
  

「 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    「５月号」       平成３０年５月１日発行 
 

 

感謝と記録「夢に向かって！瑞穂中！」       校長 豊田 康人 
 

 風薫る５月、皐月。１年生もいよいよ部活動の本入部。３学年揃って、新たな集団として動き出

す。３年生の態度から、いよいよ最後の年という覚悟を感じる。 

２年生も後輩ができ、先輩としての自覚を持ち頑張ってもらいたい。 

 瑞穂中学校２８年の歴史の中にも輝かしい実績があ

る。平成１３年８月、埼玉県中学校県民総合体育大会で

優勝したサッカー部。当時の顧問であった大橋雅人先生

にお話を伺い、１９ページにわたるサポーター(保護者)

の記録も読ませていただいた。その中に部長の丹羽先輩

が、県大会優勝インタビューで「きつかった試合はどの

試合ですか」と聞かれて、「地区大会の決勝戦早稲田中

と県大会３回戦の木崎中です」と答えた。早稲田戦は、

一度も勝ったことの

ないチーム。前半１対１、後半も１対１で延長。結果０対０で再

延長の末Ｖゴール。読んでいるだけで瑞穂イレブンが、喜びを爆

発している姿が思い浮かぶ。大橋先生は、初出場の県大会で一戦

一戦強くなっていくチームに「感謝の心を持つ」大切さを指導され

たという。保護者やお世話になった方、そして試合ができる相手

チームにも「感謝の心を持つ」。改めて「感謝の心が人を育て、感

謝の心が自分を磨く」と思う。 

 先日、男子ソフトテニス部が越谷西中で練習をしていた。プレーが終わり、すぐにメモをとって

いる姿があった。顧問の山口先生は、日頃より「振り返り、記録に残す」

ことを大切に指導しているという。自分の課題に気づき、解決策を考え

実行する。再び、記録に残す。試行錯誤の繰り返しが、スモールステッ

プとして確実に成果となる。成果は、「自信」につながる。  

 部活動の中で「感謝の心を持ち」、人とし

て成長するための「記録に残す」ことを大切

にしたい。中学校は３年間、部活動は実質、

２年と５ヶ月。多くの人と関わり、振り返り、一歩ずつ前進して欲しい。  

 新年度、瑞穂中は「夢に向かって」動いています。新しい歴史をつく

るのは、今の瑞穂中生です。 

 保護者の皆様、御支援、御協力お願いいたします。 

         「夢に向かって」Let's Try 瑞穂中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区予選会】  
・決勝    vs 早稲田中(０対０)再延長Ｖｺﾞｰﾙ 
 

【県大会】 
・１回戦    vs  越谷北中(２対０) 
・２回戦   vs  騎西中 (２対１) 
・３回戦   vs  木崎中 (２対２) ４対３(ＰＫ戦) 
・準々決勝 vs  川口西中(２対０) 
・準決勝   vs  蕨二中  (０対０) １対０ 

(延長Ｖｺﾞｰﾙ) 
・決勝    vs  小手指中(３対０) 

月 火 水 木 金 土 日

0 1 2 3 4 5 6

  

1年 校外学習 3年歯科検診13:45 憲法記念日 みどりの日  子どもの日
2年実力テスト    

7 8 9 10 11 12 13

  

三郷市通信陸上会場 通信陸上予備 部活動保護者会 短縮授業(午後カット) 2年歯科検診11:15

６時間授業(水6)  ５時間授業(⑥ｶｯﾄ)  尿検一次   

二者面談①

14 15 16 17 18 19 20

     
1年歯科検診11:15 学総大会代表者会議 Ｊｱﾗｰト訓練 専門委員会 教育実習開始

    

二者面談② 二者面談③ 諸活動停止

21 22 23 24 25 26 27

      

