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児童・生徒数（平成２６年１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
 418 319 402 565 185 1,889 464 507 971 2,860

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
　９月，１０月，１１月および１２月に定例会を１回
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＞
・議会の議決を経るべき条例中教育に関する部分の意

見聴取について（瑞穂町郷土資料館の設置及び管
理に関する条例）

・平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な協議事項＞
・平成２６年度一般会計教育費予算の編成について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度瑞穂町文化賞表彰被表彰者について
・平成２５年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者につい

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】

　９月，１０月，１１月および１２月に定例会を１回
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＞
・議会の議決を経るべき条例中教育に関する部分の意

見聴取について（瑞穂町郷土資料館の設置及び管
理に関する条例）

・平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な協議事項＞
・平成２６年度一般会計教育費予算の編成について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度瑞穂町文化賞表彰被表彰者について
・平成２５年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者につい

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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について

・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について

　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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について

・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について

　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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況及び評価について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について
・町立瑞穂第一小学校除湿温度保持機能復旧工事請負

契約について
・町立瑞穂第三小学校除湿温度保持機能復旧工事請

負契約について
・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について
・町立瑞穂第二小学校校庭芝生化工事請負契約につい

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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況及び評価について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について
・町立瑞穂第一小学校除湿温度保持機能復旧工事請負

契約について
・町立瑞穂第三小学校除湿温度保持機能復旧工事請

負契約について
・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について
・町立瑞穂第二小学校校庭芝生化工事請負契約につい

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】

瑞穂町校内研究推進校の取組

詳しくは，各校へお問い合わせください。

○全小学校
 3 月 24 日（月） 修了式
 3 月 25 日（火） 卒業式
 4 月 7 日（月） 始業式（１学期）
 4 月 7 日（月） 入学式

○全中学校
 3 月 20 日（木） 卒業式
 3 月 25 日（火） 修了式
 4 月 7 日（月） 始業式（１学期）
 4 月 8 日（火） 入学式

○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 2 月 12 日（水） 薬物乱用防止教室
 2 月 13 日（木） 宿泊学習
  ～ 14 日（金） （たんぽぽ・７組）
 2 月 17 日（月） 中学校訪問（６年生）

○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 2 月 4 日（火） 社会科見学（３年生）
 2 月 6 日（木） 学校公開日
  ～ 8 日（土） 

○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 2 月 6 日（木） 理科見学（４年生）
 2 月 10 日（月） 社会科見学（５年生）
 2 月 14 日（金） 薬物乱用防止教室
     　　　　（６年生）

○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 2 月 4 日（火） 社会科見学（６年生）
 2 月 6 日（木） 社会科見学（５年生）
 2 月 8 日（土） 学校公開日
     薬物乱用防止教室
     　　　　（６年生）

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 2 月 14 日（金） 社会科見学（６年生）
 2 月 17 日（月） 中学校訪問（６年生）
 2 月 26 日（水） 社会科見学（５年生）

○瑞穂中学校（☎557-0070）
 2 月 21 日（金） 校外学習（７組）

○瑞穂第二中学校（☎557-5501）
 2 月 14 日（金） 校外学習（２年生）

詳しくは , 各校へお問い合わせください。

○全小・中学校
 10 月 21 日（月） 小中音楽会
 12 月 16 日（月） 音楽鑑賞教室
 12 月 25 日（水） 終業式（２学期）
 1 月 8 日（水） 始業式（３学期）

○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 11 月 2 日（土） 学校公開日
     道徳授業地区公開講座
 11 月 15 日（金） 学習発表会
  ～ 16 日（土）
 12 月 5 日（木） マラソン記録会
 1 月 15 日（水） 開校記念日

○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 10 月 17 日（木） 学校公開
  ～ 19 日（土）
 10 月 19 日（土） 芝開き
 10 月 31 日（木） マラソン大会
 11 月 15 日（金） 学芸会
  ～ 16 日（土） 

○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 11 月 15 日（金） 展覧会
  ～ 16 日（土） 学校公開日
 11 月 29 日（金） 校内研究発表会
 12 月 6 日（金） 持久走大会
 1 月 24 日（金） 学校公開日・
  ～ 25 日（土） 　　　　書写展
 1 月 25 日（土） 道徳授業地区公開講座

