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児童・生徒数（平成２７年９月１日 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
 393 263 379 503 195 1,733 468 476 944 2,677

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
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教育委員会定例会・臨時会報告

　保護者の立場から教育委員として選出され、今年で
７年目を迎えました。親としての一番の願いは、「子ど
もに幸せになってほしい。」ということだと思います。
では幸せになるために大切なことは何でしょうか。イエ
ローハット創設者の鍵山秀三郎先生の講演会で、「今は
不幸せな豊かさがある。豊かなまま幸せになることは、
謙虚になること。」とお話され、とても心に残りました。
　私は、自分の娘に「自分さえ良ければいいということ
ではなく、自分のため、人のためになる生き方を見つけ

てほしい。」と話しています。目先の
目に見える豊かさではなく、心の底
からわき上がる深い喜びを感じられ
る人に、どう生きたいか、ゆるがない
信念を子どもにも心に強く築いてほ
しいです。親として、何を話し、どん
な姿を見せていけばいいのか、一緒
に考えていきたいと思っています。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

第８回：瑞穂町教育委員会　教育委員　戸田　祐佳

 はし もと ひ な

第２回：二小　６年生　橋本陽奈さん
※ 今回は、学校の代表委員会の委員長、音楽クラブの副部長を務めるなど、様々な活躍をしてい

る橋本さんにインタビューを行いました。インタビューの終わりには、「夢の実現にむけて頑
張ります！」と力強い発言がありました。

教育委員談話

瑞穂町フューチャースクール　スタート！！

　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催しま
した。主な議決事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂第一小学校校庭芝生化工
事請負契約）

・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・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について
・平成２８年度使用中学校教科用図書の採択について

・平成２８年度使用小学校・中学校特別支援学級教科
用図書の採択について

　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。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

What’s your  dream?　～あなたの夢は何ですか？～

あなたの夢は
何ですか？

その夢をもったきっかけは
何ですか？

夢の実現にむけて、今頑張っ
ていることはありますか？

　７月から希望する全中学生を対象に、町内の学習
塾２社と学校、教育委員会が連携して、土曜日と長
期休業中を活用した学習教室「瑞穂町フューチャー
スクール」を開講しました。
　瑞穂中学校の希望する生徒は１１２名、瑞穂第二
中学校の希望する生徒は１０９名で全２２１名の学
習教室です。
　児童・生徒の学ぶ意欲の向上と学力の向上は瑞
穂町の喫緊の課題です。学校だけで課題解決する
のではなく、保護者や地域も一緒になって町ぐるみ
で子どもたちを高めていくことが必要です。
　これまで、小学校では、学習サポーターを１年生
から３年生までの全学級に配置し、学習意欲の喚起
と規範意識の基礎づくりを行い、子どもたちの安定
はもとより、町全体の学力向上に結びついています。

保育士になる
ことです。

夢が叶い保育士に
なれたら、どのような
ことがしたいですか？

園長先生になりたい
です！

私は人のお手伝いをするのが好きな
ので、保育士になりたいと思いました。
学校でもよく一年生と遊んでいます。
以前、保育園にお手伝いにいったこと
もあります。

保育士の仕事内容などを調
べたりしています。
また、下級生たちと一緒に
遊んだりしています。

開講式の様子（瑞中）

▲講習の様子（二中）
習熟度別に少人数指導
個別にフォローする講師も
います。

▶
開講日には、赤と緑の「のぼり旗」を掲げます。
開講日には、見学・参観が自由にできます。

　中学生の段階は、生涯にわたって学び続ける力
を確かなものにし、望ましい勤労観や１０年後、
２０年後の自分をイメージできる将来像をもたせる
ことが大切です。そのため、各中学校の教育活動で
身に付けた力をさらに補充・発展させていくため「瑞
穂町フューチャースクール」を立ち上げました。
　６月には、瑞穂町フューチャースクールに参加す
る生徒の保護者を対象とした保護者会を町民会館
で開催し、子どもたちの学びを町ぐるみで支える確
認をしました。また、７月の第１回の瑞穂町フュー
チャースクールは、各中学校会場で開講式と個人
の学習定着確認テストを行いました。現在、１クラ
ス１０名程度の少人数クラスで２名程度の講師が指
導にあたり、生徒は一生懸命に自己の課題解決と自
己実現に向けて努力しています。今後の取組に期
待していただくとともに、是非、子どもたちを応援
してください。

けやき館　開館時間および休館日のお知らせ

 開館時間 午前１０時～午後９時
  第３月曜日（祝日の場合は翌日）
 休 館 日 年末年始（12 月 29 日～ 1月 3 日）
  臨時休館日
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瑞穂町郷土資料館瑞穂町郷土資料館

