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児童・生徒数（平成 22 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
 425 333 413 684 190 2,045 466 522 988 3,033

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

教育委員会定例会・臨時会報告
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教員と学習サポーターで，一人一人の子どもに応じた教育を進めています
　瑞穂町では，平成２１年度より小学校１年生から３
年生と中学校１年生に学習サポーターが配置されまし
た。学習サポーターは，学級担任とともに子ども一人
一人の学習や生活の状況をつかみ，その子に応じた支
援や指導を行っています。子どもたちにとって心配なこ
とや分らないことについて聞きやすい環境ができて，
子どもたちは安心して学習や生活をすることができま
す。そうすることで，子ども一人一人の確かな学力の
定着につながります。
　担任とともに行う学習サポーターの活動を紹介しま
す。
○計算や漢字を定着させる練習問題の時に，丸付けを
したり間違えている子にその場で指導をしたりしま

す。
○グループでの話し合い活動の時に，スムーズに発表
ができるようにアドバイスします。
○ノートの使い方が上手くできない子に，書く内容や
書き方を教えます。
○算数の文章問題などが分らなくなった子がゆっくり考
えられるよう，一つ一つ教えます。
○教科書の音読練習の時に，その子の上手な点をそ
の場でほめます。
○担任の話を聞き逃して何をするか分らなくなった子
に，声をかけます。
○座り方，話の聞き方など正しい授業の受け方を指導
します。

　２月と３月と４月に定例会を１回，２月と４月に臨時会
を１回開催しました。
　主な議決事項と協議・報告事項は，次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町立小中学校の管理職の任命に関する内申について
・瑞穂町教育基本計画について
・瑞穂町郷土資料館の在り方研究会要綱
・平成２２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
・瑞穂町子ども読書活動推進計画について

・瑞穂町生涯学習推進のための住民提案型協働事業に関
する要綱
・瑞穂町教育相談室室長の任命について
・瑞穂町青少年委員の委嘱について
・瑞穂町体育指導委員の委嘱について
・瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱について
・瑞穂町教育委員会教育長の任命について
＜主な協議・報告事項＞
・平成２２年度瑞穂町教育目標等について
・平成２２年度瑞穂町立小・中学校教育課程編成について

小・中学校の主な行事等予定　６月～９月
　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20日（火）
　始業式（２学期）8月25日（水）
○瑞穂第一小学校
　6月10日（木）～12日（土） 移動教室（６年生）
　6月19日（土） 学校公開・セーフティ教室
　7月 6日（火）～ 8日（木） 学校公開
　7月 8日（木）～ 9日（金） 宿泊学習（たんぽぽ）
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
　8月27日（金） サマーコンサート
　9月23日（祝） 運動会
○瑞穂第二小学校
　6月 8日（火） 演劇鑑賞教室
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
　9月 5日（日）～ 7日（火） 移動教室（６年生）
　9月15日（水） 道徳授業地区公開講座
○瑞穂第三小学校
　6月 3日（木）～ 5日（土） 移動教室（６年生）
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
○瑞穂第四小学校
　6月 2日（水） 学校公開・セーフティ教室
　6月16日（水）～18日（金） 移動教室（６年生）

　6月26日（土） 瑞四フェスティバル
　7月 2日（金）～ 7日（水） 学校公開
　7月21日（水）～23日（金） 林間学校（５年生）
　9月25日（土） 運動会
○瑞穂第五小学校
　6月 5日（土） 運動会
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
○瑞穂中学校
　6月18日（金） 学校公開
　6月25日（金） 多摩特研球技大会（７組）
　6月30日（水）～7月2日（金） 宿泊学習（７組）
　7月 5日（月） 歌舞伎鑑賞教室（２年生）
　7月13日（火） セーフティ教室
　9月 4日（土） 学校公開
　9月 6日（月）～ 8日（水） 修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校
　6月 5日（土） 体育大会
　6月14日（月）～18日（金） 学校公開
　7月 5日（月） 歌舞伎鑑賞教室（２年生）
　8月 1日（日）～ 3日（火） 八丈町交流
　9月13日（月）～17日（金） 職場体験（２年生）
　9月22日（水）～24日（金） 修学旅行（３年生）

文化財保護審議会委員の紹介
　文化財保護審議会委員は，町民の皆様に郷土に対する知識と関心を高めてもらい，文化の向上を図り，文化財を後
世に伝えるための活動をしています。
　また，町の文化財の保護，保存及び活用に関する重要な事項の調査や審議を行っています。

