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勤労感謝の日 期末テスト 期末テスト １年総合検診

 リフレッシュ    

専門委員会

    今月の紹介者 ≪ 石川 大暁  先生（ 保健体育 科）≫     

『   関ケ原   』     司馬遼太郎 著  

     司馬遼太郎の歴史小説。徳川家康と石田三成の対立を理由に、天下分け目の決戦となった 
関ヶ原の戦いを描いた作品である。 

     たくさんの武将が登場します。その中で、それぞれの武将の生きざまや、迷いや裏切り、 
   覚悟が伝わってきます。また、天下分け目の戦に至るまでの経緯が非常に面白い 

です。  ぜひ、この本を手に取ってみて下さい。 

 

日本一 
読書のまち三郷 

  

「 笑顔・自信・絆」 のある学校  校訓 自主・心・健康 
 

 

生徒数 

１年生  102名 

２年生   97名 

３年生  147名 

計     346名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより 「１１月号」    令和２年１１月２日発行 
 

 

「感謝を言葉にする 瑞穂中！ 」            校長 豊田 康人 

 １１月は、霜月。今月３日は文化の日「自由と平和を愛し、文化をすすめる」これを趣旨とした

祝日。今月の目標として、勉学に励み、読書に親しみ、そして多くの芸術にも触れたい。                                       

 「チーム瑞穂」は、１０月１６日(金)に MSF(ﾐｽﾞﾎｽﾎﾟｰ

ﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ)を実施した。約一ヶ月半の準備を重ね、７ヶ月

ぶりに全校生徒が校庭に参集しての競技だった。全校生徒

を目の前にしたときは、本当に感動した。やっとここまで

来たという感じだった。種目を厳選しての競技だったが、

走り、跳び、仲間を応援する笑顔満載の半日だった。実施

できたことで「自信」「絆」を深められたと思う。 

 文武両道の瑞穂中は、２年間に渡り「体力課題解決研究」

に取り組んでいる。その途中の成果を披露するのが１１月１３日である。「たくましく生きる生徒

の育成」～生活習慣を高め、意欲的な体力向上の取組を通して～を研修主題として「チーム瑞穂」

全教職員、全校生徒で取り組んでいる。取組半ば、「新しい生活様式」を継続しているが、自分自

身や他者との協働でたくましく生きぬく力を育んでもらいたい。現在まで様々な取組をしてきた。

当日は、陸上競技の「長距離走」と保健「運動と健康」の授業を公

開し、市内の先生方に参観していただく。繰り返すが取組は、「チ

ーム瑞穂」の全員と教職員。運動好きも苦手であっても全員の取組。

「ちょっと授業で走ることが多いな～」「昼休みお腹いっぱいだよ

～」と言っているあなた！この時代を生き抜くためには、新しい価

値観を自分流に工夫して進むことが必要。 

一人一人が健康・体力を意識して、今後の生活に生かして欲しい。 

 「夢を叶えるゾウ３(ｽﾘｰ)」ブラックガネーシャの言葉に、 

「人に楽しく働いてもらうためにはな、まず、その人の存在に対して感謝することが大事

やねん。そんで、その感謝の気持ちをできるだけ言葉にしていくんや。そういう言葉をも

らうと、自分が人に役に立ってることが実感できるか仕事が楽しくなるんやで。」 

 この言葉を「チーム瑞穂」に引用させてもらうと、『たくましく生きていくためには、

「健康の増進・体力の向上」が必要やねん。よりよく生きてくためには、家族仲間に感謝す

ることが大切やねん。それを言葉にすんねん。「ありがとね！」と。言われた方も嬉しいし、

それでな家族、仲間といることが幸せと思うやん！』「チーム瑞穂」の仲間、教職員の中でも感謝の気持

ちを言葉にしたい。  
 

【保護者、地域の皆様】１１月、日頃から学校へのご理解、ご協力ありがとうございます。学校で

生活できる感謝の心を持ち、今月も「夢への一歩」Move on 瑞穂中 でさらに一歩進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

体育係(実行委員)を中心と                               した活躍により、今年度 

初の学校行事を無事に成功                                  させることができまし

た。世間では様々な行事やイベントが中止されていくコロナ禍の今、この MSFが開催でき本当に嬉しく思

います！ ８の字ﾁｬﾚﾝｼﾞ、徒競走、リレーと種目は精選されましたが、MSF を通してのクラスの団結力を

今後の学校 

生活に生かし 

瑞穂中を盛り 

上げていって 

ほしいと思い 

ます。 

 瑞穂中の New Leader!!  

約一ヵ月間の選挙活動を終え、10月 14 日(水)に生徒会本部役員選挙の投票 

の投票が行われました。今回の立会演説会は異例の各教室での VTR 視聴とい 

う形式でした！？それでも有権者(生徒)たちは、資料とモニターを見つめ真 

剣に投票を行いました。 

新生徒会長  桧垣 大智   新副会長  太田 康佳 ・ 横沢 侑空 

新本部役員  恩田 萌花 ・ 神田 空翼 ・ 山田 麻央 ・ 髙橋 美琴 

そして 29日(木)の校庭での認証式で校長先生から任命を受け、新生徒会本部役員が発足しました。 

新生活スタイルの中での、新組織にこれからの生徒会活動を任せます★ 

ＭＳＦへ地域の自治会連絡会様から生徒･職員にﾄﾞﾘﾝｸの差し入れをいただきました。ありがとうございました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

２年生 ＪＯＣ教室１0/９(火) 

１年生 あすチャレ！スクール 10/20（火）  
オリパラ教育の一環として、ＪＯＣ教室とあすチャレスクールを本校で

開催しました。 

ＪＯＣ教室では、オリンピアンからオリンピックに参加したことから学んだ

様々なことを話していただき、オリンピックバリューについて学ぶことが

できました。詳細は https://www.joc.or.jp/event/class.html 

あすチャレスクールでは、講師の方から障害者スポーツについて学

び、「困難に立つ向かう力」をいただきました。 

 

市内中学校駅伝競走大会 10/22(木)        
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４位」、女子チームは、第６位でした。 

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/) 

MSF(みずほスポーツフェスティバル)10/16(金)    
  久々に全校生徒が一堂に集まる行事でした。３つの種目（１００m 走、クラス全員リレー、８の字チャレンジ）を行いました。生徒たちは、全力で競技 

し、行事を楽しんでいました。そして、友への心からの声援が自然と沸きあがり、MSF を大いに盛り上げました。みじかい時間でしたが、すがすがしい天
候のもと瑞穂中生のすばらしさを再確認できた日でした。当日は無観客での開催でした。ご協力ありがとうございました。ここに感謝します。 

ＭＳＦ(みずほスポーツフェス

ティバル)結果発表 

  １学年 優勝 １組 

  ２学年 優勝 ３組 

  ３学年 優勝 ３組 

     準優勝 １組 
 

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 
 

 


