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み ず ほ の 教 育

みずほっ子目標

町 学
家地

　学校を含む各施設において、安全・安心で利用し
やすい施設とするため、耐震補強工事を含め、改修
工事や修繕を進めています。
　そのため、工事期間においては、利用者の方々に
施設の貸し出し、開放等の制限をさせていただくこと
がありますので、ご了承ください。
　また、近隣の方には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
　詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。

 施設 工事内容 工事期間（予定） 問合せ

 瑞穂第二小学校 耐震補強工事 平成２１年 6月～平成２２年２月 教育総務課（557-6682）

 中央体育館 床塗装工事 平成２１年１２月～平成２２年１月 社会教育課（557-7068）

 町営第２グランド 駐車場整備工事 平成２２年１月～平成２２年２月 社会教育課（557-7068）

 スカイホール大ホール 舞台吊物装置改修 平成２２年２月～平成２２年３月 社会教育課（557-7070）

ご あ い さ つ

　詳しくは、各校へお問い合わせください。
○全小・中学校
終業式（１学期）7月17日（金）
始業式（２学期）8月25日（火）
○瑞穂第一小学校
7月9日（木）～ 10日（金）　宿泊学習（たんぽぽ）
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
○瑞穂第二小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
9月6日（日）～ 8日（火）　移動教室（６年生）
9月16日（水）　道徳授業地区公開講座
○瑞穂第三小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
○瑞穂第四小学校
7月19日（日）～ 21日（火）　林間学校（５年生）
○瑞穂第五小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
9月26日（土）　運動会
○瑞穂中学校
9月14日（月）～ 16日（水）　修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校
9月13日（日）～ 15日（火）　修学旅行（３年生）

　４月と５月に定例会を２回開催しました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・専決処分の承認について（瑞穂町教育相談室専任
相談員の任命について）
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び
執行の状況の点検及び評価実施要綱
・瑞穂町教育委員会広報発行規程
＜主な報告事項＞
・平成２０年度瑞穂町教育費補正予算（第７号）の
専決処分について
・「瑞穂町総合型地域スポーツクラブ検討委員会」検
討結果について
・「町民体育祭検討委員会」検討結果について

※教育委員会の会議について
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によ
り、教育に関する事務を行うため、町に設置される合
議制の執行機関です。
　教育委員会は、５人の委員で構成され、基本方針
や施策を決定し、それに基づき、教育長が事務局を
指揮監督し、事務を行っています。
　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます。（非公開
の事項を除きます）
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報
みずほに掲載されます。また、ホームページから開催
内容や過去の会議録を見ることができます。

小・中学校の主な行事等予定　７～９月 教育委員会定例会報告

み　みずから学び 考えるひと
ず　すすんで社会とかかわる 心豊かなひと
ほ　ほがらか 明るく 元気なひと

広報発刊にあたって
　教育委員長　大澤　利夫

　町民の皆様には常日頃より、町
の教育行政及び諸事業に多大な
るご協力を賜りありがとうござい
ます。

　町の教育行政は、学校教育、社会教育、図書館
業務など多岐で幅広い分野にわたっています。これ
らに関する必要事項をお知らせし、皆様のご理解と
ご協力を得て意思を反映させることを目的に、「み
ずほの教育」を発行する運びとなりました。
　現在、各小・中学校とも積極的に研究指定校を引
き受け、学力の向上や人権教育など児童・生徒のた
めに一丸となって取り組んでいます。学校、先生方に
とっては大きな負担となることですが、この積極的な
姿勢は関係者の間ではとても高く評価されています。
　特に学校教育につきましては、学校、家庭、地域
社会が相互の連携を深め、それぞれがその役割を
果たし、地域に根ざした教育の推進に努めることが
重要視されています。
　学校公開日、道徳授業地区公開講座、運動会（体
育祭）、学習発表会など学校の実態を把握する機会
は数多くあります。学校に足を運んでいただき、率
直な感想などお寄せくださることを学校側も望んで
います。
　教育の究極の目的は、次代を担う子どもたちがた
くましく心豊かに成長することを求める一方で、生涯
学習などを通して明るく健康的な生活文化を形成す
ることにあると思います。
　この広報が関係者相互のコミュニケーションの良
き媒体となることを期待しております。

新たな教育行政の構築を目指して
　教育長　岩本　隆

　瑞穂町教育委員会広報の発行にあた
り、一言ごあいさつ申し上げます。
　日頃から町の教育行政全般にわた
り、ご理解とご協力を賜り、深く感謝申

し上げます。
　さて、平成２１年度から、これまで東京都教育委員会
が行っていた指導行政の一部と人事行政が、すべて瑞穂
町教育委員会に移管されました。このことから、近隣市と
同様に教職員の人事・指導を担当する学校指導課を新設
し、平成１９年度から都派遣の教育管理職を学校指導課
長に、また、今年度から新たに専任指導主事を配置し、
学校教育の充実を図る体制を構築しました。これからも
一層、町の学校教育の充実を図る所存です。
　さらに、今年度から児童・生徒の学力向上や授業規律
等の確立を目的に、小学校１～３年生・中学校１年生のク
ラスに学習サポーターを配置しました。初めて学校教育を
受ける段階と小学校教育から中学校教育へ移行する時期
に、学習活動にかかわる基礎・基本を確実に身に付けさせ、
確かな学力の定着と社会性を培うことを目指しています。
　社会教育では、地域教育力の向上施策が喫緊の課題と
捉え、青少年の健全育成を目指した諸施策を展開してい
ます。
　また、平成２５年開催の東京国体に向けて特命担当主
幹を配置し準備を進めています。
　図書館につきましては、新たな図書館建設に向けて図
書館協議会を設置し、検討してまいります。
　これからも学校教育の充実は元より、社会教育、図書
館の充実と各事業の連携を図った生涯学習社会の実現に
向けた取り組みを推進してまいります。

安全・安心で利用しやすい施設のために

編
集
後
記

　第１号の発刊に向けて今回は、教育委員会、学校等をはじめ教育委員会組織全体について、町民の皆様にご理解い
ただけるよう作成しました。特に、各課（館）の仕事内容や今年度の重点事業等を掲載しました。
　第２号からは、学校教育活動の状況をはじめ、各課（館）事業の進捗状況や行事等についての報告など、写真を織り
交ぜて掲載していきます。第２号では、町・都の学力調査の結果と分析について詳しく報告をする予定です。
　瑞穂町の教育にかかわる広報紙としての役割を果たせるよう取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いします。

MIZUHO BOARD OF EDUCATION

人と人とが かかわり合って 文化・教養をはぐくむまち みずほ

平成２１年（2009）　７／１
第１号（年３回発行）
編集・発行：瑞穂町教育委員会
〒190-1221　瑞穂町大字箱根ケ崎 2475
TEL 042-557-6682　FAX 042-557-2693
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/

児童・生徒数（21.6.1 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 444 358 401 715 189 2,107 483 514 997 3,104

みずほの教育みずほの教育
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教育委員とは
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地域の連携を
教育委員長職務代理者

吉野　ゆかり

　平成１８年から教育委員
を務めています。

　子どもたちの基礎学力向上のため、学校
指導課で色々な取り組みを始めています。
　それと同時に大切なのは、今の時代を生
き抜くための力をつけることだと思います。
　学校・家庭そして地域が強い絆で結ばれ
ること。そして、温かい目で、心で見守り、
どうぞ必要な時は、手を差し伸べてください。
　ご意見・情報等ございましたら、私たち
委員にお届けください。よろしくお願いいた
します。