   氏　　　名

 臼井　和子 久保田吉範 小林　正成 瀧澤千代子 滝澤　福一

 丹生　豊春 平山　和治 福安與志男 村山　美春 吉岡　　保

※任期は平成２４年３月３１日までです。 （敬称略）

○学習サポーター事業は防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。
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なように，赤ちゃんの心を豊かにはぐくむには，やさし
く語りかける「ことば」が大切で，赤ちゃんは，「ことば」
を食べて大きくなっていくこと，ブックスタートを進め
る際の心構えとして，赤ちゃんは，リズミカルな「音こ
とば」が大好きであることや「スキンシップ」が好き
なこと，「うれしい育ち・たのしい育て」のための手法
などのお話でした。参加者の方々からも「勉強になった」
「参考になった」「楽しかった」「よかった」「実践して
みたい」「子ども連れで参加できてよかった」「ひばり
との共催がよかった」「無理なく実践できる愉快なお話
だった」等々の多くの感想が寄せられました。
　今年度も読書
活動への第一
歩を踏み出せる
ような読書講演
会を企画します
ので，こんな内
容のお話が聞
きたいなど，読
書講演会への要望がございましたら図書館へお気軽に
お話しください。今年は国民読書年です。皆さんとと
もに読書活動を盛り上げてまいりましょう。

教育長に岩本隆氏再任
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　教育委員会委員の再任について３月の町議会に提案し，同意を得ました。
　その後，４月１５日に行われた教育委員会臨時会で教育長として任命されました。
　任期は，４月１５日から平成２６年４月１４日までです。

瑞穂第一小学校

校長　　猿田　恵一
副校長　関根　孝之

　
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　　澤﨑　彰一
副校長　渡邊　重幸

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

小・中学校の紹介

　瑞穂第一小学校
に赴任し，４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に応え，新たに取り組むべき
課題にも手堅く取り組み，若手からベテランまでが一丸と
なって教育に燃えています。
　瑞穂一小のスローガンは
　『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。

　昨年度創立１３０
周年を迎えました。今
まで築き上げてきたよ
き伝統を大切にしなが

ら，さらによりよい学校にするため，前向きに取り組んで
いきます。「心身ともに健康で実践力のある児童の育成」
を目指し，「かかわり」「挑戦」「信頼」を３つのキーワー
ドとして教育活動を進めていきます。どうぞよろしくお願
いいたします。

　　青少年委員

　青少年委員は，地域の青少年教育のコーディネー
ター，指導者として活動しています。
　主な事業は，青少年健全育成事業として，子どもリー
ダー宿泊研修会，さくらまつり・産業まつりの子どもの
集い，青少年や指導者を対象としたリーダー養成事業
を実施しています。 （敬称略）

 担当地区 氏　名

 殿ケ谷地区 風間　美奈

 石畑地区 鈴木　育雄

 
箱根ケ崎地区

 岡部　禎子 八木　秀子

   山田　敏行

 長岡地区 髙橋　芳男

 元狭山地区 髙島　　勝 類家　京子

 
武蔵野地区

 坂部　勝健 村田　佳子

   若佐　弘美

　　体育指導委員

　体育指導委員は，住民に対して，各種スポーツ教室
を実施するとともに，ニュースポーツの周知・普及を
図り，町のスポーツ振興のため活動しています。
　主な事業は，狭山丘陵や残堀川などのウオーキングや
町民体育祭等の事業を実施するとともに，ニュースポー
ツの周知・普及活動に努めています。　　   　（敬称略）