委員の紹介　図書館協議会委員
　図書館協議会委員は、図書館運営や子ども読書活動
の推進などについて協議し、館長に意見を述べるなど、
図書館の適切な運営を図るための活動をしています。

 瑞穂町図書館協議会委員（敬称略）
 小林　源久 池谷　芳彦 山田　敏行 村上　豊子
 野尻　慧子 島田　千晴 関谷　　忠 髙島　朝子

任期：７月１日～平成２９年６月３０日

過去と未来を繋ぐ日米地域資料デジタル化公開事業記念講演会等のお知らせ
　図書館では、町が発行している刊行物をデジタル化し、貴重な資料を後世に継承するととともに、翻訳してイ
ンターネット上に掲載することにより、町の魅力を町内外に発信する事業を行います。その記念事業として、直
木賞作家の浅田次郎氏による講演会や地域資料の展示および図書の無料頒布を行います。
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図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・殿ケ谷図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・長岡コミュニティセンター図書室）

平成２８年度に使用する町立小・中学校の教科書

夏休みも頑張りました小学校の補習教室「瑞穂町ステップアップ教室」
～　小学校５校全校の２年目の取組　ますます充実　～

　平成２８年度に町立中学校で使用する教科書が、教育委員会（定例会）で下表のとお
り採択されました。なお、小学校は平成２７年度と同じ発行者の教科書を使用します。

　本年度も小学校５校全校が放課後や長期休業中を活
用した補習教室「瑞穂町ステップアップ教室」を行っ
ています。各校の取組方法や内容は学校の子どもたち
の実態を踏まえて行っているため同じではありません。
教育委員会の支援として、補習指導員を全校に配置し
て、各校の先生方と連携しながら子どもたちの指導・
支援に当たっています。
　今年度は、東京都教育委員会で作成した学習のつま
ずきの解消や基礎学力を確実に身に付けるための「東
京ベーシックドリル」の算数科を教育委員会が製本し、

小学５・６年生と中学１年生の全員に配布しました。こ
の補習教室の取組においても大いに活用されています。
また、ある学校では、校長先生がオリジナルの算数ド
リルを開発・作成し、スモールステップで子どもたち
の確実な力となる取組を行っています。
　瑞穂町ステップアップ教室に参加する子どもたちか
らは「授業で分からなかったところが分かるようになっ
たのでうれしい」、「補習指導員の先生が一生懸命に教
えてくれるので勉強が楽しい」などの声が聞かれます。
　「瑞穂町ステップアップ教室」の取組と中学校で７月

から開講した「瑞穂町フューチャー
スクール」を両輪で進め、児童・
生徒の確かな学力の定着に結びつ
くよう、学校と連携して充実させ
ていきます。

◆「フューチャースクール」と「ス
テップアップ教室」は、防衛省
の補助金（再編交付金）を活用
しています。

  小学校 
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 光村図書出版

 社会 教育出版

 地図 帝国書院

 算数 学校図書

 理科 大日本図書

 生活 東京書籍

 音楽 教育芸術社

 図画工作 日本文教出版

 家庭 東京書籍

 保健 学研教育みらい

 中学校
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 教育出版

 社会
 （地理） 帝国書院

 社会
 （歴史） 帝国書院

 社会
 （公民） 帝国書院

 地図 帝国書院

 数学 東京書籍

 理科 東京書籍

 種目 発行者
 音楽
 （一般） 教育出版

 音楽
 （器楽合奏） 教育出版

 美術 日本文教出版

 保健体育 学研教育みらい

 技術・家庭
 （技術分野） 開隆堂出版

 技術・家庭
 （家庭分野） 開隆堂出版

 英語 学校図書

記念講演会
日時：１１月２１日（土）　午後６時３０分から
会場：スカイホール大ホール
講師：浅田次郎氏（直木賞作家、日本ペンクラブ会長）
演題：「自著を語る『神坐す山の物語』をめぐって」