中間テスト 生徒朝会(安全委) 6校時　生徒総会 三郷市一斉

尿検再検査 6校時修学旅行説明会  クリーン作戦

二者面談④ 二者面談⑤ 放:運動会係会議

28 29 30 31 １ 2

      
表彰朝会 運動会予行 運総会会場準備 運動会 三郷市

      予備日は、  新陸上競技場
放:運動会ｸﾗｽ練1 放:運動会ｸﾗｽ練2 火曜日 落成式

    今月の紹介者 ≪教諭  篠崎 麻希 先生（国語） ≫ 

    『 オーデュボンの祈り 』   伊坂幸太郎 著 

   コンビニ強盗を犯した伊藤は知らぬ間に鎖国された不思議な島に連れてこられ、未来

を予知できる案山子の殺害事件に巻き込まれていく。自分の死を知っていた案山子。し

かしなぜ自分の死を阻止できなかったのか・・・。 

   この本は私が中学生の時に出会った一冊です。当時わからなかった人として 

の生き方・考え方のヒントをこの本から教えてもらいました。この本以外も本 

屋大賞にノミネートされた『ＡＸ』など伊坂幸太郎さんの作品は読み終 

わった後に爽快感を味わえるものが多いのでぜひ読んでみてください。 

日本一 
読書のまち三郷 

運動会の予備日の訂正とお詫び 

過日に行われました全校保護者会の資料の最終ページに【年間行事計画】があり

ます。以下のように訂正させていただきます。  
           [訂正前]      [訂正後] 

運動会予備日①   ６月４日(月)   → ６月５日(火)  

運動会予備日②   ６月５日(火)   →  ６月６日(水) 

※なお、２日(土)の運動会が延期となった場合、４日(月)は弁当持参で授業とな

ります。 

訂正につきまして、お詫び申し上げます。 

                        
 

緊張の入学式から、はや１ヶ月が経ちました。１４９名の仲間たちは、瑞穂中学校での新しい生

活にもだいぶ慣れ、毎日元気に登校している様子です。授業ではどのクラスも大きな声で号令

をし、意欲あふれる学習態度です。給食の量も増えましたが、モリモリ美味しく食べています。 

２年生は、学年集会レクを行い、少しずつ絆を深めています。また、生徒会専門委員 

会や係活動など学年や学級の組織作りでは、３年生は意欲のある生徒が多く、 

自分のやる気をクラスメイトの前でアピールしていました。新しい環境で新仲間 

たちとの生活が始まっています。みなさんで充実した時間を過ごしていきましょう！ 

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/) 

4月 9日（月）第 29回入学式・始業式 
15 の小学校から 149 名の新入生を迎え、全校生徒 383

名(1年 4 ｸﾗｽ 2 年 3 ｸﾗｽ 3年 3 ｸﾗｽ)、職員 29 名で平成 30

年度がスタートしました。 

   

4月 10日（火）教科書配布 1年・発育測定 3年 
1年生はとても多くの教科書が配布されました。その重

さ分だけ「たくさんの学び」があります。3年生は 1年の

時から比べて心も体もたくましく成長しています。 

  

4月 12日（木）新入生歓迎会 
 脈々と受け継がれている「瑞穂中の伝統」を肌で感じ

取った 1年生。その誇りを胸に中学校生活を送ります。 

  

  

4月 11日（水）給食開始 
1年生にとって中学校での初めての給食でした。つくっ

てくれた方に感謝して残さずきれいに食べました。 

  

4月 19日（木）避難訓練 
今年度 1 回目の避難訓練を行いました。関東近郊でも

火山性地震等のニュースがあります。非常時に備え、真

剣に取り組みました。 

  

    

4月 23日（月）こども読書の日 
 ４／１６～３０は三郷こども読書週間でし

た。学校司書の瀬賀さんから図書オリエンテー

ションを受け、たくさんの本とふれあい、心に

素敵な貯金をしました。 
  

4月 23日（月）パラリンピック教室 
 車いすバスケット選手の神保さんを講師に迎え、実

際に車いすに乗って体験を行いました。 
  

4月 25日（水）生徒朝会（認証式） 
前期専門委員会委員長及び各学年学級委員長を紹介し

ます。 

生活委 折笠 颯太くん  保健委 髙野 知英さん 

安全委 小林 凌也くん  給食委 岡本 琉聖くん 

図書委 岩﨑 真緒里さん 環境委 笠原 佑二くん 

1学年 学年学級委 小林 直人くん 

2学年 学年学級委 日髙 綾乃さん 

3学年 学年学級委 戸村 優月さん 
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