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みずほの教育

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

児童・生徒数（平成２９年５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
389 248 322 450 191 1,600 488 425 913 2,513

みずほっ子目標

全ての学校で、ふるさと学習　　　　　　スタート!!『みずほ学』
平成２９年度、瑞穂町の全ての学校は、子どもたちが夢や希望をもって自立的に未来を切り開いていくために、「ふるさと瑞穂」の自然

や文化を愛し、社会に貢献できる児童・生徒を育成するために、小学校の生活科、小・中学校の総合的な学習の時間など、あらゆる教科
等をとおして瑞穂町の新たな施策「ふるさと学習『みずほ学』」を進めていきます。
キーワードは…

「知 る」学び
地域の自然・文化・歴史を探究します。
「かかわる」学び

地域の皆さんと交流します。
「す る」学び

地域で「私にできること」を実践します。「まちの先生（ゲストティーチャー）」にお手伝いいただき、体験しながら学びを深める学習でもあります。

瑞穂で育つ子どもや瑞穂で働く教職員が…、
地域を知り　地域とかかわり　地域で学び　地域でできることをする学び

その学びが、『みずほ学』

【まちの先生】
○保護者等教育ボランティア ○地域に詳しい方（専門家等） ○地域の高齢者の皆さま ○地域の職場（企業・農家等）の皆さま
○町行政（図書館・けやき館・社会教育課・企画課・建設課・高齢課等）等　全ての皆さまのご協力により進める「みずほ学」です。

上記の活動はほんの一例です。ほかにも各校の地域の特色を生かした「みずほ学」を展開していきます!!

「
知
る
」
学
び

【地域産業】例
○狭山茶（茶摘み・茶もみ）の学習
○シクラメン栽培・鑑賞
○牧場での学習（搾乳体験・動物とのふれあい体験）

【伝統・文化・歴史】例
○東京多摩だるまの学習
○村山大島紬の学習
○瑞穂町歌の学習（全小・中学校） 狭山茶（茶もみ）の学習の様子

「
か
か
わ
る
」
学
び

【地域の方との交流】例
○瑞穂音頭の学習（全小学校）
○聞く・受け継ぐ「語り部」学習

【国際交流】例
○米軍横田基地内の生徒との交流
○モーガンヒル市（米国）との交流

【企業・高校等との連携】例
○地域企業から学び、かかわる
○農芸高校との交流モーガンヒル市役所訪問の様子 (平成２７年度)

「
す
る
」
学
び

【福祉】例
○認知症理解学習「認知症サポーター」（全小学校）

【まちづくり】例
○春・秋の街路樹等花植え活動（全小学校）
○地域清掃活動　○防災・安全に係る活動 花植え活動の様子
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平成29年度も瑞穂一小で校長として勤務できるこ
とを誇りに思います。この1年間を児童のために精一
杯教職員と共に努力していきますので、保護者の皆
様、地域の皆様ご支援をよろしくお願いします。
さて、今年度も学力向上が一番の目標です。昨年
度、児童の学習への意欲が向上し結果もでました。今
年度は、更に一人ひとりに注目して学習指導をしてい
きます。そして、年間を通じて実践している挨拶運動
もしっかりと取り組んでいきます。

瑞穂第一小学校

校長　小林　源久 副校長　藤森　慎一

○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

教 育 目 標

「子供たちの未来の夢をかなえるために」を教育理
念に、児童が生きていくために必要な、考える、思い
やる、耐える力を育んで参ります。本校は、創立
1３８年になる伝統校です。今年度は、ふるさと学習
「みずほ学」を推進し、本校を支えてこられた地域の
方々の歴史や伝統、文化を継承し学んでいきます。ま
た、瑞穂町教育研究推進校として、国語科の研究発表
会も予定しています。補習や家庭学習等基礎学力の充
実にも精力的に取り組み学力向上を目指します。

瑞穂第二小学校

校長　地引　　平 副校長　篠山　耕一

○進んで学ぶ子
○思いやりのある子
○健康で明るい子

教 育 目 標

新入生４０名を迎え、全校児童数３22名で出発し
ました。児童一人ひとりの心身の安全と個性の伸長を
第一に、基礎的・基本的な学力をしっかり身に着けさ
せる教育活動を行います。また「地域の学校」である
ことを自覚し、「チーム三小」を合言葉に全職員が力
を合わせ指導に当たります。新たに、ふるさと学習
「みずほ学」が始まります。三小地域の歴史や文化、
自然を活かした主体的・協同的な学習を推進します。
保護者・地域の皆様のご支援とご協力をよろしくお願
いいたします。