 担当地区 氏　　名

 殿ケ谷地区 土橋　賢一 鳥海　勝明

 
石畑地区

 榎本　恵子 佐保田栄子

   鈴木　　聡 牧野　壽義

 
箱根ケ崎地区

 片倉あけみ 中井　　明

   福井いくみ 吉澤　　昇

 長岡地区 坂本　佳子 西村　　元

 元狭山地区 竹嶋　一茂 田辺　恵一

 武蔵野地区 深堀　　豪 宮﨑　京子

読書講演会
　読書講演会は，本への興味，関心を高め，読書活
動を促進するために，瑞穂町図書館で毎年開催してい
ます。対象は，幼児を持つ保護者から一般まで幅広い
対象の中から決め，内容も毎年異なります。
　平成２１年
度 は，図 書 館
協議会の意見
を反映し，講師
に後路好章さん
をお願いし，「赤
ちゃんは，こん
な絵本をまって
いる」と題し，赤ちゃんがいるお母さん，お父さん，赤ちゃ
んに関心のある方，これからお母さん，お父さんにな
る方などを対象に，平成２２年３月７日午後２時から
開催しました。会場も対象者に配慮し，従来の瑞穂町
図書館ではなく，子ども家庭支援センターひばりの協
力を得て，ひばりで実施しました。
　多くの方が赤ちゃんを連れて参加されたので，講師
の先生自ら赤ちゃんに読み聞かせを実演したり，その
反応を見て解説をしたりしながら講演会は進みました。
講演会の内容は，赤ちゃんの体の成長にミルクが必要

※青少年委員及び体育指導委員ともに，任期は平成２４年３月３１日までです。

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）

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
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　　吉田　稔
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　篠山　耕一

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

　本校は，心身ともに
健康で，自分に自信を
もち，自他を生かすこ
とができる児童の育成

を目指します。子どもが自信をもったときに学習意欲が増
大し，大きな学習効果を上げます。学校全体で授業規律，
規範意識，集団行動を身に付けさせます。ご理解とご支
援のほどをお願いいたします。

　本校は，東京都研
究指定校「確かな学
力向上実践研究推進
校」として，平成２３

年２月４日に研究発表をします。国語と算数の授業改善
を図る中で，児童の学力の更なる向上を目指していきま
す。心の教育の面では，「言葉遣い」と「挨拶」をメイン
にして一年間取り組んでいきます。教職員が一丸となって
児童のために今年度も努力していきます。

社会教育課関係委員の紹介
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　辻野　明

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　安西　則雄

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６３歳となります。郡内で一番の歴史をもつ学校
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。理解のある家
庭や地域，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　神崎　康雄

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３５年目を迎えます。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。
　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。
　特に生徒会活動の一層の活性化を目指し，全教員で取
り組んでいます。

　ウグイスの声と六道
山に咲き誇る桜の中，
児童数 190 名で今年
度がスタートしました。

「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，今年度も教職員一同力を合わせ
て教育活動を推し進めていきます。地域や保護者の皆様，
本校の教育にご理解とご協力を，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

平成２２年度 社会教育課 事業等　予定

 月 事 業 名 対 象 者 日　程 場　所 問合せ

 6月 アーリーサマーコンサート 全町民 13日（日） スカイホール大ホール

  子どもリーダー宿泊研修会 小 6年 18日（日）～19日（祝） 相模湖みの石滝キャンプ場

 7月 70 周年記念事業 全町民 24日（土）・25日（日） スカイホール大ホール  　　　　「ＮＨＫのど自慢」

  総合体育大会水泳競技 全町民 1日（日） 町営プール ☆

  青少年国際派遣事業 中学生 13日（金）～23日（月） モーガンヒル市

 8月 子ども宇宙塾
 全町民 17日（火）～22日（日） 羽村市生涯学習センター  　　　   （市町村連携事業）   　　　　　　　ゆとろぎ

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

  総合体育大会開会式 代表 4日（土） スカイホール小ホール ☆

 9月 東京都交響楽団 全町民 26日（日） スカイホール小ホール  　　　   ハーモニーツアー

  町民体育祭 全町民 3日（日） ビューパーク競技場 ☆

  こどもフェスティバル 小学生 17日（日） スカイホール
     ビューパーク競技場

 10月 70 周年記念事業 全町民 23日（土） スカイホール大ホール  「明治大学マンドリンクラブ」

  総合文化祭 全町民 30日（土）～ スカイホールほか    　　　　11月７日（日）

  産業まつり 幼児～中学生 13日（土）・14日（日） 産業まつり会場内  「子どもの集い・スポーツ体験」

 11月 西多摩地域広域行政圏 代表 21日（日） 町内各体育施設ほか ☆  　　　　　　　　体育大会
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１月 

雪国体験（市町村連携事業） 小４～６年 8日（土）～10日（祝） 長野県栄村

  成人式 20 歳 9日（日） スカイホール

  駅伝競走大会 町内・一般・近郊 中旬 町内 ☆
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3月
 ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 未定 スカイホール小ホール
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【問合せ：無印→社会教育係　ＴＥＬ ５５７－６６９５　　☆→社会体育係　ＴＥＬ ５５７－７０７１】