○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 10 月 19 日（土） 道徳授業地区公開講座
 10 月 19 日（土） 学校公開日
  ～ 24 日（木）
 10 月 28 日（月） 演劇鑑賞教室
 11 月 15 日（金） 展覧会
  ～ 16 日（土）
 11 月 16 日（土） 学校公開日
 12 月 5 日（木） マラソン記録会
 12 月 21 日（土） 多摩っ子コンサート
 1 月 28 日（火） 校内書写展
～ 2 月 8 日（土）

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 10 月 5 日（土） 学校公開日
     道徳授業公開講座
 11 月 5 日（火） 研究発表会
 11 月 16 日（土） 学校公開日・五小まつり
 12 月 2 日（月） セーフティ教室（５年）
 12 月 14 日（土） 校内クロスカントリー大会
 1 月 25 日（土） 学習発表会
     学校公開日

○瑞穂中学校（☎557-0070）
 10 月 17 日（木） 合唱コンクール
 11 月 21 日（木） 宿泊学習
  ～ 22 日（金） 　　　　（７組）
 1 月 17 日（金） 研究発表会
 1 月 28 日（火） 移動教室
  ～ 30 日（木） 　　　（１年生）

○瑞穂第二中学校（☎557-5501）

 10 月 18 日（金） 合唱コンクール
 10 月 21 日（月） 学校公開日
  ～ 25 日（金）
 11 月 5 日（火） 学校公開日
 1 月 14 日（火） 学校公開日
  ～ 18 日（土）
 1 月 18 日（土） セーフティ教室
 1 月 22 日（水） 研究発表会
 1 月 29 日（水） 移動教室
  ～ 31 日（金） 　　　（１年生）

小・中学校の主な行事等予定　２月～４月

第５回：瑞穂町教育委員会教育長　岩本　隆
　瑞穂町の教育課題の一つとして「学力向上」が挙げられます。教育委員会，学校現場，家
庭と連携・協力して取り組んでいく必要があります。来年度の教育を充実させるため，これま
での取組の成果と課題を明らかにし，必要な施策について検討を重ねてきています。特に，補
習などの取組の充実，家庭学習の習慣化などが大切であると考えます。瑞穂町の子どもたちの
ために今後も全力を尽くしていきたいと思います。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

教 育 委 員 談 話

　町の全小中学校では，学力の向上や豊かな人間性
の育成に関わることなど，研究主題（テーマ）を設定
し，研究を行っています。その研究主題に沿った教育
活動の実施，調査や分析，授業改善など様々な方法を

用い，ねらいをもった取組を実施しています。
　ここでは東京都言語能力向上推進校・瑞穂町校内研
究推進校として実施した，五小の研究発表会の様子を
紹介します。

　平成２５年１１月５日に東京
都言語能力向上推進校・瑞穂町
校内研究推進校として，全学年
の授業を公開した研究発表会を
行いました。「対話」を重ねてい
くことにより，自分の考えをさら
に深め，自信をもって積極的に
表現する児童が育つであろうと研
究を進めてきました。

授業の様子

五小研究発表会
　平成２５年１１月５日，全学
級で授業を公開し，研究発表会
を行いました。
　「対話」を重ねていくことによ
り，自分 の 考えをさらに 深 め，
自信をもって積極的に表現する
児童が育つように研究を進めて
きました。

かかわる中で認め合い，深め合う，
言葉を通しての対話

内なる思いや考えを深める
自分自身との対話

五小での対話のとらえ方
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郷土資料館

対話したくなる

環境づくりと

基礎活動・授業での取組
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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・長岡コミュニティセンター図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）

