
    今月の紹介者 ≪ 大阿久 順子 先生 家庭科 ≫     

『 毒を出す食 』  蓮村  誠  著 (PHP 研究所 発行) 

問題です。①食事前の甘いものは体に良くないって本当？➁一晩おいたカレーはさらに美味し 

    いって本当？③ごま油は体に良いって本当？ ・・・考えてみましょう！？ 

      ２学期に、2・3 年生に紹介した本です。今まで勝手に正しいと思い込んでいた食べ方の常識が 

    必ずしもそうでなかったと驚くことがたくさん書かれています。You are what you eat. ～あなたは 

    食べ物でできている～家庭科の食生活分野のお話です。あなたが食べたものがあなたを 

作る。体に良いものを食べることはとても大切です。そして同じくらい『食べ方』も 

重要なのです。 上記の問題の答えはすべて×！ ぜひ読んでみてください！ 

      

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   97名 

２年生  147名 

３年生  118名 

計     362名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより   「３月号」     令和２年 ２月２８日発行 
 

 

「 真・善・美を学ぶ 瑞穂中！ 」              校長 豊田 康人 
 

３月は、弥生。まもなく令和元年度が終わる。現在は、日本を含む世界で新型コロナウイルスの

感染拡大対策の対応が行われている。とりわけ学校現場では、生徒や教職員、保護者を守るために

できる限りのことを考えて対応している。本校では、本市の方針を受け、行事等についての対応は

次のとおり。(この間 2/27 政府発表→対応変更あり［今後、HP・メールにて対応･配信］) 
 

 先週、三送会のための練習の歌声、呼びかけが校舎内に響い

ていた。合唱祭の前の雰囲気と似て学校の良さが実感できると

きだ。在校生の歌声や思いは、きっと三年生に届いていただろ

う。 吹奏楽の演奏会もこれで５回目の中止。残念でならない。

演奏を聴いている方々の心を癒やし、音色の良さを感じさせる

演奏。３年間で成長したハーモニーは、心が安らぐ。ありがとう。 
  

３月は別れと旅立ちの季節。先の歌声、呼びかけは旅立つ先輩

への感謝と励まし、そしてはなむけとなる。３年生は、３年間で

多くを学んだはず。人が成長するためには、知らないことや自分

とは異なる考え方を知り、思考を重ね、本物の自分となり、大き

く成長した。頼もしい限りである。「笑顔・自信・絆」を見事に

創り上げた。 
 

 ここで、卒業、進級を控えた「チーム瑞穂」のみなさんに「真・善・美」という文字を応援のメッ

セージとして送る。この３文字、実はそれぞれ深い意味がある。 

「真」とは、勉学に励むだけでなく、物事の真理とは何であるかを追及する知識を身につけること。 

多くの事象に直面し、探求し「自信」をつけてきた。 

「善」とは、善悪をよく判断し、正しい道を選ぶこと。正しい人生を選ぶことこそ人生。その正し

い道を選ぶために善悪を判断できる力を身につけ「絆」を深めた。 

「美」とは、音楽や絵画、日本文学などの美しいものにたくさん触れ、感性を磨くこと。美しいも

のにたくさん触れた人の表情は、自然と「笑顔」となる。 

 これからの人生、３文字であるが、一文字一文字の深さに出会うときがくる

と思う。一人でいるのが好きな人でも人と関わりをもつはず。関わりを持ちな

がら、自分の立ち振る舞いを考えたりすることで少しずつ成長する。さらに、

美に敏感に反応する感受性を持って人に接すると、相手のことを考えられよう

になる素敵な生き方です。「真」(自信)、「善」(絆)、「美」(笑顔)を学ぶこ

とは社会の一員として生きていくうえで力になる真理。 

 令和２年度も「笑顔・自信・絆」の真理を学ぶ瑞穂中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 火 水 木 金 土 日

2 3 4 5 6 7 8

  
埼玉県立入試実技試験

等
リフレッシュ

千葉県立入試学力検査  埼玉県立入試追検査 千葉県立入試発表   
　PTA理事会④ 放:評議員会

9 10 11 12 13 14 15

   

3年給食終了 第30回

埼玉県立入試発表  5･6校時 卒業式準備 卒業証書  

放：専門委員会 (部活動なし) 授与式

16 17 18 19 20 21 22

   

卒業式振休 給食終了 短縮授業 春分の日
      

23 24 25 26 27 28 29

      
短縮授業 短縮授業 大そうじ 修了式

   

30 31 1 2 3 4 5

令和元年度(平成31年度)が、終了です。
次年度もたくましく生活していきましょう。

 
 
 