　今年は町制施行７０周年を迎えます。町の歴史を振り返り，この節目を町民の皆様を
はじめ町全体でお祝いするとともに，町に活気とにぎわいを呼び起こすため，いろいろな
イベントを実施します。
　教育委員会では，記念事業としてＮＨＫ公開番組「のど自慢」，ＰＲ事業として町民体育祭，明治大学マンドリ
ンクラブ演奏会，駅伝競走大会を実施します。皆様のご参加をお待ちしています。

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

今年は
町制施行７０周年です

町制施行７０周年
ロゴマーク
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瑞穂町教育基本計画
　平成２２年度の町の施政方針や教育目標等に基づ
き，各種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 133 億
8,960 万円の 14.2％にあたる19 億 592 万円としていま
す。（前年度比 11.0％増）
　ここでは，平成２２年度の教育委員会の主な事業に
ついて紹介します。

　　安全で快適な環境の整備
　学校施設では，第五小学校と第二中学校の耐震補強
工事を実施します。
　ほかにも，第一小学校の校舎屋上防水工事，第五
小学校のプールろ過機取替工事，瑞穂中学校の給水管
布設替工事設計委託や第二中学校の校庭改修工事を
実施します。
　また，学校施設の緑化の推進・学習環境の向上・
児童の体力向上を目的として，第三小学校の校庭芝生
化工事設計委託を実施します。
　そのほか，社会教育施設関係では，国民体育大会
開催に向けて（仮称）長岡いこいの広場の整備，スカ
イホールの外壁補修等工事設計委託，ビューパークジョ
ギングコースの部分改修や社会教育施設用地を取得し
ます。

　　児童・生徒の学力の向上および豊かな心の育成に向けて
　学力向上に向けて，学習サポーターの配置，学力調
査・漢字検定の実施，電子黒板，中学校に日本地図・
世界地図の設置をします。
　豊かな心を育成するために，小学校鑑賞教室・中学
校歌舞伎教室・中学校ミュージカル鑑賞を実施します。

　　八丈町との交流
　夏季休業期間中に町立中学校の生徒会役員を中心と
した代表の生徒を八丈町に派遣し，島の中学生との交

流活動や様々な体験活動を実施します。派遣された生
徒は，瑞穂町のよさや町民としてのかかわり方などに
ついて考えるとともに，豊かな人間性を培い，よりよく
生きることについて考える機会とします。また，学校に
戻った後は，他の生徒に島の状況や自らの体験を伝え
てもらいます。

　　生涯学習の推進
　町の生涯学習を推進するために，生涯学習推進計
画を策定します。

　　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「子ども
雪国体験事業」と「子ども宇宙塾」（市町村連携事業）
や機織り体験事業を実施します。
　また，国際感覚を養う事業として，姉妹都市である
米国モーガンヒル市へ中学生を派遣し，さまざまな体
験や交流を行います。

　　国民体育大会開催に向けて
　国民体育大会開催に向け各種施設の整備をするとと
もに，国体開催の周知を図るため啓発事業を実施し
PRしていきます。

　　より一層充実した図書館・郷土資料館のために
　利用者に資料を円滑に提供するため，昨年度から実
施している１週間程度の蔵書点検を実施します。今年
度は，５月３１日（月）から６月７日（月）までです。
　また，図書館協議会において，図書館の運営などに
ついて検討していくとともに，昨年度に策定した「子ど
も読書活動推進計画」に掲げた各種施策の実現を目
指し，推進していきます。
　郷土資料館では，常設展示の充実を図るとともに，
企画展や出前資料館を実施します。また，新たな資料
館建設に向けて検討します。

　瑞穂町教育委員会では，学習指導要領の改訂に併せて，今後１０年間の瑞穂町が目指す小・中学校の教育内
容と方向性を示すために，平成２０年４月に瑞穂町教育基本計画検討委員会を発足させ，２年間をかけて瑞穂
町教育基本計画を策定しました。
　なお，計画は社会情勢等の変化を考慮し，５年間で見直しを図り推進していきます。