瑞穂第三小学校

校長　関根　孝之 副校長　佐藤　千晴

○よく考える子ども
○進んでやる子ども
○健康な子ども

教 育 目 標

本校は、今年度開校５０周年を迎えます。この記念
すべき年が、校庭の鮮やかな芝生の緑と桜のピンクに
彩られて全校児童４５０名でスタートしました。今年
度も「笑顔で、生き生きと過ごすことができる安心・
安全な学校」をめざす学校像として、全教職員一丸と
なって取り組んでまいります。学力向上・授業改善で
は、平成３０年の2月に算数科の指導について研究発
表を行います。今年度も保護者・地域の皆様のご支援
とご協力をよろしくお願いします。

瑞穂第四小学校

校長　石坂　隆文 副校長　市川　利幸

○しっかり考える子
○仲よくする子
○すすんで取り組む子

教 育 目 標

小 ・ 中 学 校 の 紹 介
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◦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

全校児童191名、7学級でスタートしました。
「元気いっぱいみんなの学校」をキャッチフレーズ
に、迅速・的確・誠実をモットーに学校経営を行いま
す。今年度も、学力向上の他、都内で一番広い芝生の
校庭を活用した体力づくりを推進します。また、素晴
らしい自然環境、地域の人材、そして、伝統・文化を
活かした教育ということで、ふるさと学習「みずほ
学」を積極的に実践していきます。保護者・地域の皆
様のご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

瑞穂第五小学校

校長　日野　元信 副校長　髙橋　一広

◎自ら学ぶ子（知・体）
○思いやりのある子（徳）
○最後までやりぬく子（知・徳・体）

教 育 目 標

経営方針の中心に文武両道をすえ、「わかる喜び・
できる実感・学ぶ楽しさ」をモットーに学力向上を図
ります。本校の教育目標である「心身ともに健やかな
中学生」を目指しながら、自ら進んで学習に取り組む
生徒を育成したいと思います。また、特別の教科道徳
を先行実施し、ふるさと学習「みずほ学」も推進しま
す。全教職員で協力し合うチーム瑞中として切磋琢磨
していきます。保護者の皆様、地域の皆様のご支援と
ご協力をよろしくお願いいたします。

瑞穂中学校

校長　池谷　芳彦 副校長　中西　規人

「心身ともに健やかな中学生」
―人間性豊かな社会の形成者の育成を目指して―
○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

教 育 目 標

全校生徒４2５名、12学級で平成29年度が始ま
りました。本校では“一人一人が大切にされ、安心し
て学び合える学校”をスローガンに一人ひとりの良さ
を認め合い、共に学ぶことを通して互いに伸びていく
学校を目指します。そのためにも、全教員自らが研鑽
して授業力を高めるとともに、子どもたちの目線に
沿った丁寧な指導を進めて参ります。これからも保護
者の皆様、地域の皆様のご支援とご協力をいただきま
すよう、よろしくお願いいたします。

瑞穂第二中学校

校長　渡辺　政彦 副校長　鳥居　利至

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）

教 育 目 標
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町教育委員会では、第1次瑞穂町教育基本計画後期計画に基づき、児童・生徒の「生きる力」を育むため、
ふるさと学習「みずほ学」の他、様々な教育施策を学校とともに展開していきます。

○学習サポーターの配置
規範意識の醸成と学力向上を図ります
小学校第1学年の全学級と原則第2学年の全学級に「学習サポーター」を配置し、児
童が小学校入門期に必要な力を確実に身に付けるための支援を行います。この配置
は、他の自治体ではみられない瑞穂町の代表的な事業となっています。自分のことは
自分でしっかりできるようにするための基礎固めを担任教員と学習サポーターが連携
して育てていきます。

○瑞穂町フューチャースクール（小学校放課後学習教室・中学校土曜学習教室）
「分からない」を「分かる喜び」にし、自ら学ぶ意欲を高める
町内にある学習塾３社と連携・協力し、希望する小学第６学年と中学生を対象に学習
教室を開講します。平成2８年度は、児童・生徒の全体の約３５％が参加しました。
この事業をスタートさせてから、家庭学習の時間も増えています。さらに、将来にわ
たって学び続ける意欲をもたせます。

○「瑞穂町部活動基本方針」の推進
学習の取組と日常の生活のリズムを整えます
部活動は、生徒一人ひとりの成長にとって大きな役割がありますが、学習や日常生活（家庭学習等）とのバラ
ンスをとることが大切です。2８年度に部活動基本方針を定め、練習日や練習時間（週1日以上の休養日の確
保や平日、休日の練習時間の制限）等の目安を学校に示しました。この基本方針を踏まえ、校長のリーダー
シップのもと活動計画を作成し、学力向上と健全育成とが調和できるようにしていきます。