※参加申込の受付は、終了しました。

【問合せ  図書館 ☎557-5614】

地域資料の
デジタル公開展示
　タッチパネル式の端末から
町の貴重な地域資料を見るこ
とができます。
実施日：１１月２１日（土）から
会　場：瑞穂町図書館および

瑞穂町郷土資料館け
やき館

資料名：みずほ５０年、
瑞穂の地名　等

補習教室の様子（四小）　

図書の無料頒布
日時：１１月２１日（土）～２２日（日）　午前１０時～午後４時
※元狭山ふるさと思い出館図書室のみ：２１日（土）　午後１時～午後４時

２２日（日）　午前１０時～正午
会場：瑞穂町図書館、元狭山ふるさと思い出館図書室、

長岡・武蔵野コミュニティセンター図書室

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第１１回　～
古文書（村山家文書）（有形文化財）　＜所在地　瑞穂町箱根ケ崎＞
　文書のほとんどが江戸期のもので、一部明治期のものを含んでいる。戦後、明
治大学の手で整理された際の目録に沿って見ていくと、御用留に類するもの
１１８点、廻状や御触書等が１２２点、村入用帳をはじめ、御請証文等が２９５点、
村明細書上帳関係文書が１０点、届出書等７７点、宗門人別帳５７点、五人組帳
に関するもの４７点、戸籍に関するもの１０５点、次が検地帳関係文書であるが、
これは、寛文８年（１６６８年）１冊、寛文９年（１６６９年）２冊を含む２１点
が残されている。続いて、名寄帳等、土地関係のもの１２８点、地租改正に関する
もの７９点、年貢関係文書２８５点、産業関係文書２６点、頼母子講をはじめ、宗教、
講関係文書が６８点、狭山池及び玉川上水助水、御林山、御伝馬助郷関係文書２
２７点、御鷹場に関するもの１２２点、その他２１４点、合計２０１１点である。
　さらに状物として、訴訟文書、出入関係の文書、諸届出の文書等の合計が
１１３３点であり、総計３１４４点になる。この他にも未整理のものがある。
　数ある文書の中でも、御用留が文政１１年（１８２８年）のものから慶応４年

（１８６８年）まで、ほぼそろっていることと、宗門人別帳が、文政５年（１８２２年）
より明治４年（１８７１年）まで、全部揃っていることが特徴である。またこのよ
うに、文書の大半が、時代としては幕末の文化文政以後であり、箱根ヶ崎の名主
与右衛門より、為一郎の二代にわたる箱根ヶ崎村及びその周辺の資料として貴重
である。 【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

箱根ヶ崎村絵図

日光人馬差出御免願

通行手形

東京ベーシックドリル
くり返し使って、
学力を高めます。
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【Ａ評価事業】
◆登下校時の安全の確保　－教育課
　東京都の補助金を活用し、小学
校通学路等３９か所に防犯カメラ
を設置することができましした。
防犯カメラを設置する過程で、学
校、警察、町防犯担当、教育委員
会の連携強化が図れました。
◆補習事業の実施　－指導課
　授業での学習内容の定着を
促進し、児童一人ひとりに応
じた支援を充実させるため
に、全小学校で「瑞穂町ステッ
プアップ教室」として、各学
校の実態に応じた放課後補習教室を立ち上げました。
教員のほかに補習指導員を配置し、質問やそれに対す
る受け答えのしやすい環境をつくり、児童たちが学習
に取り組みやすいようにしています。
◆子どもの居場所づくり　－社会教育課
　学校や地域の協力を得ながら、全小学校のフリース
ペースを中心に、パソコンやものづくり体験等のさま

ざまな体験学習を提供すると
ともに、放課後の子どもの居
場所づくりを推進しました。
目標の延べ参加者と実施回数
を大きく上回り、子どもたち
に安全な居場所を提供することができました。【参加
者：５，１１８人、実施回数：２９９回】
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館で２回開催し、多くの参加者を集めました。
児童文学を中心にした講演会
ですが、太極拳の実演、紙芝
居の朗読、戦争体験など新た
なアプローチを加えること
で、さらに関心を高めること
ができ、読書活動の推進に繋げることができました。
また、講演内容が多彩になったことにより、町内外か
ら多くの参加者が集まり、瑞穂町図書館の知名度の向
上にも繋がりました。
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青少年国際派遣事業
【結団式】
日時　８月１２日（水）午前９時３０分から
場所　本庁舎２階会議室
　姉妹都市である米国・モーガンヒル市へ派遣するに当たり、中学生８名
と引率者３名が結団式を行い、石塚町長から激励の言葉をいただきました。

【現地派遣】
期間　８月２１日（金）～８月３１日（月）
場所　米国カリフォルニア州モーガンヒル市
　滞在中はホームステイをしながら、中学校に通学しました。各施設への訪問見
学や歓迎パーティー等の参加など、さまざまな体験をしながら交流を深めました。

結団式の様子

瑞穂町教育委員会の事務の点検・評価の結果報告
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき、平成２６年度に瑞穂町教育委員会が行った事務
について点検および評価を行い、有識者３名から意見
をいただきました。
　このような事務の点検・評価の取組を通して、教育
委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明責任を