瑞穂町教育基本計画体系図

２１世紀を担う子どもの育成に向けた学校の在り方
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

瑞穂町教育委員会教育目標

学校・家庭・地域の連携のもとに子どもをはぐくむ教育活動

１　人間力の向上
（１）国際社会で生きるための資質・能力の育成
（２）社会で活用できる確かな学力の向上
（３）生涯にわたる健康な心と体の育成
（４）特別支援教育の充実
（５）人間関係能力の育成

学　　校

家　　庭 地　　域

平成２２年度の主な工事予定

 施設名 工事内容 工事期間（予定） 問合せ

 瑞穂第一小学校 屋上防水工事 平成２２年７月～１１月 教育総務課（557-6682）

 瑞穂第五小学校 耐震補強工事 平成２２年６月～１０月 教育総務課（557-6682）

 瑞穂第二中学校 耐震補強工事 平成２２年７月～１２月 教育総務課（557-6682）

 瑞穂第二中学校 校庭改修工事 平成２２年９月～平成２３年３月 教育総務課（557-6682）

 長岡いこいの広場 競技場整備工事 平成２２年９月～平成２３年３月 社会教育課（557-7068）

○学習サポーターを小学校１年生から３年生，中学校１年生に配置し，学力向上，
授業規律に取り組みます。

○琴の学習や茶道，歌舞伎教室など日本の伝統･文化を学びます。

○あいさつ運動やオーケストラ鑑賞，ミュージカル鑑賞など豊かな心をはぐくみます。

○瑞穂町歌や瑞穂音頭，だるまづくり，機織り体験，村山大島紬の学習など町の産
業･文化を体験します。

○ふれあい給食や老人ホーム･福祉施設の訪問･交流，ボランティア活動など奉仕の
心を育てます。

○横田基地との交流やモーガンヒル市との交流事業を通して，国際理解教育を推進
します。

○お茶の栽培やサツマイモ栽培，ジャガイモ栽培など農業体験を行います。

○ノーレジ袋やリサイクル活動，ＣＯ２削減活動など環境教育に取り組みます。

○八丈町との交流を通して，豊かな人間性をはぐくみ，瑞穂町をより考える機会とし
ます。

１　人間力の向上
２　自然や文化を大切にし郷土を誇れる子どもの育成
３　地域社会の一員としての役割を担う子どもの育成
４　信頼される学校教育の構築

はた お

はた お

○学習サポーター事業，学力調査事業，漢字検定事業，中学校歌舞伎・ミュージカル鑑賞事業，
　ＩＴ機器（電子黒板等）購入事業は，防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。

目指す子ども像
○互いの人格を尊重し，思いやりと規範意識のあるひと
○社会の一員として，社会のルールを守り貢献しようとするひと
○自ら学び考え行動する，個性と創造力豊かなひと

教育基本計画の内容と方向性

平成２２年度の具体的な取り組み
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瑞穂第五小学校

校長　　氏井　初枝
副校長　辻野　明

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　安西　則雄

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６３歳となります。郡内で一番の歴史をもつ学校
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。理解のある家
庭や地域，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　神崎　康雄

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３５年目を迎えます。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。
　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。
　特に生徒会活動の一層の活性化を目指し，全教員で取
り組んでいます。

　ウグイスの声と六道
山に咲き誇る桜の中，
児童数 190 名で今年
度がスタートしました。

「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，今年度も教職員一同力を合わせ
て教育活動を推し進めていきます。地域や保護者の皆様，
本校の教育にご理解とご協力を，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

