
  

「 笑顔・自信・絆」 のある学校    校訓 自主・心・健康 
 

 

生徒数 

１年生  149名 

２年生  119名 

３年生  115名 

計     383名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより    「４月号」       平成３０年４月９日発行 
 

 

H30年度 スローガン 「夢に向かって」Let's Try 瑞穂中！ 校長 豊田 康人 
 

 春爛漫４月、いよいよ平成３０年度がスタート。本校に校長として着任して２年目、そしてステッ

プアップの年。 

 開校より、校訓を「自主・心・健康」、学校教育目標を「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)」として瑞穂中学校の歴史が

刻まれてきた。 

 小さな成功体験を積み重ね「自信」が生まれる。友の成功を讃えることで  

「笑顔」が生まれる。笑顔と感謝で「絆」が深まる。 

 「笑顔・自信・絆」のある学校として高まりを感じる。 

 本校の入学式の会場設営は、３年生の役割であり、今年

も見事に仕上げてくれた。感謝の気持ちと新入生を温かく

迎えようとする心にほっとする。 

 三郷で一番新しい中学校も２８年の月日が流れ、卒業

生は、現在４２６９名。  

 瑞穂中学校という校名になった由来を初代校長文道 

雅夫先生にお聞きした。当時の学区審議会、新設校準備委員長として最終的に

５つの校名から絞られたそうだ。 

瑞穂の「瑞」は、一番新しい学校としてフレッシュ、みずみずしいというイメ

ージをもつ。瑞穂の「穂」は、学校付近には田畑が多くあり、稲穂の穂の文字を使われたそうだ。さら

に「瑞穂」は、学年を追って成長していく姿がある。 

 １年生は、苗植えから苗が育っていく時期、２年生は、成長して花が咲く時期、そして３年生は、稲が

実り、巣立っていく思いが込められた学校であるという。 

 先代の思いを継承し２９年目の瑞穂中学校。校長として責任を感じる。 

瑞穂中学校を象徴する校章。開校当時、全校生徒から募集を行い３年生の「鷲尾

ゆかり」さんのデザインに決定した。ご本人のメッセージを改めて紹介したい。

「この辺りは、白鷺が多いということなので、校章に白鷺の羽をイメージしました。羽

には、力強く未来に羽ばたく意味を含み、円形は、協力の和を表しています。」  

「校章」の思いに込められた校歌の３番。最後のフレーズに「明日に翔く瑞穂中」

とある。最後に繰り返す「瑞穂中～」を毎回、心を込めて歌いたい。本年度、自

分の夢に向かって何ができるか考え、惜しみない努力をしたい。 

 保護者の皆様、地域の皆様、瑞穂中学校は平成３０年度、心新たに「夢に向かって」トライします。

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。  

            「夢にむかって」Let's Try  瑞穂中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成３０年度 学校経営方針 
 

【学校教育の基軸】 

 学校とは、生徒の人間形成を目差す公教育の実践の場です。それには保護者の皆様や地域住民の方の

信頼と期待に応えることが必要となります。国の諸法令に基づき、埼玉県の教育施策を踏まえ、三郷市教育

行政重点施策の具現化を図るとともに、瑞穂中の生徒の「夢を育む」教育を推進し、歴史を積み重ねていき

ます。 
 

 【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。 
 

【本年度の重点項目】    

  平成３０年度 スローガン 「夢に向かって！」  Let's Try  瑞穂中！ 

  ①思考力の育成を図る学力向上の取組（探求的な学びを支える授業実践） 

  ②道徳科に向けての研究（瑞穂スタイルによる道徳授業の継続と工夫、チーム実践） 

  ③家庭学習の習慣化と内容の効率化（よき実践に学ぶ。計画､点検､宿題､定期ﾃｽﾄ前補習､夏期講座の工夫） 

  ④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） 

  ⑤健康・体力向上の取組（食の指導、給食残滓・牛乳残本数の対策、部活動） 

  ⑥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） 

  ⑦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、朝図書、昼図書） 

  ⑧三郷の教育７つの剣の取組（入賞を目標とする具体的な取組計画） 

  ⑨特色ある教育活動の取組（合唱､ボランティア手帳､NIE､しらさぎ賞､環境教育） 

  ⑩時を守り、場を清め、礼を正す取組（日本の社会を切り開く基本） 

月 火 水 木 金 土 日

9 10 11 12 13 14 15

発育測定 給食開始 （全学年）埼玉県   

入学式･始業式 教書配布 学力･学習状況調査 1.3年聴力検査

自転車点検 ⑤⑥新入生歓迎会   

短縮授業⑥ｶｯﾄ 部活見学① 短縮授業⑥ｶｯﾄ

16 17 18 19 20 21 22

（３学年）全国  

全校保護者会 学力･学習状況調査 2年内科検診 授業開始 3年内科検診 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

  1年総合検診 ⑥避難訓練 大会会場  

部活動見学② 仮入部① 専門委員会 仮入部②

23 24 25 26 27 28 29

 