家庭で勉強しやすい環境づくりを
　教育委員　　吉岡　康

　広報発行にあたり短期間ではありますが、教育委員と
してかかわり、感じたことを述べさせていただきます。
　次代を担う子どもたちのために、年々教育環境の拡

充、整備を進める町当局、教育関係法の改正により今年度より各教科の
授業時間数等が変わり、日々取り組んでいる学校に、子どもを送り出すそ
の家庭がその負託に答えているだろうか？と疑問視する面があると思いま
す。
　急激に変わる社会情勢から子どもたちを取り巻く環境も多様化し、難問
が山積していますが、子どもは大人、両親の背を見て日々成長しています。
　子どもが今何を考え、何を望んでいるのか。真剣に子どもの話を聞く
時間と常に目配りをする家庭環境が求められるのではないでしょうか。
　子どもたちの健全な成長を目指して、瑞穂町と学校、家庭そして地域
が連携して教育環境の更なる向上を切望いたします。

地域の教育力の向上に　　教育委員　戸田　祐佳
　皆さん、こんにちは。昨年の１０月より教育委員とし
て活動させていただいています。
　その間、定例会、懇親会、学校訪問、地域の行事に
参加して、先生方や行政の方はもちろん、地域の多

くの団体の方やＰＴＡの方々にも子どもたちは本当に支えられ、守られ
ているのだなと実感し、感謝の気持ちで一杯になりました。
　いま改めて、私も町内の学校に子どもを通わせている保護者の一人と
して、小さな疑問や意見を声に出し、『親ができることは何か』を共に考え、
交流の輪を広げて発信していきたいと考えております。
　これからもよろしくお願いいたします。

瑞穂第一小学校

校長　　猿田　恵一
副校長　三木　秀子
　

教育目標
○気づき考え、工夫する子
○なかよく力を合わせやりぬく子
○あかるく　じょうぶな子

瑞穂第二小学校

校長　　滝澤　福一
副校長　吉川　周一

教育目標
○進んで学ぶ子
○思いやりのある子
○健康で明るい子

教育委員の紹介

小・中学校の紹介

　人格が高潔で、教育、学術及び文化に
関し識見を有するもののうちから、町長が
議会の同意を得て任命します。委員の任
期は４年です。
　委員長は、委員のうちから互選で選ば
れ、任期は１年です。委員長は、教育委
員会の会議を主宰し、委員会を代表しま
す。
　教育長は、委員長を除く委員の中から
教育委員会が任命します。

　瑞穂第一小学校
に赴任し３年目を迎
えました。長い歴史
と伝統に培われた学

校への皆様の願いと期待。それに応えようとする進取の
気性あふれる教師集団。若手からベテランまで一丸となっ
て子どもたちの教育に燃えています。
　そんな瑞穂一小を表すスローガンは
『みんなの笑顔が輝く学校』

『地域の風が行き交う学校』
　どうぞよろしくお願いいたします。

　「朝日を浴びて輝く
校章、荒野を拓いた
狭山の意気を」と校歌
に歌われているこの地

の開拓精神をしっかりと培うために、本校では、伝統の読
書活動や算数の問題解決学習、農業体験学習に力を注ぎ、
進んで学び、思いやりの気持ちをもち、健康でたくましく
生きることのできる子どもたちを地域・保護者と一体に
なって育てます。 

　どうぞよろしくお願いいたします。

平成２１年度 社会教育課 事業予定

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ

  モーガンヒル市
  　　　　　青少年受入事業 

全町民 10日（金）～18日（土） 町内ほか

 7月 子どもリーダー宿泊研修会 小 6年  19日（日）・20日（月） 相模湖みの石滝キャンプ場

  
みずほ青少年小笠原探検隊 小 6年～高校生

 27日（月）～
    　　　　8月１日（土） 

小笠原村父島

 
8月
 総合体育大会水泳競技 全町民 2日（日） 町営プール ☆

  ジュニアリーダー宿泊研修 小 5年～高校生 未定 未定

 9月 総合体育大会開会式 全町民 5日（土） スカイホール小ホール ☆

  町民体育祭 全町民 11日（日） ビューパーク競技場 ☆

  
こどもフェスティバル 幼児～中学生 18日（日）

 スカイホール
     ビューパーク競技場

 10月 みずほ青少年
  　　　小笠原探検隊報告会 

全町民 18日（日） スカイホール

  
総合文化祭 全町民

 24日（土）～ 
スカイホール

    　　　　11月8日（日） 

  産業まつり「体力測定」 全町民 15日（日） 産業まつり会場内 ☆

 11月 産業まつり「子どもの集い」 幼児～中学生 15日（日） 産業まつり会場内

  町民ハイキング 全町民 23日（祝） 未定 ☆

 12月 青少年の主張 小 6年～30 歳未満 5日（土） スカイホール大ホール

  新年歩こう会 全町民 1日（祝） 六道山 ☆

  小学生スキー教室 小 4年～ 6年 4日（月）～6日（水） 未定 ☆

 1月 成人式 新成人ほか 10日（日） スカイホール大ホール

  駅伝競走大会 町民ほか 17日（日） 町内 ☆

  フレッシュ名曲コンサート 全町民 24日（日） スカイホール大ホール

 
2月 子どもリーダー講習会

 小 5年、
   育成会役員ほか 

7日（日） 未定

  ぴあのくらぶ発表会 受講生・卒業生ほか 7日（日） スカイホール小ホール

 
3月
 地球のステージ III 中１年・中２年ほか 8日（月） スカイホール大ホール

  ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 21日（日） スカイホール大ホール

  ジュニアリーダー宿泊研修 小 5年～高校生 未定 未定

  放課後子ども教室 小学生 水・土曜日 町内

 通年 キンボール教室 小学生 未定 未定 ☆

  ジュニアリーダー養成事業 小５年～高校生 年間 生涯学習センターほか

【問合せ：無印→社会教育係　ＴＥＬ ５５７－６６９５　　☆→社会体育係　ＴＥＬ ５５７－７０７１】
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　篠山　耕一

教育目標
○自ら学ぶ子
○思いやりのある子
○最後までやり抜く子

瑞穂中学校

校長　　上原　富明
副校長　吉田　稔

教育目標
「心身ともに健やかな中学生」
　̶人間性豊かな社会の形成者育成を目指して̶
○心温かく、思いやりのある生徒
○自ら考え、正しく判断できる生徒
○自ら進んで、学習に取り組む生徒

　経営方針の中心に「いのち」をすえ、「いきたい学校
かえりたい家庭　すみたい地域」を願いとします。本校は
今年満６２歳になります。郡内で一番の歴史を持つ学校
の一つです。何事にもチャレンジ精神が旺盛な生徒たち。
生徒のため、温かく、一生懸命な教職員。理解のある地
域や家庭とまさに三拍子そろった学校です。関係機関・
地域・家庭のご支援・ご協力、よろしくお願いいたします。

瑞穂第二中学校

校長　　神成　真一
副校長　坂詰　悦子

教育目標
よりよい生き方を求め、自立と社会性の育成を目指す
○自ら考え判断し　学び合う二中生（知）
○自他を大切に　心豊かな二中生（徳）
○何事にも挑戦し　努力する二中生（体）

　開校３４年目を迎えます。今年の二中の合い言葉は、
『伸びる二中』『先生も生徒もチャレンジする二中』です。
文部科学省の人権教育研究指定校として２年目になりま
す。話し合い活動を通して、自分の大切さとともに、他の
人の大切さを認めることができる生徒の育成を目指した教
育活動を実践しています。応援してください。

瑞穂第三小学校

校長　　馬場　博
副校長　伊藤　誠治

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第三小学校

校長　　馬場　博
副校長　伊藤　誠治

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第四小学校

校長　　小林　源久
副校長　井上　健

教育目標
○しっかり考える子
○仲よくする子
○すすんで取り組む子

　「自信をもち自他を
生かすことができる子
ども」を目指して、一
人一人の良いところや

努力を褒めるようにするとともに、子どもたち同士で良さ
を認め合える関係づくりに努めています。また、自信をも
たせるために、一人一人が目標に向かって、根気強く継
続的に取り組み、「やればできる」という達成感を味わわ
せています。