○「みずほストップ２２・ＳＮＳ東京ルール」の強化
家庭での長時間使用をストップさせ、じっくり学習する時間を確保してください
児童・生徒のスマートフォンや携帯電話の長時間使用が瑞穂町の大きな課題になってい
ます。長時間使用は健康にも影響を及ぼすとともに、ＳＮＳトラブルにもつながること
にもなります。家庭での語らいなどの団らんの時間や学習時間をしっかり確保するため
の取組を一層強化します。

○みずほ伝統・文化理解鑑賞教室・体験教室···········スカイホールを会場に中学校第1学
年を対象に「和太鼓」鑑賞と体験を行います。

○漢字・英語検定···········漢字検定は小学校第３・５学年、英語検定は中学校第2学年を
対象に実施します。

○東京ベーシックドリルの配布···········小学校第３学年にドリル冊子（算数・理科・社
会）を配布します。また、中学校全学年にもドリル冊子（国語・数学・英語）を配布
し、学習内容の基礎基本を定着させます。

平成２９年度の主な学校教育の施策について
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社会教育委員は、社会教育に関してさまざまな助言、社会教育事業の支援および実質的な活動を行うなど幅
広く活動しています。次の方々へ委員を委嘱しました。

任期：平成29年４月1日から平成３1年３月３1日
氏名（敬称略）

井上　一也 吉良　明美 久保田敢司 笹井　鎮彦
志村　武保 牧野　壽義 町田　恵子 山田　敏行
渡部トク子 日野　元信　※任期：平成29年５月1日から平成３1年４月３０日

五小が平成2８年度、都の「コオーディネーショントレーニング地域拠点校」の指定を
受け、児童の体力向上に向けた取り組みを行いました。その取り組みが認められ、「平成
2８年度子供の体力向上推進優秀校」に選ばれました。今後も更なる成果を挙げられるよ
う期待しています。

８月1８日から８月2８日まで（1０泊11日）、姉妹都市の米国モーガンヒル市へ中学生を派遣します。
モーガンヒル市は、瑞穂町と人口や面積がほぼ同規模の自然豊かな都市で、誕生日（市制施行日）も瑞穂町と
同じ11月1０日です。
モーガンヒル市で、姉妹都市間の交流を深め、国際感覚を養うとともに、社会性や自立性などの感性の向上
を目指します。また、ホームステイや学校体験入学を通じて、文化や慣習の違いを学び、英語力を身につけ、
コミュニケーション能力を高めます。
◦モーガンヒル市とは◦
人口：約3８，000人／面積：33. 3６ｋ㎡／平均気温：夏32. 3℃　冬0. 9℃

モーガンヒル市はカリフォルニア州サンタクララ郡に属し、サンフランシスコか
ら南へ11０kmの位置にあります。19０６年の市制施行当初は、牧場や農業、
果樹栽培が主な産業でしたが、最近では、ハイテク産業の集積しているシリコンバ
レーのベッドタウンとして発展しています。市の西側に位置する特徴のある丘「エ
ルトロ（スペイン語で牡牛の意）」のシルエットが市の公式ロゴとなっています。
夏場でも朝夕の冷え込みが強く上着が必要なほどです。時折、タイフーンや竜巻
に見舞われることがありますが、降雪はほとんどなく、年間平均雨量は４８０mm
で、夏季は乾期が続きます。