果たし、皆さまに信頼される教育行政を推進していき
ます。
　ここでは、評価結果の主なものを紹介します。全て
の評価結果は、町内公共施設に設置している、報告書
または教育委員会ホームページをご覧ください。（URL
　http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/）

【Ｃ評価事業】　
◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に、リーダーとして活動するた
めの意識づけや技能取得を促すため、講習会を開催し
ています。各学校で開催した場合、参加者が分散して
しまうなど問題点があったため、効率のよく開催でき
るよう、子どもリーダー宿泊研修会事前研修時に実施

しました。効率よく開催できましたが、参加者が少数
であったため、Ｃ評価としました。リーダーとしての意
識づけや技能取得は、ジュニアリーダー養成講座でも
行っているため、２つの事業を統合し、より効率よく
開催できるよう進めていきます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

   評価（評価基準）  教育課 指導課 社会教育課 図書館 計
 Ａ （目標を上回って達成できた）  1 3 1 2 7
 Ｂ （目標をほぼ達成できた）  13 57 30 14 114
 Ｃ （目標を充分に達成することができなかった） 0 0 1 0 1
 Ｄ （目標を達成できなかった）  0 0 0 0 0
   合　計  14 60 32 16 122

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧

ウェルカムパーティー
ホストファミリーの生徒たちと一緒に！ モーガンヒル市役所を訪問

モーガンヒル市長が直接説明をしてくれました。

シリコンヴァレーフレックス学園を訪問
学園の生徒が、使い方など

英語で説明してくれました！

モーガンヒル市の図書館を見学

お別れパーティー
剣道やなぎなたを披露しました！！

チクタクタク公園
アメリカ先住民の生活等について、

学びました。

大手インターネット関連会社の
本社を見学

貴重な体験をしました。
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中学校の部活動の活躍

　教育委員は、毎年、学校経営や授業等の実施
状況を把握するため、町内の小中学校を訪問し、
学校の管理職との授業参観、給食の試食等を
行っています。訪問時には、校長先生から学校
経営計画の説明を受け、意見交換を行うととも
に、各学校の課題解決に向けた助言を行うなど、
より良い学校となるよう支援しています。

教育委員の学校訪問

　町では、保護と環境教育の一環として、みずほエコパークや町内の小学校で
二ホンイシガメを飼育しています。６月２４日に、
みずほエコパークや他の小学校で育った二ホンイ
シガメが、一小にやってきました。児童たちは、「カ
メがやってくるのを楽しみにしていた」、「すごく
かわいい」など、うれしそうに話していました。
カメも新しい池で気持ちよさそうに泳いでいまし
た。今後も環境教育の一環として、町内小学校で
の二ホンイシガメの飼育を進めていきます。 【問合せ　教育課　☎557-6682】

一小にニホンイシガメがやってきた！

社会教育課関連イベントの紹介

第４２回　瑞穂町総合体育大会水泳競技
日時　８月２日（日）　午前８時３０分から
場所　町営プール

　猛暑の中、今年も多くの選手が参加しました。選手たちは、日頃の練習の成果を
存分に発揮し、熱戦が繰り広げられました。

第５６回　町民体育祭
日時　１０月１１日（日）　午前８時３０分から
場所　ビューパーク競技場

　全町内会が参加する毎年大盛況のスポーツイベントのひとつです。当日、自由参
加の種目もありますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

第９回　瑞穂町こどもフェスティバル
日時　１０月２５日（日）　午前９時３０分から
場所　ビューパーク競技場およびスカイホール

　親子のふれあいの促進、異年齢間の交流、地域との交流を目的として開催してい
ます。多くの方のご来場をお待ちしています。

第３１回　青少年の主張意見発表会
日時　１２月５日（土）　開場／午前８時４５分　開演／午前９時１５分
場所　スカイホール大ホール

　町の次代を担う青少年が、自由な発想と豊かな心のもと、今何を思い、考え、伝
えたいのか、ぜひ会場でお聴きください。
小学生、中学生、高校・一般の部の優秀賞入賞者が意見発表をします。

カメ池へ放流の様子

授業の様子を見学（一小） 校長との意見交換会（一小）

新しい池で泳ぐカメの様子

第４２回　瑞穂町総合体育大会水泳競技
日時　８月２日（日）　午前８時３０分から
場所　町営プール

　猛暑の中、今年も多くの選手が参加しました。選手たちは、
日頃の練習の成果を存分に発揮し、熱戦が繰り広げられまし
た。

社会教育課関係イベントの紹介

第９回　瑞穂町こどもフェスティバル
日時　１０月２５日（日）　午前９時３０分から
場所　ビューパーク競技場およびスカイホール

　親子のふれあいの促進、異年齢間の交流、地域との交流を目的
として開催しています。多くの方のご来場をお待ちしています。

第３１回　青少年の主張意見発表会
日時　１２月５日（土）　開場／午前８時４５分　開演／午前９時１５分
場所　スカイホール大ホール

　町の次代を担う青少年が、自由な発想と豊かな心のもと、今何を思い、考え、
伝えたいのか、ぜひ会場でお聴きください。
　小学生、中学生、高校・一般の部の優秀賞入賞者が意見発表をします。