　本校は、平成２１･
２２年度確かな学力
向上実践研究推進校と
して東京都より指定を

受け、国語と算数の学力向上に教職員が一丸となって取
り組みます。それと同時に、「おもいやりシート」を使い、
全児童が思いやりに溢れる学校にしたいと考えてもいま
す。常に「子どものために」を合言葉にして教育活動を
進めていきます。

　２年前の着任式で、
校長職の重責に身が
引き締まりました。子
どもの頃からの夢が叶

い、教職に就けた時の喜びとともに、初心を忘れること
なく地域に根ざした学校づくりに邁進していきます。保護
者・地域の方々と手をつなぎ、「子どもが育ち、子どもが
輝く瑞五小」「明るく活気あふれる瑞五小」を目指してい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

各校の所在地
 学校名 住所・電話番号
瑞穂第一小学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 2287
 ☎５５７－００４５
瑞穂第二小学校 瑞穂町大字長岡長谷部 250
 ☎５５７－０６４６
瑞穂第三小学校 瑞穂町大字二本木 670 
 ☎５５７－０２６６
瑞穂第四小学校 瑞穂町箱根ケ崎西松原 2-1
 ☎５５７－４１４３
瑞穂第五小学校 瑞穂町大字殿ケ谷 1160 
 ☎５５６－１３７７
瑞穂中学校 瑞穂町大字石畑 1961-1
 ☎５５７－００７０
瑞穂第二中学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 1172
 ☎５５７－５５０１

社会教育課の紹介

施 設 の 紹 介

委員会の紹介　　社会教育委員

　委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資
する活動をする者、学識経験者の中から教育委員会で委嘱していま
す。社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案、また教育委
員会に対していろいろな助言を行なうなど幅広く活動しています。
　昨年度は、「青少年の健全育成を目指した地域支援のあり方～
瑞穂町こどもフェスティバルを通して～」を提言として教育長に提出
し、広く各種団体に対して周知を図りました。
▽社会教育委員 （敬称略）

事業の紹介

放課後子ども教室
　放課後や週末等に小学校などを活用して、子どもたちの安全・安
心な居場所を設け、地域の多様な方々の参画を得て、子どもたちと
共にスポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流
活動及びパソコンルームを活用した居場所づくり等の取り組みをする
ことにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐく
まれる環境づくりを推進しています。

町民体育祭
　“ 第５０回町民体育祭 ”が、１０月１１日（日）〔※雨天中止（予
備日なし）〕にビューパーク競技場にて開催を予定しています。全町
民を対象とした体育祭も５０回を迎え、今年は記念大会として体育
祭の歴史を記録した写真の展示や以前行った種目の復活、アトラク
ションを予定しています。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

瑞穂町総合体育大会
　“ 第３６回瑞穂町総合体育大会 ” が、８月から来年３月までの期
間で開催されます。開会式を９月５日（土）にスカイホール小ホールで予定しています。競技種目は、町営プー
ルでの水泳競技から始まり、野球、サッカーやスキー競技など各種大会が行われます。皆様のご参加やご声援を
お願いします。

委員会の紹介　　社会教育委員

　委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資
する活動をする者、学識経験者の中から教育委員会で委嘱していま
す。社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案、また教育委
員会に対していろいろな助言を行なうなど幅広く活動しています。
　昨年度は、「青少年の健全育成を目指した地域支援のあり方～
瑞穂町こどもフェスティバルを通して～」を提言として教育長に提出
し、広く各種団体に対して周知を図りました。
▽社会教育委員 （敬称略）

事業の紹介

放課後子ども教室
　放課後や週末等に小学校などを活用して、子どもたちの安全・安
心な居場所を設け、地域の多様な方々の参画を得て、子どもたちと
共にスポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流
活動及びパソコンルームを活用した居場所づくり等の取り組みをする
ことにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐく
まれる環境づくりを推進しています。

町民体育祭
　“ 第５０回町民体育祭 ”が、１０月１１日（日）〔※雨天中止（予
備日なし）〕にビューパーク競技場にて開催を予定しています。全町
民を対象とした体育祭も５０回を迎え、今年は記念大会として体育
祭の歴史を記録した写真の展示や以前行った種目の復活、アトラク
ションを予定しています。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

瑞穂町総合体育大会
　“ 第３６回瑞穂町総合体育大会 ” が、８月から来年３月までの期
間で開催されます。開会式を９月５日（土）にスカイホール小ホールで予定しています。競技種目は、町営プー
ルでの水泳競技から始まり、野球、サッカーやスキー競技など各種大会が行われます。皆様のご参加やご声援を
お願いします。

◎ 久保田 敢司 ○ 堀池 佳子 　 飯田 弘 　 石山 正志
　 神倉 小百合 　 鈴木 育雄 　 滝澤 福一 　 田中 勝
　 牧野 壽義 　 村上 豊子 ◎議長　○副議長　

瑞穂ビューパーク・スカイホール

　ビューパークは「眺望が素晴らしく、町民が文化・スポーツを楽しめる公園」という意味を
込め名づけられました。また、スカイホールは「広い空に手が届きそうな見晴らしのよいとこ
ろにあり、人々が無限の可能性を創作し、また、感ずることのできるホール」を表わし名づけ
られました。マークはやわらかな起伏の丘陵と町を大きく抱く青空。希望をのせて明日へ羽ば
たく鳥のシルエット。そしてビューパークのシンボル “ 時計塔 ” をあしらい、「大自然に囲まれ
た瑞穂町」「眺望の素晴らしいビューパーク」「無限の広がり」を表わしています。
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江戸川乱歩賞や直木賞を受賞し
た東野圭吾の推理小説。2009 年
本屋大賞の受賞作ともなった話
題の作品。また昨年、テレビに
て連続ドラマ化もされました。

子どもたちに根強い人気のポ
ケットモンスター。たくさんのク
イズ・パズルで、ポケットモン
スターに詳しくなれる一冊。

第４９回日本レコード大
賞を受賞した「蕾（つぼ
み）」などが収録された
アルバム。2008 年オリコ
ンアルバム年間ランキン
グの３位となった一枚。

おはなしの会
　図書館、各分室では幼児から小学生低学年までを対
象に、毎月、図書館職員やボランティアの方による絵本
の読み聞かせを行っています。ぜひ、聞きに来てくださ
い。

図書館 毎月第一土曜日 午後２時から
思い出館図書室 毎月第三土曜日 午後３時３０分から
長岡会館 毎月第四木曜日 午後３時３０分から
武蔵野図書室 毎月第三水曜日 午後３時３０分から
殿ケ谷図書室 毎月第二水曜日 午後３時３０分から

　上記以外の日にも開催がありますので、詳しい日程に
ついては図書館にお問い合わせください。

【問合せ：図書館　ＴＥＬ ５５７－５６１４】

　日ごろより図書館をご利用いただきありがとうございます。平成２０年度貸出しベスト５をご紹介いたします。

一般書　１位　「流星の絆」
東野圭吾　　貸出回数 33 回

   貸出回数
 ２位 「あたしンち」 31 回
  　けら えいこ
 ３位 「捨てる！片づける！幸せ風水ルール」 29 回
  　林秀靜
 ４位 「奥薗壽子のお菓子 おいしくて簡単なワケ」 28 回
  　奥薗壽子
 ５位 「容疑者Ｘの献身」 25 回
  　東野圭吾