瑞穂町校内研究推進校、東京都教育委員会各指定校の紹介

五小「子供の体力向上推進優秀校」に！

委員の紹介（社会教育委員）

青少年国際派遣事業（モーガンヒル市へ派遣します。）

一小「思考力・判断力・表現力の育成
～児童の考えを引き出す算数的活動の工夫～」

二小「意欲的に自分の考えを伝え合い、考えを深める
子の育成」

三小「自分の考えをもち、追求し、解決する児童の育成」
四小「進んで考え、表現できる子どもの育成

～算数科の指導を通して～」

五小「自分の考えを広げ、深める児童の育成
～瑞穂から世界へ　地球時代の学び～」

瑞中「思考させ、表現させる授業
～『主体的・対話的で深い学び』の実現～」

二中「生徒一人一人の生き方を支援する道徳教育
～生徒の変容に着目した道徳評価の試行～」

＜オリンピック・パラリンピック教育推進校＞全校
＜持続可能な社会づくりに向けた教育推進校＞五小

＜道徳教育推進拠点校＞瑞中
＜スーパーアクティブスクール＞二中

東京都教育委員会各種指定校

瑞穂町校内研究推進校（全校指定）
＜校内研究主題＞

※本年度は、一小（１月１９日開催）、二小（１月２６日開催）、五小（２月２日開催）、四小（２月９日
開催）が研究発表会を開催します。

モーガンヒル市のロゴ

モーガンヒル市の西側に位置
するエルトロの丘
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就学援助費の申請を忘れていませんか？
町では、経済的な理由によりお子さんの就学費用が思うようにならない家庭に対し、
学用品費・給食費等の援助を行っています。
援助を受けられる費用は、「学用品費」、「給食費」、「修学旅行費」、「医療費（歯科の
み）」、「宿泊を伴う校外活動費（スキー教室・臨海学校等）」です。
援助を受けられる家庭は、町に在住していて公立の小・中学校へ就学している家庭の
うち、学用品費・給食費等の支払が困難と認められた家庭です。就学援助費の認定は、
家族構成、年齢、年収等によって判定します。詳しくは、下記にお問合せください。

【問合せ　教育課学務係　☎５５７－６６８３】
平成２９年度の主な学校施設工事予定
平成29年度に行う主な学校施設の工事予定をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をお掛けしま
すが、快適な学習環境の整備のため、ご理解、ご協力をお願いします。
学校名 工事内容 工事期間（予定）

二小
瑞中

【除湿温度保持機能復旧工事】
冷暖房が老朽化している二小、瑞中で、快適な教育環境を

整備するため、各教室等を個別空調化します。

二小：平成29年7月～11月
瑞中：平成29年7月

～平成３０年2月

瑞中
【法面改修工事】
台風9号の影響により崩れた瑞中敷地内の法面（斜面）等

の改修工事を行います。
平成29年５月～８月

二中

【校庭芝生化工事】
生徒の体力の向上やけがの減少、緑化による地表面温度上

昇の抑制、また、芝の維持管理を通じた地域コミュニティの
活性化を目的に校庭の芝生化を行います。

平成29年６月～11月

【問合せ　教育課庶務係　☎５５７－６６８２】

◦瑞穂町地域資料　図書館・郷土資料館連携事業公開記念講演会◦
最強生物クマムシを知ろう
～あなたのそばにもクマムシさんは棲んでいる？？～

平成29年３月12日、慶應義塾大学先端生命科学研究所
特任講師の堀川大樹氏をお迎えし、「最強生物クマムシを知ろ
う～あなたのそばにもクマムシさんは棲んでいる？？～」と
題して、郷土資料館けやき館で講演会を開催しました。来場
者からは、「先生のお話がとても楽しかったです」「観察会で
実際にクマムシを見れてよかった」などの感想が寄せられ、
大変好評でした。

◦本・雑誌の無料頒布◦
毎年、本のリサイクルを目的に、住民の皆さんへ廃棄図書の本・雑誌を無料で配布しています。平成29年
３月５日に長岡コミュニティセンター図書室、12日に郷土資料館けやき館で配布しました。リサイクル図書
が新しい持ち主の愛蔵書となることを願っています。

教育課からのお知らせ

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館・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）
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瑞穂町郷土資料館　けやき館.........企画展「瑞穂の仮面と伝統芸能」
平成29年1月7日～2月12日にかけて、企画展「瑞穂の仮面と伝
統芸能」を開催しました。箱根ケ崎獅子舞保存会や瑞穂町各地区囃子連
のご協力を頂いて、町の伝統芸能と密接に関わる「仮面」を一同に集め
て展示しました。瑞穂町各地区で保管するお囃子の面や箱根ケ崎獅子舞
の面、高根地区に古くから伝わる神楽の面といった「仮面」や道具類を
展示し、紹介しました。獅子舞や各地区のお囃子の面が揃って展示され
るということは今までなく、町内外からの来館者による高い評価を集め
ました。

耕心館・瑞穂町郷土資料館　けやき館.........「みずほ　雛の春まつり」
平成29年2月2４日～３月9日まで、耕心館・けやき館の合同で「みずほ　雛の春まつり」を開催しまし
た。耕心館で開催された企画展「第12回　瑞穂のつるし飾り」では、今年の干支でもある「瑞穂のトリ」を
テーマにしたつるし雛を展示し、企画展「瑞穂の匠」では町内在住の作家６名による作品が多く展示されまし
た。けやき館で開催された企画展「ひなまつり　賑わいの学び舎」では、つるし飾りや雛人形、晴れ着の展示
を始め、つるし雛のハンズオン展示やつるし雛作成のデモンストレーションなども行いました。また、けやき
館では姉妹都市委員会の協力を得て「姉妹都市モーガンヒルキルト展」を併催しました。期間中は、両館と
も、例年以上に多くの来館者が訪れ、大変な賑わいを見せました。