読書講演会
　平成２５年度第１回目
の読書講演会は，昭和女
子 大 学 名 誉 教 授 で あり，
児童文学，児童文化に関
する評論，作家・作品論，
民話の研究，創作など幅
広く活躍している西本鶏介さんをお迎えし，「大人も子
どももお話大好きに」と題して，平成２５年１１月２４
日に耕心館２階多目的大広間において開催しました。
　西本さんは，昔話や本の読み聞かせなどについて，
たくさんのユーモアを交えながら語ってくださいまし
た。笑いあり涙ありの講演会となり，会場は和やかな
雰囲気に包まれました。西本さんの「いつでも，どこ
でも，ポケットにお話を！」が印象的でした。参加者か
らは，「先生のようにすてきなお話ができるようになり
たい」「子どもにジョークのきいたお話をする大人にな
れるよう心がけていきたいと思いました。」などの多く
の感想が寄せられました。

　これからも，本や読書への関心を高め，皆さまに喜
んでいただける読書講演会を企画していきますので，
多くの方の参加をお待ちしています。

本・雑誌の無料頒布
　図書館では，毎年廃棄
図書のリサイクルを目的に
住民の皆さまに本・雑誌
の無料頒布を実施してい
ます。今年度は平成２５
年１０月２６，２７日に
行いました。
　台風の影響であいにくの雨となり，初めて屋内で開
催しましたが，多くの方が開始時間前から並ばれ，お
気に入りの本を手にされました。出品総数４，１４９
冊のうち２，５１４冊が頒布され，頒布率は６０％で
した。頒布された本や雑誌が新しい持ち主とともに帰
路に着き，愛蔵書となることを願っています。

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第９回～
 

 もち ぞえ

 で づくり

 ぜん ぶ

古文書　（栗原家文書）（有形文化財）　＜所在地　瑞穂町駒形富士山＞

　栗原家文書は，元禄から明治まで，約２００年間の諸記録で，現在整理済みのもの，状と冊を合わせて，

１５２３点である。

　栗原家は，旗本大田家の知行，富士山村，駒形村，坊村および，二本木村の一部を含む四ヶ村の名主であっ

たことと，享保年間，栗原新田を開いたことから，文書は，それらに関係するものが大部分である。

　箱根ケ崎や長谷部新田と異なるところは，代官支配の天領

に対して，旗本領である点で，この文書によって旗本と百姓

の関係を詳細に知ることができる。ただし，栗原新田は，天

領に属していたので，開発名主は，天領である新田名主と，

旗本領である親村の名主を兼ねていた。持添開発をした富士

山村，駒形村からの出作百姓と，沢井村などからの出百姓の

盛衰も文書に表われていて興味深い。また，旗本大田家の

私文書も多く，整理済みのもの１３０点に及び，お小姓組に

属した頃のものなどによれば，将軍家の膳部の内容などの記

録も見え，貴重な資料である。

　その他，明治期の文書の中で，西南征討日記，竹橋暴動

記録などは従軍兵士自身による克明な手記であるだけに価値

あるものといえる。 【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

新田場出百姓請書水帳［検地帳］

名主相続願書

授業の様子

対話したくなる環境づくり（掲示物）

「自分の考えを構成し，思考力・判断力・表現力を高める指導法の工夫」 平成２５年１１月２９日
　～言語活動の取組を通して～

　クリティカルシンキングや書くこと，話すことを通して，児童の思考力・判断力・表現力などを育てる，より
よい指導方法を確立していくために，研究授業や研究発表会，教員研修を実施しています。
　また児童・保護者を対象とした読み聞かせを実施するなどして，言葉を大切にした児童の育成をしています。

「自他を大切にし，互いに高め合う生徒の育成」 １月１７日

　各教科，道徳，特別活動を研究の３つの柱として，計画的に人権教育を推進しています。そして，生徒の
主体的な取組として，瑞穂中学校人権宣言の作成や，人権週間を実施することで，校内全体で人権意識を高
めるとともに，生徒一人ひとりの思いやりの心や他者を認める心の育成を図っています。

「言語活動を通して生きる力をはぐくむ」 １月２２日
　～「読むこと」「書くこと」に重点を置いた各教科の授業改善を通して～

　自主的に課題を解決できるために必要な思考力・判断力・表現力などを，言語活動を取り入れた学習活動
を通して身に付けられるようにしています。また，表現力を伸ばすことで，他者とのコミュニケーション力の
向上を目指しています。
　生徒に , 確かな学力を身に付けさせるために，基礎・基本の更なる定着を図るとともに，コミュニケーショ
ン力を育成することなどを通して，豊かな心と生きる力を育てることへつなげます。