児童書　１位　「ポケモンバトルクイズ
　　　　　　　　　　全（オール）百科」

小学館　　貸出回数 42 回

   貸出回数
 ２位 「崖の上のポニョ　徳間アニメ絵本」 41 回
  　宮崎駿
 ３位 「ポケットモンスターダイアモンド・パール」 31 回
  　小学館
 ４位 「ポケットモンスターアドバンスジェネレーション」 28 回
  　小学館
 ４位 「かいけつゾロリとまほうのへや」 28 回
  　原ゆたか

ＣＤ　　１位　５２９６／コブクロ
貸出回数 26 回

   貸出回数
 ２位 自己ベスト！２／小田和正 19 回

 ２位 ヴォーカリスト３／徳永英明 19 回

 ４位 ヴォーカリスト／徳永英明 18 回

 ４位 ヴォーカリスト２／徳永英明 18 回

郷土資料館
　「瑞穂の動植物」を頒布しています。
　平成１８年１２月に郷土資料としてまとめられ
た「瑞穂の動植物」（Ａ４版 154 ページ）を増刷し、
有料頒布しています。
　この冊子は、教育委員会が瑞穂自然科学同好会
に編集を依頼し、発行したもので、狭山丘陵をは
じめとする町内全域の動植物の観察記録をまとめ
たものです。
　この冊子が、多くの方
にご利用いただければ
幸いです。

価格　1,000 円

【問合せ：郷土資料館　ＴＥＬ ５６８－０６３４】

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・長岡図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）

　　教育基本計画の策定
　町が目指す教育の在り方や方向性を明確に示し、学
校・家庭・地域社会が連携して教育活動に取り組み、
教育を充実させるための教育基本計画を策定します。

　　安全で快適な環境の整備
　第二小学校で耐震補強工事を実施しています。
　他にも
　・第四小学校では、プールの授業の開始に合わせ、
プールろ過機取替工事が完了しました。

　・第五小学校、第二中学校の耐震補強工事（平成
２２年度施工予定）のため、設計委託を実施して
います。

▲耐震補強工事が完了した一小

　・社会教育施設関係では、スカイホール大ホールの
設備改修工事を実施します。

　　児童・生徒の学習意欲および学力の向上
　国・都の学力調査以外に、町独自の学力調査として、
小学校２年生から中学校３年生まで実施します。さら
に、小学校３・５年生、中学校１～３年生には漢字
検定も実施します。また、小学校１～３年生、中学校
１年生に学習サポーター（※1）を配置し、学力向上を目
指します。
　○基礎学力の定着を図ります。
　・学力調査等の結果を分析し、課題改善を図るため
に、学力向上計画並びに授業改善推進プランを作

成し、授業改善に取り組みます。
　・小学校外国語活動（５・６年生）を実施します。
　・日本地図・世界地図を小学校全学級に掲示し、国
語辞典を小・中学校全学級に配置します。

　○豊かな心の育成に取り組みます。
　・小学校、中学校の鑑賞教室を実施します。
　　小学校５年生演劇
　　中学校１年生ミュージカル、２年生歌舞伎
　・道徳副読本を小・中学校全学級に配置します。
　・小・中学校の連携を図った授業規律の確立を図り
ます。

　○教育相談事業の充実を図ります。
　・相談室の専任相談員を小学校に週２回配置しま
す。

　・町内幼稚園・保育園との連携を図ります。
　○指導主事を配置しました。
　・町の専任指導主事（１名）として、学習指導、生
活指導、進路指導等の学校教育にかかわる内容
について、学校や教員に対して指導・助言します。

　○教員の授業力の向上を図ります。
　・学習支援アドバイザー（※2）による授業観察と指導・
助言を通して、より質の高い授業を目指します。

　○児童・生徒の体力向上を推進します。
　・小学校２年生から中学校３年生までの全学年で体
力テストを実施し、その結果から体育・保健体育
の授業等の改善や体力向上の取り組みを実践しま
す。

　※1　学習サポーター
　　児童・生徒の学習活動の充実や授業規律の確保
に向けた支援を行います。

　※2　学習支援アドバイザー
　　校長先生を経験した３名の先生が、初任者や２～
４年目の教員を主な対象とし、指導力の向上に努
めます。

　平成２１年度の町の施政方針や教育目標に基づき、事業を進めていきます。
　予算としては、教育費予算は一般会計予算額129億 2,070万円の 13.3％にあたる17億 1,640万円としています。
（前年度比 0.5％増）
　ここでは、平成２１年度教育費予算の主な事業について紹介します。

平成２１年度教育費予算での主な事業
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　　青少年の健全育成
　子どもに感動を与え、貴重な体験ができる小笠原村
への派遣事業と機織体験事業を継続して実施します。
　国際感覚を養う施策として、姉妹都市である米国モー
ガンヒル市から中学生を受け入れ、学校体験を含めた
交流を行います。

▲シーカヤック体験（昨年の小笠原村への派遣事業）

　　より充実した図書館、郷土資料館のために
　・利用しやすい図書館を目指し、今年度より毎年、

１週間程度の蔵書点検を実施します。（その間は
休館となります）今年度は、６月に実施しました。

　・図書館協議会を設立し、図書館の運営や子ども読
書活動推進計画の策定などを協議します。

　・郷土資料館では、機織体験教室、郷土研修会、
古文書講座などを実施します。

昨年の機織体験▶

予算の使い道　平成２１年度の主な事業
　・第二小・第四小耐震補強工事

………１億 8,255 万円
　・第五小・第二中耐震補強工事設計委託

……… 1,461 万円
　・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費
 ……… 4,622 万円
　・幼稚園就園奨励費補助金 ………… 3,757 万円
　・私立幼稚園児保護者負担軽減補助金
 ……… 3,433 万円
　・高等学校等入学時奨学金 …………… 180 万円
　・教育基本計画策定 ……………………… 29 万円
　・小・中学校学力向上事業

（学習サポーター、学力調査委託等）… 5,480 万円
　・青少年国際交流事業（モーガンヒル市）

……… 120 万円
　・大ホール舞台吊物装置改修工事 … 1,751 万円
　・スカイホール主催事業公演委託 …… 1,500 万円
　・文化財保存事業費補助金 …………… 525 万円

教育委員会（教育部）の組織について
　教育委員会には、教育総務課、学校指導課、社会教育課、図書館の３課１館があり、次の事務を行っています。

図書館
・瑞穂町図書館
・元狭山ふるさと思い出館
・長岡図書室
・武蔵野コミュニティセンター図書室
・殿ケ谷図書室
・瑞穂町郷土資料館

・瑞穂ビューパーク
・生涯学習センター
・瑞穂中央体育館
・瑞穂町営グランド
　　　（庭球場を含む）
・瑞穂町営第２グランド
・瑞穂町営第２庭球場

教育総務課
・瑞穂第一小学校
・瑞穂第二小学校
・瑞穂第三小学校
・瑞穂第四小学校
・瑞穂第五小学校
・瑞穂中学校
・瑞穂第二中学校

はたおり

・瑞穂武道館
・瑞穂町営プール
・瑞穂町営
　　　少年サッカー場
・長岡いこいの広場
・耕心館

社会教育課

教育総務課 庶 務 係（557-6682） ・教育委員会、教育財産の管理、学校施設の営繕等に関すること
 学 務 係（557-6683） ・通学区域、就学、転学、学級編制、就学援助、奨学金、幼稚園等

に関すること
学校指導課 指 導 係（557-6694） ・教育課程、特別支援教育、教職員の研修、教育相談等に関すること
 教職員係（557-7058） ・教職員の人事、服務、給与、旅費、福利厚生等に関すること
社会教育課 社会教育係（557-6695） ・社会教育・生涯学習、青少年健全育成、スカイホール･ビューパー

