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生徒集会(認証式) 昭和の日
  

  

「 笑顔・自信・絆」 のある学校  校訓 自主・心・健康 
 

 

生徒数 

１年生  104名 

２年生   97名 

３年生  147名 

計     348名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより 「４月号」       令和２年４月１３日発行 
 

 

令和２年度スローガン 「夢への一歩」Move on 瑞穂中！ 

                                                       校長 豊田 康人 

桜満開の４月、令和２年度がスタート。「緊急事態宣言」が発令され、再び臨時休業となり、

入学式･始業式が５月に延期となった。小学校では、新入生の卒業式を縮小という形で実施された

という。４月８日の入学式。新入生を晴れの舞台で迎えることが叶わ

なかった。新２、３年生も３月に学年のまとめができず令和元年度を

終え、現在の状況下に至っている。 

 国難は続いているが、新しい年度は進んでいる。厳しさの中に光を

目指し、前向きな気持ちを維持させたい。 

 本校は、昨年度創立３０周年記念式典を実施した。開校当初からの

校訓は、「自主・心・健康」。学校教育目標は、「自ら学ぶ生徒(知)」

「心豊かな生徒(徳)」「健康でたくましい生徒(体)」である。三郷で一番新しい中学校も３０年

の月日が流れ、卒業生は、現在４５００名。歴史は、積み重ねられていく。 

「笑顔・自信・絆」のある学校を目指す学校像として４年目。小さくても成功体験から得る「自信」。

互いの努力を讃えて「笑顔」。「自信」と「笑顔」が溢れ、「チーム瑞穂」として深まるのが「絆」。

令和２年度、３つが高まることを期待する。 

 ある小学校時代の話。長期休業中の宿題として、担任の先生からパジャマ作成の指示があった。

休み明け作品を集めるとどれも見事な作品が多かったという。不思議に

思った担任の先生は、席に着いている子ども達に目を閉じさせ、「この

中で宿題を親に作ってもらった人、手を挙げてください」と聞いた。半

分以上の生徒が手を挙げたという。その中の一人が私の妻であった。そ

の妻に指南を受け、私もマスクを作ってみた。できばえは写真のとおり

である。先生(妻)からはお褒めの言葉もいただくことができた。さらに

先生は、娘に数枚の手縫いマスクを渡していた。 

 政府は、国内全戸に２枚のマスクを郵送するという。先日は、瑞穂中ホームページにも「マス

クの作り方」を掲載した。マスクが品薄の中、３密への意識を高め、うがい手洗いと同じように

飛沫感染防止にも十分配慮したい。「自分の身は自分で守る」観点からマ

スク作成に挑戦してみてはいかがだろうか。 

臨時休業明け、楽しみの一つである。 本年度のスローガンは、「夢への

一歩」Move on 瑞穂中！ 

まず、動き出す。そして考え、行動する。自己の「夢」に向かい、一歩を

踏み出す。自分の目標に向かって、動き出す躍動的な「チーム瑞穂」への

期待である。 

 保護者の皆様、地域の皆様、瑞穂中学校は、心新たに「夢への一歩」を

踏み出します。皆様と一緒に前進してまいります。御支援、御協力よろし

くお願いいたします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の学校経営方針 

目指す学校像 ≪「笑顔・自信・絆」のある学校≫ 

○ 生徒の笑顔は、仲間、教師、保護者、地域にとっても最高の宝である。 

○ 自信とは、小さな成功体験の積み重ねで構築される。 

○ 絆とは、人と人との結びつき、支え合いや助け合えることである。 

令和２年度スローガン 「夢への一歩」 Move on  瑞穂中！ 

                        ～ まず、動き出す！そして考え、行動する！ ～ 
①三郷の教育４つの礎の推進  

  ・授業改善  ・日本一の読書のまち三郷の推進  ・家庭教育の充実  ・夢への挑戦 

 ②「文武両道」たくましい生徒の育成   

  ・学力向上(学びの意欲を引き出し 数値目標 SS54、ノートの達人マイスター賞)  

  ・体力向上(体力課題解決研究本発表、健康への確かな道筋、食の指導、部活動県大会) 

 ③特色ある教育活動の推進(週時程の弾力的運用)  

 ④心を耕す(道徳科の構築)（瑞穂スタイルの変化発展、チーム実践） 

 ⑤家庭学習の習慣化と内容の効率化（学びのしらさぎ賞、計画､点検､宿題､スキルアップ) 

 ⑥教育相談体制の充実（生活悩みｱﾝｹｰﾄの情報共有､長期欠席対応、組織的な教育相談体制） 

 ⑦生徒理解と学級経営力の向上（ＱＵ検査の活用、二者面談、自己有用感の向上） 

 ⑧学校図書館の積極的な活用（教科等調べ学習の充実、読書通帳の配布、ローテ学習） 

 ⑨三郷の教育夢への挑戦「チャレンジ５」（憧憬と感動） 

 ⑩人とつながり、社会の中で生きる力。(目標を達成するために他者と協働していく姿) 