平成２５年度　研究発表会実施校一覧

三

小

瑞

中

二

中

ブレインストーミング

一人ひとりが意見や考えを

出し合って，多様な考えを

共有・統合します。

教員制作によるビデオ教材の活用
対話するポイントに気付くように
工夫したビデオを導入に活用，
共通理解を深めます。

見やすい板書
授業内容や大事なことが分かりやすい
ように，色や図を効果的に使用します。

対話型ゲーム
話すこと・聴くことのスキルアップゲーム。話しやすい雰囲気をつくり出します。

掲示物の工夫

様々な言葉に触れる

ことで，表現力を高

めていきます。

対話したくなる
環境づくりと

基礎活動・授業での取組
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・これらの課題の解決については，運動時間を十分に確保し，意図的・計画的にバランスよく体力を高めていく必
要があります。また，運動することの日常化を図ることも必要です。マラソン，縄跳び，水泳など学校の授業な
どで取り組んでいることに意欲的に取り組んでいくことも大切です。

・現在，二小，四小および瑞中が都の指定を受けているスポーツ教育推進校の取組を参考にして，各学校の体育
指導の充実を図り，児童・生徒の体力向上および健全な心と体の育成を図っていきます。

二小校庭芝生化工事が完了しました
　平成２５年１０月１９日に芝開きが行われました。武州唐
獅子太鼓のオープニングセレモニーで幕を開け，二小児童に
よる組体操や芝生体験が行われました。青々とした芝生の上
で裸足になって，児童それぞれが柔らかな感触を楽しんでい
るようでした。芝生化面積は４，７９０㎡で，都内でも大規
模なものとなります。

一・三小空調機改修工事
　平成２５年の６月，一小と三小では，空調機器類の老朽化に伴なう設備改
修工事を開始し，三小は平成２５年１１月２９日に完了しました。一小は２月
１４日（金）に完了予定です。今回の工事では，各教室の空調機器を個別式
に入れ替えています。このことで，各室の状況に合わせた運転調整や，職員室
での集中管理が可能となり，学習環境はより快適に，使用エネルギーやＣＯ２

の排出量はこれまでより削減できるようになりました。

社会教育課の主な行事等予定　２月～３月

 月 事業名 対象者 日　程 場　所 問合せ
 ２月 地球のステージ 全町民 28 日（金） スカイホール大ホール 
  森林ウオーキング 全町民 　1 日（土）予定 みずほエコパーク ☆
  ぴあのくらぶ第１３期生修了演奏会 受講生・修了生 　9 日（日） スカイホール小ホール
 

３月
 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上 15 日（土） 町営第２グランド ☆

  吉 幾三コンサート 一般（チケット完売） 15 日（土） スカイホール大ホール
  ジュニアピアノコンテスト本選会 小学生・中学生 21 日（祝） 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 22 日（土）～23 日（日） 山梨県白州フォスターヴィレッジ 

【問合せ：無印→推進係　☎557-6695　　☆→体育係　☎557-7071】

小学生スキー教室
　長野県菅平スキー場で，１月４日から６日の２泊３日の行程で，小学生スキー教
室を行いました。
　参加者は町内小学校に在学する４年生から６年生の児童１０６名。町スキー連盟
指導者による講習や，宿泊所での集団生活を通して，スキー技術を学ぶとともに，児
童たちの交流が行われました。初心者の児童たちもスキーの基本を身に付けて，最
終日には，新しい友達とスキーを楽しんでいる様子でした。

駅伝競走大会
　１月１９日，毎年恒例の駅伝競走大会が開催されました。出場チーム数は１１３
チーム。ゲストとして新宅雅也さんを迎え，スターターをしていただきました。例年
開催の駅伝競走大会ではありますが，年々更なる熱気のある大会となってきました。
　駅伝大会の開催にあたっては，一般の道路を規制し，コースとして使用するため，
福生警察署および交通安全推進協議会，また町内会や地域など多くの関係者の方々
のご協力を頂きました。