第５６回　町民体育祭
日時　１０月１１日（日）　午前８時３０分から
場所　ビューパーク競技場

　全町民を対象に、毎年開催している大盛況のスポーツイ
ベントのひとつです。当日、自由参加の種目もありますの
で、多くの方のご参加をお待ちしています。

【問合せ　社会教育課　☎557-6695】

終了
しました

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律」が、平成２７年４月１日から施行されま
した。このことにより、すべての地方公共団体で「総
合教育会議」が設置されることとなりました。
　総合教育会議は、町長と教育委員会で構成され、教
育施策の根本の方針である「教育に関する大綱の策
定」、「教育の条件整備など重点的に取り組むべき施策」
や「児童・生徒の生命または身体の保護等に関する緊
急の場合に取り組むべき措置」について、協議・調整
を行うものです。
　８月６日に第１回目の総合教育会議を開催しました。

＜主な会議内容＞
・瑞穂町総合教育会議要綱について 
・瑞穂町の教育について
・瑞穂町教育大綱について 

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
（URL　http://www.town.mizuho.tokyo.jp/）

　総合教育会議は、傍聴することも可能です（非公開
の事項を除きます）。
　次回会議の開催日時や場所は、町ホームページでお
知らせします。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

瑞穂町総合教育会議を開催しました

瑞中吹奏楽部４年連続金賞
東日本学校吹奏楽大会に出場します！
　東京都中学吹奏楽コンクールで、平成２４年度から
平成２７年度までの４年間連続で金賞を受賞し、東日
本学校吹奏楽大会に出場することが決定しました。
　部員全員で力を合わせ、入賞を目指して頑張ります。
応援をよろしくお願いします。

瑞中野球部　多摩地区中学校野球大会準優勝
　多摩地区中学校野球大会の決勝戦が、８月１日に開
催されました。この大会は、各地区の予選を勝ち上がっ
た５８チームが参加する大会です。瑞中野球部は、惜
しくも決勝で敗れてしまいましたが、見事準優勝に輝
きました。

会議の様子
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二ホンイシガメを飼育しています。６月２４日に、
みずほエコパークや他の小学校で育った二ホンイ
シガメが、一小にやってきました。児童たちは、「カ
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【Ａ評価事業】
◆登下校時の安全の確保　－教育課
　東京都の補助金を活用し、小学
校通学路等３９か所に防犯カメラ
を設置することができましした。
防犯カメラを設置する過程で、学
校、警察、町防犯担当、教育委員
会の連携強化が図れました。
◆補習事業の実施　－指導課
　授業での学習内容の定着を
促進し、児童一人ひとりに応
じた支援を充実させるため
に、全小学校で「瑞穂町ステッ
プアップ教室」として、各学
校の実態に応じた放課後補習教室を立ち上げました。
教員のほかに補習指導員を配置し、質問やそれに対す
る受け答えのしやすい環境をつくり、児童たちが学習
に取り組みやすいようにしています。
◆子どもの居場所づくり　－社会教育課
　学校や地域の協力を得ながら、全小学校のフリース
ペースを中心に、パソコンやものづくり体験等のさま

ざまな体験学習を提供すると
ともに、放課後の子どもの居
場所づくりを推進しました。
目標の延べ参加者と実施回数
を大きく上回り、子どもたち
に安全な居場所を提供することができました。【参加
者：５，１１８人、実施回数：２９９回】
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館で２回開催し、多くの参加者を集めました。
児童文学を中心にした講演会
ですが、太極拳の実演、紙芝
居の朗読、戦争体験など新た
なアプローチを加えること
で、さらに関心を高めること
ができ、読書活動の推進に繋げることができました。
また、講演内容が多彩になったことにより、町内外か
ら多くの参加者が集まり、瑞穂町図書館の知名度の向
上にも繋がりました。
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青少年国際派遣事業
【結団式】
日時　８月１２日（水）午前９時３０分から
場所　本庁舎２階会議室
　姉妹都市である米国・モーガンヒル市へ派遣するに当たり、中学生８名
と引率者３名が結団式を行い、石塚町長から激励の言葉をいただきました。

