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「 笑顔・自信・絆」 のある学校    校訓 自主・心・健康 
 

 

生徒数 

１年生  121名 

２年生  114名 

３年生  132名 

計     367名 

 

 

 

 
 

瑞穂中だより    「１０月号」    平成２９年１０月２日発行 
 

 

「無限の努力をかさねる 瑞穂中！ 」   校長 豊田 康人 

１０月は、神無月。毎年、台風や長雨がある。それでも１０月１０日は、「晴れの特異日」で

ある。１９６４年１０月１０日は、東京オリンピックの開会式だった。 

 開会式のフィナーレで国立競技場上空に

「五輪マーク」を描くという計画があった。

実行したのは、「ブルーインパルス」という飛行

チーム。「ブルーインパルス」は、静岡県航

空自衛隊浜松基地で１９６０年に誕生した

曲技飛行チームで予備機を含め６機。  

 計画は、開会式の選手宣誓の５分後、８千

の鳩が放たれ、上空を見上げる１５時１０分

２０秒にマークを描くことだった。そのために練習した回数６０回。しかし一回も成功したこ

とはない。本番は、世界中が生中継で見ているので失敗は許されない。「１回も成功していない」

精神的重圧。上空３０００ｍ、時速４６０㎞、旋回しながら一つの直径１８００ｍのサークル

を描く。結果は写真のように大成功を収めた。 

 次の日の新聞記事は、「この日は、まことに美しい秋晴れだっ

た。航空自衛隊機が、空に描いた五色の輪が夢のようにきれいだ

った。」  

 なぜ、５人の飛行士は、当日最大の重圧の中、成功したの

か。奇跡のようだが、これは奇跡がなせる技ではない。チー

ム一人一人の心にある「成功させるという使命感」。チームとして一つのことを成し遂げようと

する心。そのために練習に練習を重ねる「無限の努力」。これが当日の成功を導いたのだろう。 

 二学期、大きな行事として合唱祭がある。この行事の目的の一つに「一人一人の可能性を最大

限に発揮できる集団を育てる」とある。クラスや学年の一員とし

て、合唱を「成功させるという使命感」とそれに向かう「無限の努

力」に期待したい。 

 一人一人の無限の努力が感じられたとき、「自信」「絆」が

一層深まり、そこにお互いの「笑顔」が見られる瞬間が必ず来

る。 

 ２０２０年東京五輪の開会式は、７月２４日午後８時。瑞穂

中卒業生から「無限の努力」を実行しているあなたがいるかもしれない。 

これからも瑞穂中は「夢に挑戦」します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ９月の１５日(金)･１６日(土)、市内一斉学校公開が

ありました。来校者数はこれまでの人数を大きく上回

り、５６８人となりました。また、小学校６年生の児童･保

護者対象の学校説明会には、１４０人の参加がありま

した。授業の心得アンケートの集計と、寄せられコメン

トを紹介します。 

今後も、生徒のみなさんが気持ちよく過ごせる瑞穂

中、地域の皆さんから愛される瑞穂中、市内の小学

生から憧れられる瑞穂中を作り上げていきましょう！ 
 

 ★会う生徒が皆明るく、挨拶もしっかりしてくれました。 ★多くの生徒からしっかり朝の挨拶を

され礼儀正しい子が多いのでよく教育されていると思いました。気持ちよかったです。校内もゴミ

一つない清潔感がありました。 ★主体的に授業を受けていて良かったです。熱心な先生にも感謝

です。 ★落ち着いた授業を全クラスしていました。 ★生徒さん達の明るい挨拶と、輝かしい学

業の成果、芸術、運動においても素晴らしいの一言です！    

 
 

 

 

 

  

 

    今月の紹介者 ≪ 久田 君恵 先生（家庭科） ≫ 

    『 三匹のおっさん 』   有川  浩 著 

   “図書館戦争”などが有名ですが、ドラマ化もされました。定年を迎えた主人 

  公が、昔の仲間２人とともに、孫を巻き込んで地域で起こる事件を解決に導く 

  ために悪を懲らしめていきます。高齢者を標的とした事件など、身近で 

起こりそうなことばかりなので楽しく読むことができます。 
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PTA学校応援団活動 

