつくり、環境が人をつくる。」瑞穂の教育のよさの一つです。 

 

 
 

３年保育実習 1１/7（火)～ 
クラスごとに「風の子園」を訪問、どろんこ遊びや遊技など

で園児と交流、保育の楽しさと苦労を経験、あっという間の２
時間でした。よきパパ、ママになる練習にもなりましたね。 

 
 

第２回学校評議員会 11/１5(水) 
合唱祭での感動や校内環境な

ど、取組のよさを評価していた

だきました。いつも温かい眼差

しで学校をみていただき、あり

がとうございます。 

 

｢税の作文･標語｣表彰式 11/24(金) 
作文 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞  

加藤 皓大くん(3-2) 

標語 三郷市長賞  

夏秋 慧子さん(3-4) 

    三郷市教育長賞 

      永塚 世莉さん(3-4) 

おめでとうございます！ 

力作の生徒会スローガン！ 
旧本部役員のみなさん、素晴らしい掲
示物の作成、ありがとう！ 

吹奏楽部 11/12（日） 
ららぽーとステージ発表 
午後の野外ステージ、買い物等に来ていた一般の

お客様にも素晴らしい演奏を披露することができま
した。達成感を感じさせる笑顔も多く見られ、瑞穂中
のよさを校外に PR するよい機会ともなりました。 

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/) 
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