クの管理運営、耕心館に関すること
 社会体育係（557-7071） ・スポーツ・レクリエーションの振興、社会体育関係団体との連携と

指導育成、体育施設の管理運営、国民体育大会に関すること
図 書 館 図書館係（557-5614） ・図書館、視聴覚教育に関すること
 郷土資料館（568-0634） ・郷土資料館の管理運営、文化財に関すること

教

育

部
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　平成２０年３月に学習指導要領が改訂され、平成２１年４月より、新しい学習指導要領への移行措
置として、一部を先行して実施しています。（小学校は平成２１、２２年度。中学校は、平成２１、
２２、２３年度が移行期間です）
　今後、小学校では平成２３年度、中学校では平成２４年度の新学習指導要領の完全実施に向け、
スムーズな教育課程の移行ができるように取り組みます。

学習指導要領等の改訂のポイント
①社会で活用できるための確かな学力、社会性・規範意識、健やかな体の育成を図り、「生きる力」
をはぐくみます。
②確かな学力の定着を図るとともに、知識・技能、思考力・判断力・表現力など資質・能力の育成に向け授業時数
が増えます。（下記の表を参考にしてください）
③道徳や体育・保健体育などの充実を通して、豊かな心や健やかな体の育成を図ります。

瑞穂町での取り組み　※一部を紹介します。
○小学校外国語活動の実施に向けた取り組みを充実するために、外国人の指導者を配置するとともに、教員の研修会
を実施します。中学校の英語科の充実を図ります。
○理科、算数・数学の充実に向け、新学習指導要領に対応した教材・教具を整備します。
○新学習指導要領の適正実施に向けた教員の研修を充実します。小・中学校の教員が一緒に研究を進める新教育課
程検討委員会を実施し、２月に報告会を行います。
○基礎学力の定着に向け、小学校１年生、２年生、３年生、中学校１年生に学習サポーターを配置しました。
○「聞く」「話す」「読む」「書く」などの言語力の育成に向けた取り組みを実施します。

◇算数、理科、体育の時間数が増えました。

   １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
 
算数
 現行 １１４ １５５ １５０ １５０ １５０ １５０

  移行 １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５
 
理科
 現行   　７０ 　９０ 　９５ 　９５

  移行   　９０ １０５ １０５ １０５
 
体育
 現行 　９０ 　９０ 　９０ 　９０ 　９０ 　９０

  移行 １０２ １０５ 　９０ 　９０ 　９０ 　９０

◇外国語活動の時間が新設されました。

   ５年生 ６年生
 外国語活動 現行 　　０ 　　０
  移行 0～35 0～35

外国人の先生と
担任の先生で
授業を進めます。

◇数学、理科、選択授業、総合的な学習の時間が変更になりました。

   １年生 ２年生 ３年生
 
数学
 現行 １０５ １０５ １０５

  移行 １４０ １０５ １０５
 
理科
 現行 １０５ １０５ 　８０

  移行 １０５ １０５ １０５

中学校は、年度、
学年で時数が増え
る教科があります。

移行期間中の取り組みについて・小学校

移行期間中の取り組みについて・中学校

新学習指導要領に対応した取り組みが始まりました

授業時数は年間の指導時間です

【問合せ：学校指導課　ＴＥＬ ５５７－６６９４】
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江戸川乱歩賞や直木賞を受賞し
た東野圭吾の推理小説。2009 年
本屋大賞の受賞作ともなった話
題の作品。また昨年、テレビに
て連続ドラマ化もされました。

子どもたちに根強い人気のポ
ケットモンスター。たくさんのク
イズ・パズルで、ポケットモン
スターに詳しくなれる一冊。

第４９回日本レコード大
賞を受賞した「蕾（つぼ
み）」などが収録された
アルバム。2008 年オリコ
ンアルバム年間ランキン
グの３位となった一枚。

おはなしの会
　図書館、各分室では幼児から小学生低学年までを対
象に、毎月、図書館職員やボランティアの方による絵本
の読み聞かせを行っています。ぜひ、聞きに来てくださ
い。

図書館 毎月第一土曜日 午後２時から
思い出館図書室 毎月第三土曜日 午後３時３０分から
長岡会館 毎月第四木曜日 午後３時３０分から
武蔵野図書室 毎月第三水曜日 午後３時３０分から
殿ケ谷図書室 毎月第二水曜日 午後３時３０分から

　上記以外の日にも開催がありますので、詳しい日程に
ついては図書館にお問い合わせください。

【問合せ：図書館　ＴＥＬ ５５７－５６１４】

　日ごろより図書館をご利用いただきありがとうございます。平成２０年度貸出しベスト５をご紹介いたします。

一般書　１位　「流星の絆」
東野圭吾　　貸出回数 33 回

   貸出回数
 ２位 「あたしンち」 31 回
  　けら えいこ
 ３位 「捨てる！片づける！幸せ風水ルール」 29 回
  　林秀靜
 ４位 「奥薗壽子のお菓子 おいしくて簡単なワケ」 28 回
  　奥薗壽子
 ５位 「容疑者Ｘの献身」 25 回
  　東野圭吾

児童書　１位　「ポケモンバトルクイズ
　　　　　　　　　　全（オール）百科」

小学館　　貸出回数 42 回

   貸出回数
 ２位 「崖の上のポニョ　徳間アニメ絵本」 41 回
  　宮崎駿
 ３位 「ポケットモンスターダイアモンド・パール」 31 回
  　小学館
 ４位 「ポケットモンスターアドバンスジェネレーション」 28 回
  　小学館
 ４位 「かいけつゾロリとまほうのへや」 28 回
  　原ゆたか

ＣＤ　　１位　５２９６／コブクロ
貸出回数 26 回

   貸出回数
 ２位 自己ベスト！２／小田和正 19 回

 ２位 ヴォーカリスト３／徳永英明 19 回

 ４位 ヴォーカリスト／徳永英明 18 回

 ４位 ヴォーカリスト２／徳永英明 18 回

郷土資料館
　「瑞穂の動植物」を頒布しています。
　平成１８年１２月に郷土資料としてまとめられ
た「瑞穂の動植物」（Ａ４版 154 ページ）を増刷し、
有料頒布しています。
　この冊子は、教育委員会が瑞穂自然科学同好会
に編集を依頼し、発行したもので、狭山丘陵をは
じめとする町内全域の動植物の観察記録をまとめ
たものです。
　この冊子が、多くの方
にご利用いただければ
幸いです。

価格　1,000 円

【問合せ：郷土資料館　ＴＥＬ ５６８－０６３４】

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・長岡図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）

　　教育基本計画の策定
　町が目指す教育の在り方や方向性を明確に示し、学
校・家庭・地域社会が連携して教育活動に取り組み、
教育を充実させるための教育基本計画を策定します。

　　安全で快適な環境の整備
　第二小学校で耐震補強工事を実施しています。
　他にも
　・第四小学校では、プールの授業の開始に合わせ、
プールろ過機取替工事が完了しました。

　・第五小学校、第二中学校の耐震補強工事（平成
２２年度施工予定）のため、設計委託を実施して
います。

▲耐震補強工事が完了した一小

　・社会教育施設関係では、スカイホール大ホールの
設備改修工事を実施します。

　　児童・生徒の学習意欲および学力の向上
　国・都の学力調査以外に、町独自の学力調査として、
小学校２年生から中学校３年生まで実施します。さら
に、小学校３・５年生、中学校１～３年生には漢字
検定も実施します。また、小学校１～３年生、中学校
１年生に学習サポーター（※1）を配置し、学力向上を目
指します。
　○基礎学力の定着を図ります。
　・学力調査等の結果を分析し、課題改善を図るため
に、学力向上計画並びに授業改善推進プランを作