花植え 9/11(月) 
保護者の皆様、そして地域の皆様に支え 

られての学校づくり、感謝申し上げます。 

市内英語スピーチコンテスト 9/9(金) 
安東  琴音さん (1-1)、塩谷  実梨さん (1-1)、鈴木  美晴さん

(2-1)、永野 泰地くん（3-4）が参加、夏休みに ALTのスコット先生と
練習した成果が充分に発揮されました。 

永野くんが第４位で入賞、おめでとうございます！ 

学校公開 9/15(金)･16(土)         
全クラス道徳授業公開、ＰＴＡ主催の人権教育講演会、学校説明会、部活動見学

等を含め、瑞穂中のよさをたくさん見て、聞いて、感じていただくことができたと思い
ます。学校説明会には、学区外からも多くの児童及び保護者の皆様に御参加いた
だきました。2 日間で昨年度を上回る 568 名の方の御来校に感謝申し上げます。 

 
 

市内科学教育振興展 9/24(土)･25(日)        
理科の夏休みの宿題の中から、優秀な研究が市内展で審査されま

した。入賞者は以下のりです。おめでとうございます！ 
 金賞 パネル作品の部    
  鈴木 美晴(2-1)  川﨑 萌生さん(2-1) 
奨励賞 自由研究の部 

 西海 歩桜さん(1-4) 檜垣 ゆらさん(1-4)               

佐藤  蘭さん(2-1)  髙橋  舞さん(2-3) 

 

モップボランティア 9/14(木)～        
登校時間よりも早い時刻 

に有志が集まり、各階でモッ 

プ掛けを行い、校内美化に 

努めています。きれいな校内 

でボランティア生徒の温かい 

気持ちの輪が広がり、絆を深 

める瑞穂中生です。 

 

新人体育大会兼県民総合体育

大会 地区大会 9/26(火)～         
１，２年生による初めての公式戦が行われま

した。入賞者は以下のとおりです。  
おめでとうございます！ 
★男子ソフトテニス部 

ダブルス 第３位 県大会出場 
  濵村 晃基くん(2-3)  

小林 凌也くん(2-3) 
★陸上競技部 
  共通１１０H 第１位 県大会出場    
    飛世 健登 くん(2-4) 

四種競技 第２位 入賞     
    池田 夢叶くん(1-2) 

２年１００ｍ 第３位 入賞     
    三井 一輝くん(2-2) 

共通１００H 第３位 入賞     
    野口 桃佳さん(1-1) 

四種競技 第３位 入賞     
    野口 桃佳さん(1-1) 
★男子バスケットボール部  

第３位 入賞 
★ソフトボール部  

第３位 入賞 

県大会 9/14(木)～ 
★水泳 
  ５０ｍ平泳ぎ 第８位 入賞 
  山﨑みのりさん(1-2) 
 
 
 
 
 

学校総合体育大会 県大会       
３年生最後の大会でした。入賞者は以下のと

おりです。 おめでとうございます！ 
★陸上競技部 
  共通砲丸投げ 第４位 入賞     
    石垣 来実さん(3-1) 
  共通棒高跳び 第８位入賞     
    神酒 直史くん(3-4) 
    
 
 
 
 
 
 
 

市内発明創意工夫展 9/14(水)         
技術家庭科の夏休みの宿題の中から、より工夫された作品が 

市内展で審査されました。 おめでとうございます！ 
優良賞 作品の部 
西海 歩桜さん(1-4)  山﨑みのりさん(1-2)  坂本 雄生くん(1-3)   
生井 翔也くん(2-3)   柴  智晃くん(2-3)  笠原 佑二くん(2-1) 
川原 あいさん(2-3)  鈴木 美晴さん(2-1)  芹澤 史也くん(2-3) 
岩﨑真緒里さん(2-3) 

  

 
 

みさと救急フェスタ絵画コンクール         
佐藤 愛美さん(2-1)の作品が「消防長賞」に選ばれました。 
おめでとうございます！ 

 
 
環境ポスターコンクール 9/24(日)         

市内小中学校 492 点の作品の中から瑞穂中生 5 人が、三郷市勤労者体育館で表彰さ
れました。おめでとうございます。本校は、100 点を超える応募数で圧巻でした。 

三郷環境整備組合賞 下川 真優さん(1-2)  

興進造園土木賞    檜垣 ゆらさん(1-4) 

三郷市議会議長賞   籾山 歩澄さん(3-1) 

JFE 条鋼賞         堀井 麻由さん(3-3) 

三郷市長賞       田中   歩さん(3-4) 

  
 

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/) 

三郷市陸上競技選手権大会 9/2(土) 砲丸投げ 第 1 位 石垣 来実さん(3-1) おめでとうございます！ 
 
 

県大会出場の３人 

地区代表として活躍を！ 
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