【現地派遣】
期間　８月２１日（金）～８月３１日（月）
場所　米国カリフォルニア州モーガンヒル市
　滞在中はホームステイをしながら、中学校に通学しました。各施設への訪問見
学や歓迎パーティー等の参加など、さまざまな体験をしながら交流を深めました。

結団式の様子

瑞穂町教育委員会の事務の点検・評価の結果報告
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基
づき、平成２６年度に瑞穂町教育委員会が行った事務
について点検および評価を行い、有識者３名から意見
をいただきました。
　このような事務の点検・評価の取組を通して、教育
委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明責任を

果たし、皆さまに信頼される教育行政を推進していき
ます。
　ここでは、評価結果の主なものを紹介します。全て
の評価結果は、町内公共施設に設置している、報告書
または教育委員会ホームページをご覧ください。（URL
　http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/）

【Ｃ評価事業】　
◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に、リーダーとして活動するた
めの意識づけや技能取得を促すため、講習会を開催し
ています。各学校で開催した場合、参加者が分散して
しまうなど問題点があったため、効率のよく開催でき
るよう、子どもリーダー宿泊研修会事前研修時に実施

しました。効率よく開催できましたが、参加者が少数
であったため、Ｃ評価としました。リーダーとしての意
識づけや技能取得は、ジュニアリーダー養成講座でも
行っているため、２つの事業を統合し、より効率よく
開催できるよう進めていきます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

   評価（評価基準）  教育課 指導課 社会教育課 図書館 計
 Ａ （目標を上回って達成できた）  1 3 1 2 7
 Ｂ （目標をほぼ達成できた）  13 57 30 14 114
 Ｃ （目標を充分に達成することができなかった） 0 0 1 0 1
 Ｄ （目標を達成できなかった）  0 0 0 0 0
   合　計  14 60 32 16 122

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧

ウェルカムパーティー
ホストファミリーの生徒たちと一緒に！ モーガンヒル市役所を訪問

モーガンヒル市長が直接説明をしてくれました。

シリコンヴァレーフレックス学園を訪問
学園の生徒が、使い方など

英語で説明してくれました！

モーガンヒル市の図書館を見学

お別れパーティー
剣道やなぎなたを披露しました！！

チクタクタク公園
アメリカ先住民の生活等について、

学びました。

大手インターネット関連会社の
本社を見学

貴重な体験をしました。



み ず ほ の 教 育み ず ほ の 教 育

瑞穂町郷土資料館瑞穂町郷土資料館

委員の紹介　図書館協議会委員
　図書館協議会委員は、図書館運営や子ども読書活動
の推進などについて協議し、館長に意見を述べるなど、
図書館の適切な運営を図るための活動をしています。

 瑞穂町図書館協議会委員（敬称略）
 小林　源久 池谷　芳彦 山田　敏行 村上　豊子
 野尻　慧子 島田　千晴 関谷　　忠 髙島　朝子

任期：７月１日～平成２９年６月３０日

過去と未来を繋ぐ日米地域資料デジタル化公開事業記念講演会等のお知らせ
　図書館では、町が発行している刊行物をデジタル化し、貴重な資料を後世に継承するととともに、翻訳してイ
ンターネット上に掲載することにより、町の魅力を町内外に発信する事業を行います。その記念事業として、直
木賞作家の浅田次郎氏による講演会や地域資料の展示および図書の無料頒布を行います。
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図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・殿ケ谷図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・長岡コミュニティセンター図書室）

平成２８年度に使用する町立小・中学校の教科書

夏休みも頑張りました小学校の補習教室「瑞穂町ステップアップ教室」
～　小学校５校全校の２年目の取組　ますます充実　～

　平成２８年度に町立中学校で使用する教科書が、教育委員会（定例会）で下表のとお
り採択されました。なお、小学校は平成２７年度と同じ発行者の教科書を使用します。

　本年度も小学校５校全校が放課後や長期休業中を活
用した補習教室「瑞穂町ステップアップ教室」を行っ
ています。各校の取組方法や内容は学校の子どもたち
の実態を踏まえて行っているため同じではありません。
教育委員会の支援として、補習指導員を全校に配置し
て、各校の先生方と連携しながら子どもたちの指導・
支援に当たっています。
　今年度は、東京都教育委員会で作成した学習のつま
ずきの解消や基礎学力を確実に身に付けるための「東
京ベーシックドリル」の算数科を教育委員会が製本し、

小学５・６年生と中学１年生の全員に配布しました。こ
の補習教室の取組においても大いに活用されています。
また、ある学校では、校長先生がオリジナルの算数ド
リルを開発・作成し、スモールステップで子どもたち
の確実な力となる取組を行っています。
　瑞穂町ステップアップ教室に参加する子どもたちか
らは「授業で分からなかったところが分かるようになっ
たのでうれしい」、「補習指導員の先生が一生懸命に教
えてくれるので勉強が楽しい」などの声が聞かれます。
　「瑞穂町ステップアップ教室」の取組と中学校で７月