平成２５年度東京都統一体力テスト調査の結果が出ました

小

　学

　校

中
学
校

男　子

小

　学

　校

中
学
校

女　子

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ
           ハンドボール投げ
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） （ｍ）
 

１年生
 町平均値 9.7 11.4 26.6 22.6 13.5  11.4 105.8 7.6

  都平均値 9.0 10.7 25.5 26.2 15.9  11.5 111.1 7.7
 

２年生
 町平均値 10.7 12.5 29.2 27.5 23.1  10.5 111.8 11.3

  都平均値 10.9 13.6 27.3 30.2 26.1  10.6 122.8 11.3
 

３年生
 町平均値 13.7 15.3 28.5 30.9 29.6  10.1 126.3 14.3

  都平均値 12.8 15.8 29.4 33.6 35.2  10.0 133.1 15.1
 

４年生
 町平均値 15.4 18.5 31.0 37.9 41.5  9.7 133.1 18.6

  都平均値 14.7 18.0 31.1 37.7 43.4  9.6 142.4 18.8
 

５年生
 町平均値 17.8 20.0 34.1 41.9 53.3  9.4 150.6 21.5

  都平均値 16.8 19.8 33.4 41.4 50.5  9.3 151.4 22.5
 

６年生
 町平均値 19.9 23.1 35.5 45.7 62.4  8.8 158.4 25.4

  都平均値 19.6 21.7 35.7 44.5 57.9  8.9 162.0 26.3
 

１年生
 町平均値 23.1 22.7 40.2 47.0  450.1 8.7 174.4 18.5

  都平均値 23.1 23.8 37.2 47.4  431.6 8.6 174.0 17.5
 

２年生
 町平均値 28.3 26.7 44.9 49.6  403.3 8.3 194.3 21.8

  都平均値 28.6 27.1 40.9 50.3  394.9 8.0 190.0 20.2
 

３年生
 町平均値 34.7 29.2 48.7 51.9  384.1 7.8 208.5 25.6

  都平均値 33.8 29.2 44.6 52.6  380.2 7.6 204.4 22.8
           
   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ
           ハンドボール投げ
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） （ｍ）
 

１年生
 町平均値 8.6 10.2 30.2 22.2 11.1  11.7 94.6 4.9

  都平均値 8.4 10.3 28.1 25.1 13.3  11.8 103.9 5.3
 

２年生
 町平均値 9.8 13.6 31.6 27.1 17.3  10.7 104.9 7.0

  都平均値 10.2 13.1 30.5 28.7 19.6  10.9 114.8 7.0
 

３年生
 町平均値 12.7 15.0 32.5 29.4 20.1  10.2 117.5 9.1

  都平均値 12.0 15.1 32.9 31.9 25.4  10.4 125.1 8.9
 

４年生
 町平均値 14.1 17.3 35.8 35.2 29.5  10.0 122.7 10.7

  都平均値 13.9 17.0 35.1 35.7 31.7  9.9 134.8 11.0
 

５年生
 町平均値 17.3 18.9 37.6 39.0 42.6  9.5 146.3 12.5

  都平均値 16.3 18.4 37.8 39.1 37.4  9.5 143.5 12.9
 

６年生
 町平均値 19.7 19.4 37.8 41.1 44.3  9.3 138.8 14.0

  都平均値 19.3 19.6 40.7 41.7 42.9  9.2 152.4 14.8
 

１年生
 町平均値 20.3 18.5 42.5 41.5  320.6 9.4 147.0 9.9

  都平均値 21.2 20.1 41.6 43.3  310.3 9.1 158.2 10.7
 

２年生
 町平均値 23.4 21.0 44.0 44.2  291.9 8.8 162.7 12.2

  都平均値 23.3 22.8 43.8 44.8  295.5 8.9 162.5 12.1
 

３年生
 町平均値 24.1 20.1 46.3 45.1  297.1 8.8 162.6 12.3

  都平均値 24.5 23.5 45.4 45.1  297.3 8.8 164.8 13.0

※数値が網掛けの項目は，都の平均値以上の結果が出た項目です。
・小学校男子児童および中学校男子生徒の結果は，都の平均を上回る項目が全体の３分の１強にあたる３０項目