平成２２年度 社会教育課 事業等　予定

 月 事 業 名 対 象 者 日　程 場　所 問合せ

 6月 アーリーサマーコンサート 全町民 13日（日） スカイホール大ホール

  子どもリーダー宿泊研修会 小 6年 18日（日）～19日（祝） 相模湖みの石滝キャンプ場

 7月 70 周年記念事業 全町民 24日（土）・25日（日） スカイホール大ホール  　　　　「ＮＨＫのど自慢」

  総合体育大会水泳競技 全町民 1日（日） 町営プール ☆

  青少年国際派遣事業 中学生 13日（金）～23日（月） モーガンヒル市

 8月 子ども宇宙塾
 全町民 17日（火）～22日（日） 羽村市生涯学習センター  　　　   （市町村連携事業）   　　　　　　　ゆとろぎ

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

  総合体育大会開会式 代表 4日（土） スカイホール小ホール ☆

 9月 東京都交響楽団 全町民 26日（日） スカイホール小ホール  　　　   ハーモニーツアー

  町民体育祭 全町民 3日（日） ビューパーク競技場 ☆

  こどもフェスティバル 小学生 17日（日） スカイホール
     ビューパーク競技場

 10月 70 周年記念事業 全町民 23日（土） スカイホール大ホール  「明治大学マンドリンクラブ」

  総合文化祭 全町民 30日（土）～ スカイホールほか    　　　　11月７日（日）

  産業まつり 幼児～中学生 13日（土）・14日（日） 産業まつり会場内  「子どもの集い・スポーツ体験」

 11月 西多摩地域広域行政圏 代表 21日（日） 町内各体育施設ほか ☆  　　　　　　　　体育大会

  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・中 2年 4日（土） スカイホール大ホール   　　・高校一般

  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～ 6年 4日（火）～6日（木） 未定 ☆

 
１月 

雪国体験（市町村連携事業） 小４～６年 8日（土）～10日（祝） 長野県栄村

  成人式 20 歳 9日（日） スカイホール

  駅伝競走大会 町内・一般・近郊 中旬 町内 ☆

  フレッシュ名曲コンサート 全町民 30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、 初旬 未定   育成会役員ほか

  地球のステージ 4 中１年・中２年 3日（木） スカイホール大ホール

 
3月
 ぴあのくらぶ発表会 受講生・修了生 未定 スカイホール小ホール

  ジュニアピアノコンテスト 小学生・中学生 未定 スカイホール大ホール

  ジュニアリーダー宿泊研修 小学生～高校生 未定 未定

  放課後子ども教室 小学生 随時 町内

 通年 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

  キンボール教室 小学生 未定 未定 ☆

【問合せ：無印→社会教育係　ＴＥＬ ５５７－６６９５　　☆→社会体育係　ＴＥＬ ５５７－７０７１】

　今年は町制施行７０周年を迎えます。町の歴史を振り返り，この節目を町民の皆様を
はじめ町全体でお祝いするとともに，町に活気とにぎわいを呼び起こすため，いろいろな
イベントを実施します。
　教育委員会では，記念事業としてＮＨＫ公開番組「のど自慢」，ＰＲ事業として町民体育祭，明治大学マンドリ
ンクラブ演奏会，駅伝競走大会を実施します。皆様のご参加をお待ちしています。

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

みどり
 みらい
  みずほ

今年は
町制施行７０周年です

町制施行７０周年
ロゴマーク
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なように，赤ちゃんの心を豊かにはぐくむには，やさし
く語りかける「ことば」が大切で，赤ちゃんは，「ことば」
を食べて大きくなっていくこと，ブックスタートを進め
る際の心構えとして，赤ちゃんは，リズミカルな「音こ
とば」が大好きであることや「スキンシップ」が好き
なこと，「うれしい育ち・たのしい育て」のための手法
などのお話でした。参加者の方々からも「勉強になった」
「参考になった」「楽しかった」「よかった」「実践して
みたい」「子ども連れで参加できてよかった」「ひばり
との共催がよかった」「無理なく実践できる愉快なお話
だった」等々の多くの感想が寄せられました。
　今年度も読書
活動への第一
歩を踏み出せる
ような読書講演
会を企画します
ので，こんな内
容のお話が聞
きたいなど，読
書講演会への要望がございましたら図書館へお気軽に
お話しください。今年は国民読書年です。皆さんとと
もに読書活動を盛り上げてまいりましょう。

教育長に岩本隆氏再任
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　教育委員会委員の再任について３月の町議会に提案し，同意を得ました。
　その後，４月１５日に行われた教育委員会臨時会で教育長として任命されました。
　任期は，４月１５日から平成２６年４月１４日までです。

瑞穂第一小学校

校長　　猿田　恵一
副校長　関根　孝之

　
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　　澤﨑　彰一
副校長　渡邊　重幸

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

小・中学校の紹介

　瑞穂第一小学校
に赴任し，４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に応え，新たに取り組むべき
課題にも手堅く取り組み，若手からベテランまでが一丸と
なって教育に燃えています。
　瑞穂一小のスローガンは
　『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。

　昨年度創立１３０
周年を迎えました。今
まで築き上げてきたよ
き伝統を大切にしなが

ら，さらによりよい学校にするため，前向きに取り組んで
いきます。「心身ともに健康で実践力のある児童の育成」
を目指し，「かかわり」「挑戦」「信頼」を３つのキーワー
ドとして教育活動を進めていきます。どうぞよろしくお願
いいたします。