から開講した「瑞穂町フューチャー
スクール」を両輪で進め、児童・
生徒の確かな学力の定着に結びつ
くよう、学校と連携して充実させ
ていきます。

◆「フューチャースクール」と「ス
テップアップ教室」は、防衛省
の補助金（再編交付金）を活用
しています。

  小学校 
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 光村図書出版

 社会 教育出版

 地図 帝国書院

 算数 学校図書

 理科 大日本図書

 生活 東京書籍

 音楽 教育芸術社

 図画工作 日本文教出版

 家庭 東京書籍

 保健 学研教育みらい

 中学校
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 教育出版

 社会
 （地理） 帝国書院

 社会
 （歴史） 帝国書院

 社会
 （公民） 帝国書院

 地図 帝国書院

 数学 東京書籍

 理科 東京書籍

 種目 発行者
 音楽
 （一般） 教育出版

 音楽
 （器楽合奏） 教育出版

 美術 日本文教出版

 保健体育 学研教育みらい

 技術・家庭
 （技術分野） 開隆堂出版

 技術・家庭
 （家庭分野） 開隆堂出版

 英語 学校図書

記念講演会
日時：１１月２１日（土）　午後６時３０分から
会場：スカイホール大ホール
講師：浅田次郎氏（直木賞作家、日本ペンクラブ会長）
演題：「自著を語る『神坐す山の物語』をめぐって」

※参加申込の受付は、終了しました。

【問合せ  図書館 ☎557-5614】

地域資料の
デジタル公開展示
　タッチパネル式の端末から
町の貴重な地域資料を見るこ
とができます。
実施日：１１月２１日（土）から
会　場：瑞穂町図書館および

瑞穂町郷土資料館け
やき館

資料名：みずほ５０年、
瑞穂の地名　等

補習教室の様子（四小）　

図書の無料頒布
日時：１１月２１日（土）～２２日（日）　午前１０時～午後４時
※元狭山ふるさと思い出館図書室のみ：２１日（土）　午後１時～午後４時

２２日（日）　午前１０時～正午
会場：瑞穂町図書館、元狭山ふるさと思い出館図書室、

長岡・武蔵野コミュニティセンター図書室

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第１１回　～
古文書（村山家文書）（有形文化財）　＜所在地　瑞穂町箱根ケ崎＞
　文書のほとんどが江戸期のもので、一部明治期のものを含んでいる。戦後、明
治大学の手で整理された際の目録に沿って見ていくと、御用留に類するもの
１１８点、廻状や御触書等が１２２点、村入用帳をはじめ、御請証文等が２９５点、
村明細書上帳関係文書が１０点、届出書等７７点、宗門人別帳５７点、五人組帳
に関するもの４７点、戸籍に関するもの１０５点、次が検地帳関係文書であるが、
これは、寛文８年（１６６８年）１冊、寛文９年（１６６９年）２冊を含む２１点
が残されている。続いて、名寄帳等、土地関係のもの１２８点、地租改正に関する
もの７９点、年貢関係文書２８５点、産業関係文書２６点、頼母子講をはじめ、宗教、
講関係文書が６８点、狭山池及び玉川上水助水、御林山、御伝馬助郷関係文書２
２７点、御鷹場に関するもの１２２点、その他２１４点、合計２０１１点である。
　さらに状物として、訴訟文書、出入関係の文書、諸届出の文書等の合計が
１１３３点であり、総計３１４４点になる。この他にも未整理のものがある。
　数ある文書の中でも、御用留が文政１１年（１８２８年）のものから慶応４年

（１８６８年）まで、ほぼそろっていることと、宗門人別帳が、文政５年（１８２２年）
より明治４年（１８７１年）まで、全部揃っていることが特徴である。またこのよ
うに、文書の大半が、時代としては幕末の文化文政以後であり、箱根ヶ崎の名主
与右衛門より、為一郎の二代にわたる箱根ヶ崎村及びその周辺の資料として貴重
である。 【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

箱根ヶ崎村絵図

日光人馬差出御免願

通行手形

東京ベーシックドリル
くり返し使って、
学力を高めます。



みずほっ子目標

町 学
家地

み ず ほ の 教 育

町内の小中学生にインタビュー形式で将来の夢を聞くコーナーです。

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

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２７年（2015）１０／１
第２０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（平成２７年９月１日 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
 393 263 379 503 195 1,733 468 476 944 2,677