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第１６回　～
浅間神社　檜（天然記念物）
＜所在地　瑞穂町箱根ケ崎＞

狭山丘陵上に鎮座する浅間神社入口の左右に聳
そび
える檜二本で、同社の象

徴です。
浅間神社は木

このはなのさくやひめ
花咲耶姫命を祭神とする神社で、富士山と箱根ケ崎の境界

の尾根にあります。宝暦５年（17０８年）に、富士山村と箱根ケ崎村の
間でその帰属争いが起り、評定所裁定によって境内は箱根ケ崎分となり、
以来箱根ケ崎で祀りをするようになりました。
例祭は7月1日、この祭りをビワ祭りと称し、近郷からの参詣客で賑
わってきました。

樹 幹　　目通り３．６ｍ（右側）
高 さ　　２３．９７ｍ
樹 齢　　約３５０年

企画展の様子

耕心館企画展の様子 けやき館企画展の様子
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What's your dream?　～あなたの夢は何ですか？～
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。

第７回：二中　３年生　榎
えのもと
本　和

かずき
希くん

※1年生から生徒会に入り、３年生となった今では生徒会長を務め、学校行
事（生徒総会や部活紹介など）の運営にも携わるなど、忙しいながらも充実
した毎日を過ごす榎本くん。インタビューの中では、将来の夢を見据え、今
自分にできることを毎日頑張っている様子がうかがえました。

昨今、若者のコミュニケーション能力の低下が話題
となることを耳にします。
友人は沢山いるが、親友がいないなど人間関係の希
薄さを感じることが多い気がします。友人と言っても
私たち大人とは違い、単にＳＮＳ上での関係だったり
することにも驚かされます。確かにＳＮＳもコミュニ
ケーションツールの一つとなっていることも事実です
が、そこは会話の場であって、対話の場ではないと思
います。
会話も大切ですが、ぜひ対話をすることを心掛けて
はいかがでしょうか？対話とはお互いを理解するため
に、本音と本音の話し合いをすることです。対話をす

ることから、親友ができコミュニ
ケーション能力が向上すると思いま
す。
家庭内では、保護者が聞き上手に
なり、子どもが話し上手になれるよ
う日常の会話の機会をつくり、自分
の伝えたいことを話せるように育て
てください。
その先には必ず、他人への思いやりの心が育まれる
と思います。

【問合せ　教育課　☎５５７－６６８２】

1月、2月、３月および４月に定例会を開催しま
した。
主な議決事項、協議事項、報告事項は、次のとお
りです。
＜主な議決事項＞
・生涯学習推進計画【後期計画】について
・瑞穂町公立学校職員服務規程の一部を改正する訓
令
・瑞穂町公立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正
する訓令
・平成2８年度一般会計補正予算（第7号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について
・平成29年度一般会計予算の原案中教育に関する
部分の意見聴取について
・平成29年度瑞穂町立学校教育課程編成について
・瑞穂町教育相談室専任相談員の任命について

・瑞穂町社会教育委員の委嘱について
・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
＜主な協議事項＞
・瑞穂町教育委員会の教育目標・基本方針及び平成
29年度主要施策（案）について
＜主な報告事項＞
・瑞穂町教育委員会事務局職員の人事異動について
・平成2８年度瑞穂町教育委員会後援名義の使用許
可の報告について
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】

教育委員会定例会・臨時会報告

教育委員談話
第１２回：瑞穂町教育委員会　教育委員　中野　裕司

▶あなたの夢は何
ですか？
ゲームクリエイター
になることです。
（ゲームの企画や制
作を行う人です。）

▶その夢をもったきっかけはなん
ですか？
自分の好きなゲームを制作した監督
の「今あるゲームで満足してはいけな
い。」という言葉に感銘を受けました。
「自分でも満足でき、みんなも楽し
めるものを作りたい」と思ったの
が、この夢を持ったきっかけです。

▶夢が叶ったら、ど
のようなことがした
いですか？
世界中のどのような人
でも、長く楽しんでも
らえるようなゲームを
作りたいと思います。

▶夢の実現にむけて、今頑張っているこ
とはありますか？
自分の見聞を広げるため、ＩＴ産業にかか
わる、ニュースやドキュメンタリー番組を見
るなどし、積極的に情報収集をしています。
また、夢の実現にむけ、ＩＴ産業関係の学
科がある高校へ進学したいと思っていま
す。今は受験にむけ、日々勉強を頑張って
います。