年度当初の予定でした。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇転退職された先生方◇ 今まで瑞穂中を支えてくださり、ありがとうございました！！ 

校長 豊田 康人    教頭 石川 広数     教務主任  岸 雅之(英語)   

事務主任 林 宏弥   養護教諭 細谷 光子    校務員 石井 隆・佐藤 啓子 

給食事務員  高野 彩子  さわやか相談員 戸邊由美子   ALT オーエン・ダガン 

スクールカウンセラー  稲川 貴大 

 １学年 ２学年 ３学年 

１組担任 江原 弘子（家庭） 池田  隼（国語） 佐藤  健（数学） 

２組担任 箭内  透（美術） 福島 純一（数学） 岡田 光男（理科） 

３組担任 石塚 拓也（数学） 大島 美沙（英語） 羽鳥 紗矢（保体） 

４組担任   安斎  均（社会） 

副担任 

渡部 大希（英語） 

田中 智也（理科） 

小池 瑞希（社会） 

浅賀みなみ（技術/理科） 

石川 将悟（保体） 

柳橋 聖子（国語） 

佐藤  匠（音楽） 

石川 広数 教頭 (三郷市立前川中学校より) 

 前川中学校からきました。 

 江川教頭先生の後を引き継ぎ、明るく元気

に頑張っていきます。一見して顔を憶えられま

すので、声をかけてください。 

 瑞穂中を明るく元気な学校にしていきます。 

 よろしくお願いします。 

 

  江原 弘子 教諭  

（三郷市立早稲田中学校より） 

初めまして。今年から技術・家庭科の

家庭科分野を担当します。 

 “笑顔で楽しく”をモットーに頑張りま

す。よろしくお願い致します！ 

渡部 大希 教諭 （新採用) 

 吉川市立南中学校からきました。 

 渡部大希です。教科は英語を担当し

ます。生徒の皆さんと良い時間を過ご

せることを楽しみにしています。よろしく

お願いします。 

箭内  透 教諭  

(越谷市立中央中学校より) 

事難うして方に見る丈夫の心（虚堂録） 

～ことがとうして まさにみるじょうぶのこころ～ 
 

ピンチをチャンスに変えるのは日々

の努力！ 

 こんな時だからこそ、やるべき事を

当たり前にやり続けましょう！ 

 

 

佐藤 匠 教諭 (新採用) 

 初めまして！栄中学校から来た佐藤

匠です。教科は音楽です。とにかく歌う

ことが好きで、部活はずっと合唱をやっ

ていました。趣味は筋トレと漫画を読む

ことです。瑞穂中のみなさんと楽しく音

楽ができたらと思っています。よろしく

お願いします。 

  

  

○江川 雅敏 教頭先生（川口市立飯塚小学校校長就任） ○浜名 哲也 教頭先生（三郷市立栄中学校）    

○山口 貴嗣 先生（蓮田市立蓮田中学校）  ○福島  隆 先生（三郷市立栄中学校）    

○高山 千秋 先生（春日部市立春日部中学校）   ○北住麻理子 先生（三郷市立彦成中学校）   

○大阿久順子 先生（任期満了）      ○香山 静香 給食事務（三郷市立新和小学校） 

○吉田 美紀 相談員（第三教育相談室）   ○瀬賀ふみ恵 図書館司書（本社勤務へ） 

田中 智也 先生 (三郷市立北中学校より) 

 今年度、お世話になります。１日も早

く瑞穂中になれて、瑞穂中の一員とし

て皆さんとともに頑張っていきたいと思

います。 

 よろしくお願いいたします！ 

  

 
  

小池 瑞希 先生 (新卒) 

 初めまして！小池瑞希です。社会科

を担当します。分からないことだらけの

私ですが、みなさんと一緒に楽しい学

校生活を送ることができたら良いなと思

います。よろしくお願いします。 

戸邊由美子 相談員  

(本校での任用の変更) 

 昨年まで本校の校務員を務めていま

した。 これからは、新たな気持ちでス

タートさせていただきます。 

 よろしくお願い致します。 

石井 隆 校務員  

(ｼﾙﾊﾞｰ人材派遣会社より) 

お世話になります。４月１

日より校務員として働くこ

とになりました。瑞穂中を

よりきれいにするために頑

張ります！ 

 

 
 

髙野 彩子 給食事務 (三郷市立彦糸中学校より) 

 みなさん、こんにちは。給食事務の髙野です。 

 最初は、分からないことも多く、皆さんに御迷惑をおかけしてしまうこともあるかもしれ

ませんが、よろしくお願いいたします。３年生、２年生のみなさん、瑞穂中のことをたくさ

ん教えて下さい。１年生の皆さん、中学校の給食は美味しいのでお楽しみに！ 

佐藤 啓子 校務員  

(ｼﾙﾊﾞｰ人材派遣会社より) 

瑞穂中のみなさんには、青春を有意義に、

人生に夢を描き、過ごして頂きたいと存じ

ます。私もそのお役に立てたら幸いです。

気付いたことがあればお声かけ下さい。よ

ろしくお願いいたします。 