成し、授業改善に取り組みます。
　・小学校外国語活動（５・６年生）を実施します。
　・日本地図・世界地図を小学校全学級に掲示し、国
語辞典を小・中学校全学級に配置します。

　○豊かな心の育成に取り組みます。
　・小学校、中学校の鑑賞教室を実施します。
　　小学校５年生演劇
　　中学校１年生ミュージカル、２年生歌舞伎
　・道徳副読本を小・中学校全学級に配置します。
　・小・中学校の連携を図った授業規律の確立を図り
ます。

　○教育相談事業の充実を図ります。
　・相談室の専任相談員を小学校に週２回配置しま
す。

　・町内幼稚園・保育園との連携を図ります。
　○指導主事を配置しました。
　・町の専任指導主事（１名）として、学習指導、生
活指導、進路指導等の学校教育にかかわる内容
について、学校や教員に対して指導・助言します。

　○教員の授業力の向上を図ります。
　・学習支援アドバイザー（※2）による授業観察と指導・
助言を通して、より質の高い授業を目指します。

　○児童・生徒の体力向上を推進します。
　・小学校２年生から中学校３年生までの全学年で体
力テストを実施し、その結果から体育・保健体育
の授業等の改善や体力向上の取り組みを実践しま
す。

　※1　学習サポーター
　　児童・生徒の学習活動の充実や授業規律の確保
に向けた支援を行います。

　※2　学習支援アドバイザー
　　校長先生を経験した３名の先生が、初任者や２～
４年目の教員を主な対象とし、指導力の向上に努
めます。

　平成２１年度の町の施政方針や教育目標に基づき、事業を進めていきます。
　予算としては、教育費予算は一般会計予算額129億 2,070万円の 13.3％にあたる17億 1,640万円としています。
（前年度比 0.5％増）
　ここでは、平成２１年度教育費予算の主な事業について紹介します。

平成２１年度教育費予算での主な事業
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　篠山　耕一

教育目標
○自ら学ぶ子
○思いやりのある子
○最後までやり抜く子

瑞穂中学校

校長　　上原　富明
副校長　吉田　稔

教育目標
「心身ともに健やかな中学生」
　̶人間性豊かな社会の形成者育成を目指して̶
○心温かく、思いやりのある生徒
○自ら考え、正しく判断できる生徒
○自ら進んで、学習に取り組む生徒

　経営方針の中心に「いのち」をすえ、「いきたい学校
かえりたい家庭　すみたい地域」を願いとします。本校は
今年満６２歳になります。郡内で一番の歴史を持つ学校
の一つです。何事にもチャレンジ精神が旺盛な生徒たち。
生徒のため、温かく、一生懸命な教職員。理解のある地
域や家庭とまさに三拍子そろった学校です。関係機関・
地域・家庭のご支援・ご協力、よろしくお願いいたします。

瑞穂第二中学校

校長　　神成　真一
副校長　坂詰　悦子

教育目標
よりよい生き方を求め、自立と社会性の育成を目指す
○自ら考え判断し　学び合う二中生（知）
○自他を大切に　心豊かな二中生（徳）
○何事にも挑戦し　努力する二中生（体）

　開校３４年目を迎えます。今年の二中の合い言葉は、
『伸びる二中』『先生も生徒もチャレンジする二中』です。
文部科学省の人権教育研究指定校として２年目になりま
す。話し合い活動を通して、自分の大切さとともに、他の
人の大切さを認めることができる生徒の育成を目指した教
育活動を実践しています。応援してください。

瑞穂第三小学校

校長　　馬場　博
副校長　伊藤　誠治

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第三小学校

校長　　馬場　博
副校長　伊藤　誠治

教育目標
○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

瑞穂第四小学校

校長　　小林　源久
副校長　井上　健

教育目標
○しっかり考える子
○仲よくする子
○すすんで取り組む子

　「自信をもち自他を
生かすことができる子
ども」を目指して、一
人一人の良いところや

努力を褒めるようにするとともに、子どもたち同士で良さ
を認め合える関係づくりに努めています。また、自信をも
たせるために、一人一人が目標に向かって、根気強く継
続的に取り組み、「やればできる」という達成感を味わわ
せています。

　本校は、平成２１･
２２年度確かな学力
向上実践研究推進校と
して東京都より指定を

受け、国語と算数の学力向上に教職員が一丸となって取
り組みます。それと同時に、「おもいやりシート」を使い、
全児童が思いやりに溢れる学校にしたいと考えてもいま
す。常に「子どものために」を合言葉にして教育活動を
進めていきます。

　２年前の着任式で、
校長職の重責に身が
引き締まりました。子
どもの頃からの夢が叶

い、教職に就けた時の喜びとともに、初心を忘れること
なく地域に根ざした学校づくりに邁進していきます。保護
者・地域の方々と手をつなぎ、「子どもが育ち、子どもが
輝く瑞五小」「明るく活気あふれる瑞五小」を目指してい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

各校の所在地
 学校名 住所・電話番号
瑞穂第一小学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 2287
 ☎５５７－００４５
瑞穂第二小学校 瑞穂町大字長岡長谷部 250
 ☎５５７－０６４６
瑞穂第三小学校 瑞穂町大字二本木 670 
 ☎５５７－０２６６
瑞穂第四小学校 瑞穂町箱根ケ崎西松原 2-1
 ☎５５７－４１４３
瑞穂第五小学校 瑞穂町大字殿ケ谷 1160 
 ☎５５６－１３７７
瑞穂中学校 瑞穂町大字石畑 1961-1
 ☎５５７－００７０
瑞穂第二中学校 瑞穂町大字箱根ケ崎 1172
 ☎５５７－５５０１

社会教育課の紹介

施 設 の 紹 介

委員会の紹介　　社会教育委員

　委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資
する活動をする者、学識経験者の中から教育委員会で委嘱していま
す。社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案、また教育委
員会に対していろいろな助言を行なうなど幅広く活動しています。
　昨年度は、「青少年の健全育成を目指した地域支援のあり方～
瑞穂町こどもフェスティバルを通して～」を提言として教育長に提出
し、広く各種団体に対して周知を図りました。
▽社会教育委員 （敬称略）

事業の紹介

放課後子ども教室
　放課後や週末等に小学校などを活用して、子どもたちの安全・安
心な居場所を設け、地域の多様な方々の参画を得て、子どもたちと
共にスポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流
活動及びパソコンルームを活用した居場所づくり等の取り組みをする
ことにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐく
まれる環境づくりを推進しています。

町民体育祭
　“ 第５０回町民体育祭 ”が、１０月１１日（日）〔※雨天中止（予
備日なし）〕にビューパーク競技場にて開催を予定しています。全町
民を対象とした体育祭も５０回を迎え、今年は記念大会として体育
祭の歴史を記録した写真の展示や以前行った種目の復活、アトラク
ションを予定しています。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

瑞穂町総合体育大会
　“ 第３６回瑞穂町総合体育大会 ” が、８月から来年３月までの期
間で開催されます。開会式を９月５日（土）にスカイホール小ホールで予定しています。競技種目は、町営プー
ルでの水泳競技から始まり、野球、サッカーやスキー競技など各種大会が行われます。皆様のご参加やご声援を
お願いします。

委員会の紹介　　社会教育委員

　委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資
する活動をする者、学識経験者の中から教育委員会で委嘱していま
す。社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案、また教育委
員会に対していろいろな助言を行なうなど幅広く活動しています。
　昨年度は、「青少年の健全育成を目指した地域支援のあり方～
瑞穂町こどもフェスティバルを通して～」を提言として教育長に提出
し、広く各種団体に対して周知を図りました。
▽社会教育委員 （敬称略）