令和元年度は、埼玉県と三郷市の両方から委

嘱された体力向上課題解決研究の２ヵ年計画の

始まりでした。２月の体育の授業でのソフト        

         ボールでは、チームワー 

         クと思いやりを学び、 

柔道では、精神の統一と 

礼儀を学びました。 

 この研究では、体力が向 

上することだけが目的で

はなく、体力の向上を通して、生徒たちの生き

方自体がたくましくなる 

ことを期待しています！ 

 どんな生き方がたくま 

しい生き方だと、みなさ 

んは思いますか？日常生 

活や学校生活の中で考え 

てみましょう。 

私は瑞穂中に入学したら、勉強も部活動も全力

でがんばり、３年間いい思い出を残すことができ

たら良いです。また、将来の夢に向かって、少しで

も努力することができたら良いなと思います。 

また、定期テストでは、毎回高得点を取ることが

できるように頑張りたいです。 

２月１７日に、令和２年度の新入生・保護者説明

会が行われました。校長先生 

のあいさつには、日頃から     みなさん

に期待しているのと同じく、夢についての話があ

りました。説明会の中盤から、児童たちは２学年

学級委員会に先導で、教室で先輩たちの激励の

メッセージを聞いたり作文を書いたりしました。

以下は、その作文の一つで 

すが、校長先生の願いを受け 

とめてくれたことの分かる、熱 

い気持ちが書かれていました！ 

三送会  → 中止 

卒業式  → 縮小、時短で実施 

保護者会 → 中止 

修了式  → 後日連絡 

定期演奏会→ 中止 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人権作文コンテスト埼玉県大会 
奨励賞 早川 友梨さん(3-1) 

埼玉県書きぞめ中央展覧会 
優良賞 五代 紗妃さん(1-2) 

優良賞 高木 美羽さん(1-3) 

優良賞 中村 虎太郎さん(3-3) 

家庭の日ポスターコンクール 
優秀賞 髙橋 輝さん(3-3) 

優良賞 根岸 萌さん(3-1) 

全国家読ゆうびんコンクール 
優良賞 程田 美音さん(2-1) 

図書館を使った調べる学習コン 

クール 佳作 山口 純可さん(2-4) 

彩の国みどりの作文・絵画コン 

クール 入選 河野 瑠星さん(2-4) 

三郷市明るい選挙啓発作品 
入選 高木 美羽さん(1-3) 

埼玉県児童生徒美術展 

埼葛地区展覧会  
金賞(平面の部・立体の部)   

今井 美颯さん(2-3)  鈴木 璃音さん(2-4) 

銀賞(平面の部・立体の部) 

菅原 茜さん(1-2)    須藤 蘭さん(2-1) 

梶原 流愛さん(2-2)  村川 晴南さん(3-3) 

入選(平面の部・立体の部) 

榎本 琉乃さん(1-1)  夏目 夏杜さん(2-1) 

鈴木 響さん(2-2)    石井 美羽さん(2-4) 

出水慎太郎さん(2-4) 小田川綾那さん(3-2) 

埼葛南部学校保健会健康コン 
クール 努力賞 尾花 優樹さん(3-3)  

青少年善行賞 
表彰状授与式 
ハッスルボランティア賞 

河野 瑠星さん(2-4)  

 

 

  

 

 

新入生児童・保護者説明会 2/17(月) 
令和２年度の新入生説明会が実施されました。全体会では、本校の行事

や学習及び生活ルール等の説明を真剣に聞いていました。その後、新入生
は２年学級委員の案内で教室に移動し、中学生としての心構えを作文にしま
した。部活動を見学し、終了となりました。新一年生（赤学年)は、３クラスでの
出発です。 

全国中学生人権作文コンテ
スト埼玉県大会 
奨励賞 西海 歩桜さん(1-4)  

全国中学生人権作文コンテスト越

谷人権擁護委員協議会地区予選 
入賞 西海 歩桜さん(1-4) 

 

｢税の作文･標語｣表彰式 11/24(木) 
作文 越谷法人会長賞  

増田 拓人くん(3-2) 

標語 三郷市長賞  

髙橋 夏音さん(3-1) 

    三郷市教育長賞 

      綿貫  彩さん(1-3) 

おめでとうございます！ 

PTA校内除草作業 2/20(木) 
  校門付近の除草及び校門の側溝の清掃を丁寧に行っていただきまし
た。登下校時に生徒は気持ちよく校門を通過できます。ありがとうござい
ました。 

おめでとう 

ございます！ 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/) 

校内研究授業 
2/10(月)・18(火) 

授業力向上を目指し、２月は

「福島隆先生・高山先生・安斎

先生」の３名が研究授業を行い

ました。 

校長朝会 2/5(水) 
校長朝会では、「３つの幸せ」という内容で、校長 

先生がお話をしました。 

1 「してもらう幸せ」 赤ちゃんの頃、おなかがすく 

とお母さんがミルクをくれる。 

2 「できるようになる幸せ」  

今までできなかったことが 

できるようになる。 

3 「してあげる幸せ」 

何かをしてあげると人は喜ぶ。 

人が喜んだ姿や顔を見ると、 

自分が幸せになる。これがもっとも大切な幸せ。 

    
民生委員・主任児童委員との 
懇談会 2/10(月) 

学区内地域の民生委員・主任児童委員さんとの 

懇談会を実施しました。生徒相談及び授業参観を行

い、本校の教育実践を御理解いただきました。 

委員の皆様からは、生徒の自立に向けた学校教 

育の推進、不登校生徒等への対応についての御助 

言をいただきました。 

 