　　青少年委員

　青少年委員は，地域の青少年教育のコーディネー
ター，指導者として活動しています。
　主な事業は，青少年健全育成事業として，子どもリー
ダー宿泊研修会，さくらまつり・産業まつりの子どもの
集い，青少年や指導者を対象としたリーダー養成事業
を実施しています。 （敬称略）

 担当地区 氏　名

 殿ケ谷地区 風間　美奈

 石畑地区 鈴木　育雄

 
箱根ケ崎地区

 岡部　禎子 八木　秀子

   山田　敏行

 長岡地区 髙橋　芳男

 元狭山地区 髙島　　勝 類家　京子

 
武蔵野地区

 坂部　勝健 村田　佳子

   若佐　弘美

　　体育指導委員

　体育指導委員は，住民に対して，各種スポーツ教室
を実施するとともに，ニュースポーツの周知・普及を
図り，町のスポーツ振興のため活動しています。
　主な事業は，狭山丘陵や残堀川などのウオーキングや
町民体育祭等の事業を実施するとともに，ニュースポー
ツの周知・普及活動に努めています。　　   　（敬称略）

 担当地区 氏　　名

 殿ケ谷地区 土橋　賢一 鳥海　勝明

 
石畑地区

 榎本　恵子 佐保田栄子

   鈴木　　聡 牧野　壽義

 
箱根ケ崎地区

 片倉あけみ 中井　　明

   福井いくみ 吉澤　　昇

 長岡地区 坂本　佳子 西村　　元

 元狭山地区 竹嶋　一茂 田辺　恵一

 武蔵野地区 深堀　　豪 宮﨑　京子

読書講演会
　読書講演会は，本への興味，関心を高め，読書活
動を促進するために，瑞穂町図書館で毎年開催してい
ます。対象は，幼児を持つ保護者から一般まで幅広い
対象の中から決め，内容も毎年異なります。
　平成２１年
度 は，図 書 館
協議会の意見
を反映し，講師
に後路好章さん
をお願いし，「赤
ちゃんは，こん
な絵本をまって
いる」と題し，赤ちゃんがいるお母さん，お父さん，赤ちゃ
んに関心のある方，これからお母さん，お父さんにな
る方などを対象に，平成２２年３月７日午後２時から
開催しました。会場も対象者に配慮し，従来の瑞穂町
図書館ではなく，子ども家庭支援センターひばりの協
力を得て，ひばりで実施しました。
　多くの方が赤ちゃんを連れて参加されたので，講師
の先生自ら赤ちゃんに読み聞かせを実演したり，その
反応を見て解説をしたりしながら講演会は進みました。
講演会の内容は，赤ちゃんの体の成長にミルクが必要

※青少年委員及び体育指導委員ともに，任期は平成２４年３月３１日までです。

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）

瑞穂第三小学校

校長　　吉田　稔
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　　吉田　稔
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　篠山　耕一

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

　本校は，心身ともに
健康で，自分に自信を
もち，自他を生かすこ
とができる児童の育成

を目指します。子どもが自信をもったときに学習意欲が増
大し，大きな学習効果を上げます。学校全体で授業規律，
規範意識，集団行動を身に付けさせます。ご理解とご支
援のほどをお願いいたします。

　本校は，東京都研
究指定校「確かな学
力向上実践研究推進
校」として，平成２３

年２月４日に研究発表をします。国語と算数の授業改善
を図る中で，児童の学力の更なる向上を目指していきま
す。心の教育の面では，「言葉遣い」と「挨拶」をメイン
にして一年間取り組んでいきます。教職員が一丸となって
児童のために今年度も努力していきます。

社会教育課関係委員の紹介
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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２２年（2010）　６／１
第４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 22 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
 425 333 413 684 190 2,045 466 522 988 3,033

再生紙，環境にやさしい「大豆インク」を使っています。

教育委員会定例会・臨時会報告
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教員と学習サポーターで，一人一人の子どもに応じた教育を進めています
　瑞穂町では，平成２１年度より小学校１年生から３
年生と中学校１年生に学習サポーターが配置されまし
た。学習サポーターは，学級担任とともに子ども一人
一人の学習や生活の状況をつかみ，その子に応じた支
援や指導を行っています。子どもたちにとって心配なこ
とや分らないことについて聞きやすい環境ができて，
子どもたちは安心して学習や生活をすることができま
す。そうすることで，子ども一人一人の確かな学力の
定着につながります。
　担任とともに行う学習サポーターの活動を紹介しま
す。
○計算や漢字を定着させる練習問題の時に，丸付けを
したり間違えている子にその場で指導をしたりしま