事業の紹介

放課後子ども教室
　放課後や週末等に小学校などを活用して、子どもたちの安全・安
心な居場所を設け、地域の多様な方々の参画を得て、子どもたちと
共にスポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流
活動及びパソコンルームを活用した居場所づくり等の取り組みをする
ことにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐく
まれる環境づくりを推進しています。

町民体育祭
　“ 第５０回町民体育祭 ”が、１０月１１日（日）〔※雨天中止（予
備日なし）〕にビューパーク競技場にて開催を予定しています。全町
民を対象とした体育祭も５０回を迎え、今年は記念大会として体育
祭の歴史を記録した写真の展示や以前行った種目の復活、アトラク
ションを予定しています。大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

瑞穂町総合体育大会
　“ 第３６回瑞穂町総合体育大会 ” が、８月から来年３月までの期
間で開催されます。開会式を９月５日（土）にスカイホール小ホールで予定しています。競技種目は、町営プー
ルでの水泳競技から始まり、野球、サッカーやスキー競技など各種大会が行われます。皆様のご参加やご声援を
お願いします。

◎ 久保田 敢司 ○ 堀池 佳子 　 飯田 弘 　 石山 正志
　 神倉 小百合 　 鈴木 育雄 　 滝澤 福一 　 田中 勝
　 牧野 壽義 　 村上 豊子 ◎議長　○副議長　

瑞穂ビューパーク・スカイホール

　ビューパークは「眺望が素晴らしく、町民が文化・スポーツを楽しめる公園」という意味を
込め名づけられました。また、スカイホールは「広い空に手が届きそうな見晴らしのよいとこ
ろにあり、人々が無限の可能性を創作し、また、感ずることのできるホール」を表わし名づけ
られました。マークはやわらかな起伏の丘陵と町を大きく抱く青空。希望をのせて明日へ羽ば
たく鳥のシルエット。そしてビューパークのシンボル “ 時計塔 ” をあしらい、「大自然に囲まれ
た瑞穂町」「眺望の素晴らしいビューパーク」「無限の広がり」を表わしています。
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地域の連携を
教育委員長職務代理者

吉野　ゆかり

　平成１８年から教育委員
を務めています。

　子どもたちの基礎学力向上のため、学校
指導課で色々な取り組みを始めています。
　それと同時に大切なのは、今の時代を生
き抜くための力をつけることだと思います。
　学校・家庭そして地域が強い絆で結ばれ
ること。そして、温かい目で、心で見守り、
どうぞ必要な時は、手を差し伸べてください。
　ご意見・情報等ございましたら、私たち
委員にお届けください。よろしくお願いいた
します。

家庭で勉強しやすい環境づくりを
　教育委員　　吉岡　康

　広報発行にあたり短期間ではありますが、教育委員と
してかかわり、感じたことを述べさせていただきます。
　次代を担う子どもたちのために、年々教育環境の拡

充、整備を進める町当局、教育関係法の改正により今年度より各教科の
授業時間数等が変わり、日々取り組んでいる学校に、子どもを送り出すそ
の家庭がその負託に答えているだろうか？と疑問視する面があると思いま
す。
　急激に変わる社会情勢から子どもたちを取り巻く環境も多様化し、難問
が山積していますが、子どもは大人、両親の背を見て日々成長しています。
　子どもが今何を考え、何を望んでいるのか。真剣に子どもの話を聞く
時間と常に目配りをする家庭環境が求められるのではないでしょうか。
　子どもたちの健全な成長を目指して、瑞穂町と学校、家庭そして地域
が連携して教育環境の更なる向上を切望いたします。

地域の教育力の向上に　　教育委員　戸田　祐佳
　皆さん、こんにちは。昨年の１０月より教育委員とし
て活動させていただいています。
　その間、定例会、懇親会、学校訪問、地域の行事に
参加して、先生方や行政の方はもちろん、地域の多

くの団体の方やＰＴＡの方々にも子どもたちは本当に支えられ、守られ
ているのだなと実感し、感謝の気持ちで一杯になりました。
　いま改めて、私も町内の学校に子どもを通わせている保護者の一人と
して、小さな疑問や意見を声に出し、『親ができることは何か』を共に考え、
交流の輪を広げて発信していきたいと考えております。
　これからもよろしくお願いいたします。

瑞穂第一小学校

校長　　猿田　恵一
副校長　三木　秀子
　

教育目標
○気づき考え、工夫する子
○なかよく力を合わせやりぬく子
○あかるく　じょうぶな子

瑞穂第二小学校

校長　　滝澤　福一
副校長　吉川　周一

教育目標
○進んで学ぶ子
○思いやりのある子
○健康で明るい子

教育委員の紹介

小・中学校の紹介

　人格が高潔で、教育、学術及び文化に
関し識見を有するもののうちから、町長が
議会の同意を得て任命します。委員の任
期は４年です。
　委員長は、委員のうちから互選で選ば
れ、任期は１年です。委員長は、教育委
員会の会議を主宰し、委員会を代表しま
す。
　教育長は、委員長を除く委員の中から
教育委員会が任命します。

　瑞穂第一小学校
に赴任し３年目を迎
えました。長い歴史
と伝統に培われた学

校への皆様の願いと期待。それに応えようとする進取の
気性あふれる教師集団。若手からベテランまで一丸となっ
て子どもたちの教育に燃えています。
　そんな瑞穂一小を表すスローガンは
『みんなの笑顔が輝く学校』

『地域の風が行き交う学校』
　どうぞよろしくお願いいたします。

　「朝日を浴びて輝く
校章、荒野を拓いた
狭山の意気を」と校歌
に歌われているこの地

の開拓精神をしっかりと培うために、本校では、伝統の読
書活動や算数の問題解決学習、農業体験学習に力を注ぎ、
進んで学び、思いやりの気持ちをもち、健康でたくましく
生きることのできる子どもたちを地域・保護者と一体に
なって育てます。 

　どうぞよろしくお願いいたします。

平成２１年度 社会教育課 事業予定

 月 事業名 対象者 日程 場所 問合せ

  モーガンヒル市
  　　　　　青少年受入事業 

全町民 10日（金）～18日（土） 町内ほか

 7月 子どもリーダー宿泊研修会 小 6年  19日（日）・20日（月） 相模湖みの石滝キャンプ場

  
みずほ青少年小笠原探検隊 小 6年～高校生

 27日（月）～
    　　　　8月１日（土） 

小笠原村父島

 
8月
 総合体育大会水泳競技 全町民 2日（日） 町営プール ☆

  ジュニアリーダー宿泊研修 小 5年～高校生 未定 未定

 9月 総合体育大会開会式 全町民 5日（土） スカイホール小ホール ☆

  町民体育祭 全町民 11日（日） ビューパーク競技場 ☆

  
こどもフェスティバル 幼児～中学生 18日（日）

 スカイホール
     ビューパーク競技場

 10月 みずほ青少年
  　　　小笠原探検隊報告会 

全町民 18日（日） スカイホール

  
総合文化祭 全町民

 24日（土）～ 
スカイホール

    　　　　11月8日（日） 

  産業まつり「体力測定」 全町民 15日（日） 産業まつり会場内 ☆

 11月 産業まつり「子どもの集い」 幼児～中学生 15日（日） 産業まつり会場内

  町民ハイキング 全町民 23日（祝） 未定 ☆

 12月 青少年の主張 小 6年～30 歳未満 5日（土） スカイホール大ホール

  新年歩こう会 全町民 1日（祝） 六道山 ☆

  小学生スキー教室 小 4年～ 6年 4日（月）～6日（水） 未定 ☆

 1月 成人式 新成人ほか 10日（日） スカイホール大ホール

  駅伝競走大会 町民ほか 17日（日） 町内 ☆

  フレッシュ名曲コンサート 全町民 24日（日） スカイホール大ホール

 
2月 子どもリーダー講習会

 小 5年、
   育成会役員ほか 

7日（日） 未定

  ぴあのくらぶ発表会 受講生・卒業生ほか 7日（日） スカイホール小ホール

 
3月
 地球のステージ III 中１年・中２年ほか 8日（月） スカイホール大ホール

  ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 21日（日） スカイホール大ホール

  ジュニアリーダー宿泊研修 小 5年～高校生 未定 未定

  放課後子ども教室 小学生 水・土曜日 町内

 通年 キンボール教室 小学生 未定 未定 ☆

  ジュニアリーダー養成事業 小５年～高校生 年間 生涯学習センターほか

【問合せ：無印→社会教育係　ＴＥＬ ５５７－６６９５　　☆→社会体育係　ＴＥＬ ５５７－７０７１】
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み ず ほ の 教 育