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
8　平成２７年（2015）　１０／１　第２０号 平成２７年（2015）　１０／１　第２０号　1

教育委員会定例会・臨時会報告

　保護者の立場から教育委員として選出され、今年で
７年目を迎えました。親としての一番の願いは、「子ど
もに幸せになってほしい。」ということだと思います。
では幸せになるために大切なことは何でしょうか。イエ
ローハット創設者の鍵山秀三郎先生の講演会で、「今は
不幸せな豊かさがある。豊かなまま幸せになることは、
謙虚になること。」とお話され、とても心に残りました。
　私は、自分の娘に「自分さえ良ければいいということ
ではなく、自分のため、人のためになる生き方を見つけ

てほしい。」と話しています。目先の
目に見える豊かさではなく、心の底
からわき上がる深い喜びを感じられ
る人に、どう生きたいか、ゆるがない
信念を子どもにも心に強く築いてほ
しいです。親として、何を話し、どん
な姿を見せていけばいいのか、一緒
に考えていきたいと思っています。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

第８回：瑞穂町教育委員会　教育委員　戸田　祐佳

 はし もと ひ な

第２回：二小　６年生　橋本陽奈さん
※ 今回は、学校の代表委員会の委員長、音楽クラブの副部長を務めるなど、様々な活躍をしてい

る橋本さんにインタビューを行いました。インタビューの終わりには、「夢の実現にむけて頑
張ります！」と力強い発言がありました。

教育委員談話

瑞穂町フューチャースクール　スタート！！

　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催しま
した。主な議決事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂第一小学校校庭芝生化工
事請負契約）

・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・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について
・平成２８年度使用中学校教科用図書の採択について

・平成２８年度使用小学校・中学校特別支援学級教科
用図書の採択について

　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。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

What’s your  dream?　～あなたの夢は何ですか？～

あなたの夢は
何ですか？

その夢をもったきっかけは
何ですか？

夢の実現にむけて、今頑張っ
ていることはありますか？

　７月から希望する全中学生を対象に、町内の学習
塾２社と学校、教育委員会が連携して、土曜日と長
期休業中を活用した学習教室「瑞穂町フューチャー
スクール」を開講しました。
　瑞穂中学校の希望する生徒は１１２名、瑞穂第二
中学校の希望する生徒は１０９名で全２２１名の学
習教室です。
　児童・生徒の学ぶ意欲の向上と学力の向上は瑞
穂町の喫緊の課題です。学校だけで課題解決する
のではなく、保護者や地域も一緒になって町ぐるみ
で子どもたちを高めていくことが必要です。
　これまで、小学校では、学習サポーターを１年生
から３年生までの全学級に配置し、学習意欲の喚起
と規範意識の基礎づくりを行い、子どもたちの安定
はもとより、町全体の学力向上に結びついています。

保育士になる
ことです。

夢が叶い保育士に
なれたら、どのような
ことがしたいですか？

園長先生になりたい
です！

私は人のお手伝いをするのが好きな
ので、保育士になりたいと思いました。
学校でもよく一年生と遊んでいます。
以前、保育園にお手伝いにいったこと
もあります。

保育士の仕事内容などを調
べたりしています。
また、下級生たちと一緒に
遊んだりしています。

開講式の様子（瑞中）

▲講習の様子（二中）
習熟度別に少人数指導
個別にフォローする講師も
います。

▶
開講日には、赤と緑の「のぼり旗」を掲げます。
開講日には、見学・参観が自由にできます。

　中学生の段階は、生涯にわたって学び続ける力
を確かなものにし、望ましい勤労観や１０年後、
２０年後の自分をイメージできる将来像をもたせる
ことが大切です。そのため、各中学校の教育活動で
身に付けた力をさらに補充・発展させていくため「瑞
穂町フューチャースクール」を立ち上げました。
　６月には、瑞穂町フューチャースクールに参加す
る生徒の保護者を対象とした保護者会を町民会館
で開催し、子どもたちの学びを町ぐるみで支える確
認をしました。また、７月の第１回の瑞穂町フュー
チャースクールは、各中学校会場で開講式と個人
の学習定着確認テストを行いました。現在、１クラ
ス１０名程度の少人数クラスで２名程度の講師が指
導にあたり、生徒は一生懸命に自己の課題解決と自
己実現に向けて努力しています。今後の取組に期
待していただくとともに、是非、子どもたちを応援
してください。

けやき館　開館時間および休館日のお知らせ

 開館時間 午前１０時～午後９時
  第３月曜日（祝日の場合は翌日）
 休 館 日 年末年始（12 月 29 日～ 1月 3 日）
  臨時休館日