あすチャレ！ 1年内科検診 PTA総会&理事会① 昭和の日
車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

教室
⑥交通安全教室  

仮入部③ 仮入部④ 仮入部⑤ 本入部

30 1 2 3 4 5 6

  

昭和の日　振休 1年校外学習 3年歯科検診 憲法記念日 みどりの日 子どもの日

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇平成３０年度教職員紹介◇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇転退職された先生方◇ 

   

 

 

 

 

 

 

       これ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 浜名 哲也   

教務主任  岸 雅之(英語)  事務主事 林 宏弥   養護教諭 細谷 光子 

学校校務員 戸邊由美子   給食事務員  香山 静香  さわやか相談員 大熊あゆみ 

学校司書 瀬賀ふみ恵  ALT スコット ビサキ スクールカウンセラー 鷲尾 一世 

初任者指導員 山田 親男  非常勤講師 鈴木 覚(美術)・大阿久順子(家庭) 

◎学年主任 １学年 ２学年 ３学年 

１組担任 佐藤  健（数学） 大塚 雅彦（理科） 山口 貴嗣（英語） 

２組担任 櫻田 隆平（英語） 福島 純一（数学） 池田  隼（国語） 

３組担任 羽鳥 紗矢（保体） 石塚 拓也（数学） 佐々木喜一（保体） 

４組担任 安斎  均（社会）   

副担任 
篠崎 麻希（国語） 

谷口 公平（理科） 

浅賀みなみ（技術） 

黒澤 駿弥（保体） 

福島  隆（社会） 

高山 千秋（音楽） 

浜名 哲也 教頭 (八潮市立八潮中学校より) 

 今年度より新任教頭として赴任しました。 

 １０年ぶりに三郷へ戻り、周辺のめざましい発展に驚

いています。これから瑞穂中のために、何事にも全力で

取り組みます。 

 宜しくお願い致します。 

櫻田 隆平 教諭  

(三郷市立栄中学校より) 

はじめまして！英語を担当します。み

なさんの中学校生活が素晴らしい時間

になるように手助けをしていきたいと思

います。宜しくお願いします！！ 

高山 千秋 教諭 (新採用) 

はじめまして！！音楽の授業

や学校生活を通して、瑞穂中の

みなさんと関われることがとても

楽しみです。これから一緒に楽し

く勉強していきましょう。 

宜しくお願いします。 
羽鳥 紗矢 教諭 （新採用） 

今年度の目標は『挑戦』です。 

みなさんと一緒に、色々なことにチ

ャレンジしていきたいです。 

 よろしくお願いします。 

香山 静香 給食事務員 (三郷市立彦成小学校より) 

みなさんのお手伝いができるように頑張ります。 

中学校の給食、楽しみです！ 

宜しくお願いします。 

篠崎 麻希 教諭  

(三郷市立前川中学校より) 

前川中より来ました。教科は国語

を担当します。瑞穂中のきれいな

校舎と笑顔でのあいさつがとても

素敵だと思いました。私もその一

員として全力を尽くしていきます

のでよろしくお願いいたします。 

佐藤 健 教諭  (三郷市立北中学校より) 

今年度から瑞穂中で学校生活をともにする 

佐藤 健（たける）です。担当教科は、数学です。 

 『笑顔・自信・絆』のある学校を、皆さんと一緒に作っ

ていけるように頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致

します。 黒澤 駿弥 教諭 

(三郷市立南中学校より) 

 瑞穂中学校のみなさん。初めまし

て！！保健体育を担当する黒澤で

す。 

 皆と楽しく、メリハリのついた授業

を行いたいと思います。  

 お願い致します。 

谷口 公平 教諭 

 (三郷市立北中学校より) 

理科を担当させていただきま

す。皆さんと一緒に勉強できるこ

とを嬉しく思います。『自他共栄』

の精神で皆さんと共に成長してい

きたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

離任式 ３/３０(金) 
学年末休業日(春休み)ですが、ほぼ全ての生徒たちが登校し、離任式が行わ

れました。転退職される先生方へ花束を贈り、最後のメッセージを頂きました。 

それぞれの決意を胸に、生徒も教師も平成 30年度を迎えます！ 

大阿久 順子 先生 (三郷市立前間小学校より) 

家庭科を担当します。家庭科は生活に役立つ内容が

盛りだくさん！瑞穂中のみなさんと一緒に作ったり食

べたりするのが楽しみです。 

１年間宜しくお願いします！ 

  

○広木 友和 教頭先生（三郷市立南中学校 校長）  

○三角 広昭 先生（三郷市立彦成中学校）   ○團    良美 先生（三郷市立前川中学校） 

○野見山郁美 先生（吉川市立中央中学校）   ○久田 君恵 先生（三郷市立彦成中学校） 

○神田 彩華 先生（越谷市立北陽中学校）  ○森田  優 先生（県立蓮田特別支援学校） 

○北住麻理子 先生（三郷市立前川中学校）  ○市原 尚子 給食事務（三郷市立新和小学校） 