みずほっ子目標

町 学
家地

　学校を含む各施設において、安全・安心で利用し
やすい施設とするため、耐震補強工事を含め、改修
工事や修繕を進めています。
　そのため、工事期間においては、利用者の方々に
施設の貸し出し、開放等の制限をさせていただくこと
がありますので、ご了承ください。
　また、近隣の方には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
　詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。

 施設 工事内容 工事期間（予定） 問合せ

 瑞穂第二小学校 耐震補強工事 平成２１年 6月～平成２２年２月 教育総務課（557-6682）

 中央体育館 床塗装工事 平成２１年１２月～平成２２年１月 社会教育課（557-7068）

 町営第２グランド 駐車場整備工事 平成２２年１月～平成２２年２月 社会教育課（557-7068）

 スカイホール大ホール 舞台吊物装置改修 平成２２年２月～平成２２年３月 社会教育課（557-7070）

ご あ い さ つ

　詳しくは、各校へお問い合わせください。
○全小・中学校
終業式（１学期）7月17日（金）
始業式（２学期）8月25日（火）
○瑞穂第一小学校
7月9日（木）～ 10日（金）　宿泊学習（たんぽぽ）
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
○瑞穂第二小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
9月6日（日）～ 8日（火）　移動教室（６年生）
9月16日（水）　道徳授業地区公開講座
○瑞穂第三小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
○瑞穂第四小学校
7月19日（日）～ 21日（火）　林間学校（５年生）
○瑞穂第五小学校
7月25日（土）～ 27日（月）　臨海学校（５年生）
9月26日（土）　運動会
○瑞穂中学校
9月14日（月）～ 16日（水）　修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校
9月13日（日）～ 15日（火）　修学旅行（３年生）

　４月と５月に定例会を２回開催しました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・専決処分の承認について（瑞穂町教育相談室専任
相談員の任命について）
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び
執行の状況の点検及び評価実施要綱
・瑞穂町教育委員会広報発行規程
＜主な報告事項＞
・平成２０年度瑞穂町教育費補正予算（第７号）の
専決処分について
・「瑞穂町総合型地域スポーツクラブ検討委員会」検
討結果について
・「町民体育祭検討委員会」検討結果について

※教育委員会の会議について
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によ
り、教育に関する事務を行うため、町に設置される合
議制の執行機関です。
　教育委員会は、５人の委員で構成され、基本方針
や施策を決定し、それに基づき、教育長が事務局を
指揮監督し、事務を行っています。
　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます。（非公開
の事項を除きます）
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報
みずほに掲載されます。また、ホームページから開催
内容や過去の会議録を見ることができます。

小・中学校の主な行事等予定　７～９月 教育委員会定例会報告

み　みずから学び 考えるひと
ず　すすんで社会とかかわる 心豊かなひと
ほ　ほがらか 明るく 元気なひと

広報発刊にあたって
　教育委員長　大澤　利夫

　町民の皆様には常日頃より、町
の教育行政及び諸事業に多大な
るご協力を賜りありがとうござい
ます。

　町の教育行政は、学校教育、社会教育、図書館
業務など多岐で幅広い分野にわたっています。これ
らに関する必要事項をお知らせし、皆様のご理解と
ご協力を得て意思を反映させることを目的に、「み
ずほの教育」を発行する運びとなりました。
　現在、各小・中学校とも積極的に研究指定校を引
き受け、学力の向上や人権教育など児童・生徒のた
めに一丸となって取り組んでいます。学校、先生方に
とっては大きな負担となることですが、この積極的な
姿勢は関係者の間ではとても高く評価されています。
　特に学校教育につきましては、学校、家庭、地域
社会が相互の連携を深め、それぞれがその役割を
果たし、地域に根ざした教育の推進に努めることが
重要視されています。
　学校公開日、道徳授業地区公開講座、運動会（体
育祭）、学習発表会など学校の実態を把握する機会
は数多くあります。学校に足を運んでいただき、率
直な感想などお寄せくださることを学校側も望んで
います。
　教育の究極の目的は、次代を担う子どもたちがた
くましく心豊かに成長することを求める一方で、生涯
学習などを通して明るく健康的な生活文化を形成す
ることにあると思います。
　この広報が関係者相互のコミュニケーションの良
き媒体となることを期待しております。

新たな教育行政の構築を目指して
　教育長　岩本　隆

　瑞穂町教育委員会広報の発行にあた
り、一言ごあいさつ申し上げます。
　日頃から町の教育行政全般にわた
り、ご理解とご協力を賜り、深く感謝申

し上げます。
　さて、平成２１年度から、これまで東京都教育委員会
が行っていた指導行政の一部と人事行政が、すべて瑞穂
町教育委員会に移管されました。このことから、近隣市と
同様に教職員の人事・指導を担当する学校指導課を新設
し、平成１９年度から都派遣の教育管理職を学校指導課
長に、また、今年度から新たに専任指導主事を配置し、
学校教育の充実を図る体制を構築しました。これからも
一層、町の学校教育の充実を図る所存です。
　さらに、今年度から児童・生徒の学力向上や授業規律
等の確立を目的に、小学校１～３年生・中学校１年生のク
ラスに学習サポーターを配置しました。初めて学校教育を
受ける段階と小学校教育から中学校教育へ移行する時期
に、学習活動にかかわる基礎・基本を確実に身に付けさせ、
確かな学力の定着と社会性を培うことを目指しています。
　社会教育では、地域教育力の向上施策が喫緊の課題と
捉え、青少年の健全育成を目指した諸施策を展開してい
ます。
　また、平成２５年開催の東京国体に向けて特命担当主
幹を配置し準備を進めています。
　図書館につきましては、新たな図書館建設に向けて図
書館協議会を設置し、検討してまいります。
　これからも学校教育の充実は元より、社会教育、図書
館の充実と各事業の連携を図った生涯学習社会の実現に
向けた取り組みを推進してまいります。

安全・安心で利用しやすい施設のために

編
集
後
記

　第１号の発刊に向けて今回は、教育委員会、学校等をはじめ教育委員会組織全体について、町民の皆様にご理解い
ただけるよう作成しました。特に、各課（館）の仕事内容や今年度の重点事業等を掲載しました。
　第２号からは、学校教育活動の状況をはじめ、各課（館）事業の進捗状況や行事等についての報告など、写真を織り
交ぜて掲載していきます。第２号では、町・都の学力調査の結果と分析について詳しく報告をする予定です。
　瑞穂町の教育にかかわる広報紙としての役割を果たせるよう取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いします。

MIZUHO BOARD OF EDUCATION

人と人とが かかわり合って 文化・教養をはぐくむまち みずほ

平成２１年（2009）　７／１
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編集・発行：瑞穂町教育委員会
〒190-1221　瑞穂町大字箱根ケ崎 2475
TEL 042-557-6682　FAX 042-557-2693
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/

児童・生徒数（21.6.1 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 444 358 401 715 189 2,107 483 514 997 3,104

みずほの教育みずほの教育