す。
○グループでの話し合い活動の時に，スムーズに発表
ができるようにアドバイスします。
○ノートの使い方が上手くできない子に，書く内容や
書き方を教えます。
○算数の文章問題などが分らなくなった子がゆっくり考
えられるよう，一つ一つ教えます。
○教科書の音読練習の時に，その子の上手な点をそ
の場でほめます。
○担任の話を聞き逃して何をするか分らなくなった子
に，声をかけます。
○座り方，話の聞き方など正しい授業の受け方を指導
します。

　２月と３月と４月に定例会を１回，２月と４月に臨時会
を１回開催しました。
　主な議決事項と協議・報告事項は，次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・瑞穂町立小中学校の管理職の任命に関する内申について
・瑞穂町教育基本計画について
・瑞穂町郷土資料館の在り方研究会要綱
・平成２２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
・瑞穂町子ども読書活動推進計画について

・瑞穂町生涯学習推進のための住民提案型協働事業に関
する要綱
・瑞穂町教育相談室室長の任命について
・瑞穂町青少年委員の委嘱について
・瑞穂町体育指導委員の委嘱について
・瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱について
・瑞穂町教育委員会教育長の任命について
＜主な協議・報告事項＞
・平成２２年度瑞穂町教育目標等について
・平成２２年度瑞穂町立小・中学校教育課程編成について

小・中学校の主な行事等予定　６月～９月
　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20日（火）
　始業式（２学期）8月25日（水）
○瑞穂第一小学校
　6月10日（木）～12日（土） 移動教室（６年生）
　6月19日（土） 学校公開・セーフティ教室
　7月 6日（火）～ 8日（木） 学校公開
　7月 8日（木）～ 9日（金） 宿泊学習（たんぽぽ）
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
　8月27日（金） サマーコンサート
　9月23日（祝） 運動会
○瑞穂第二小学校
　6月 8日（火） 演劇鑑賞教室
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
　9月 5日（日）～ 7日（火） 移動教室（６年生）
　9月15日（水） 道徳授業地区公開講座
○瑞穂第三小学校
　6月 3日（木）～ 5日（土） 移動教室（６年生）
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
○瑞穂第四小学校
　6月 2日（水） 学校公開・セーフティ教室
　6月16日（水）～18日（金） 移動教室（６年生）

　6月26日（土） 瑞四フェスティバル
　7月 2日（金）～ 7日（水） 学校公開
　7月21日（水）～23日（金） 林間学校（５年生）
　9月25日（土） 運動会
○瑞穂第五小学校
　6月 5日（土） 運動会
　7月25日（日）～27日（火） 臨海学校（５年生）
○瑞穂中学校
　6月18日（金） 学校公開
　6月25日（金） 多摩特研球技大会（７組）
　6月30日（水）～7月2日（金） 宿泊学習（７組）
　7月 5日（月） 歌舞伎鑑賞教室（２年生）
　7月13日（火） セーフティ教室
　9月 4日（土） 学校公開
　9月 6日（月）～ 8日（水） 修学旅行（３年生）
○瑞穂第二中学校
　6月 5日（土） 体育大会
　6月14日（月）～18日（金） 学校公開
　7月 5日（月） 歌舞伎鑑賞教室（２年生）
　8月 1日（日）～ 3日（火） 八丈町交流
　9月13日（月）～17日（金） 職場体験（２年生）
　9月22日（水）～24日（金） 修学旅行（３年生）

文化財保護審議会委員の紹介
　文化財保護審議会委員は，町民の皆様に郷土に対する知識と関心を高めてもらい，文化の向上を図り，文化財を後
世に伝えるための活動をしています。
　また，町の文化財の保護，保存及び活用に関する重要な事項の調査や審議を行っています。

   氏　　　名

 臼井　和子 久保田吉範 小林　正成 瀧澤千代子 滝澤　福一

 丹生　豊春 平山　和治 福安與志男 村山　美春 吉岡　　保

※任期は平成２４年３月３１日までです。 （敬称略）

○学習サポーター事業は防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。