となっています。課題としては，小学校低学年の反復横とび，２０ｍシャトルラン，立ち幅とび，ソフトボール投げ，
持久走，５０ｍ走が挙げられます。この課題を解決していくためには，敏捷性，瞬発力，投力，持久力などの
運動能力を高める工夫が必要です。

・小学校女子児童および中学校女子生徒の結果は，都の平均を上回る項目が全体の３分の１にあたる２７項目と
なっています。課題としては，上体起こし，反復横とび，５０ｍ走，立ち幅とび，ソフトボール投げが挙げられます。
この課題を解決していくためには，敏捷性，瞬発力，走力，投力の運動能力を高める工夫が必要です。
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２月～５月

 氏 名 学校名
 竹内　大也 瑞中
 鈴木　啓悟 瑞中
 古川　寛治 瑞中
 井上　　健 瑞中
 村野　貴哉 瑞中
 古川幸太郎 瑞中
 柳田　慈英 二中

 氏 名 学校名
 佐藤　充紀 二中
 大野　荒太 二中
 鶴岡　拓実 二中
 田中　　翼 二中
 鈴木　皓大 二中
 石倉　大洋 二中
 園部　優士 二中

 氏 名 学校名
 田中　嵩人 二中
 甲斐　瑠夏 二中
 佐藤　太亮 二中
 荻原　徹也 二中
 木原　純一 二中
 奥富　唯人 二中
 深堀　駿斗 二中

 氏 名 学校名
 宮川　美咲 瑞中
 青木　怜奈 瑞中
 加園　萌奈 瑞中
 富樫明日香 瑞中
 耒住野桃佳 瑞中
 森田　若奈 瑞中
 原田　麗菜 瑞中

 氏 名 学校名
 榎本　小春 瑞中
 村山　　奏 瑞中
 松本　綾香 瑞中
 萱場　菜月 二中
 福岡　歩実 二中
 小林　未奈 二中
 笹本　奈美 二中

 氏 名 学校名
 松崎　里紗 二中
 原　　七海 二中
 菅沼　杏実 二中
 赤坂　真奈 二中
 福泉　芽生 二中
 佐藤　萌杏 二中
 庄司　梨音 二中

 男　　子 女　　子

　２月９日（日）に，味の素スタジアム・都立武蔵野の
森公園特設周回コースを会場として，第５回中学生「東
京駅伝」大会が開催されます。この大会は，中学校２年
生による区市町村対抗の駅伝競走大会で，男子は４２．
１９５ｋｍを１７人，女子は３０ Km を１６人で走りま
す。
　平成２５年１２月２０日には結団式が行われ，町代表
として男女各２１名，合計４２名に大会出場の認定証が
渡されました。選手一丸となって頑張りますので，応援よろしくお願いします。

（１）日時　２月９日（日）　　女子の部スタート　午前１０時　　男子の部スタート　午後１時
（２）会場　味の素スタジアム・都立武蔵野の森公園　特設周回コース　　最寄駅：京王線飛田給駅
（３）出場選手（順不同・敬称略）

第５回中学生「東京駅伝」大会の出場選手が決まりました

出場選手 昨年度の様子

社会教育課 ― 事業の紹介
第２９回　青少年の主張意見発表会　入賞者（敬称略）

　平成２５年１２月７日，スカイホール大ホールで行われました。応募数６１８点の中から審査会を経て，入選
された１５名の青少年が堂々と意見発表を行いました。
　また，青少年国際派遣事業派遣団と海外留学奨学生制度を活用して留学された方々の報告も行われました。

優秀賞
北村　治郎（一小教諭）

「様々な体験活動を通じて
感じたこと」

【小学生の部】 【中学生の部】 【高校・一般の部】

最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

【小学生の部】
天野　真嗣（三小） J.G　留奈（二小）
木下　彩花（五小） 中嶋　友葵（一小）
坂田　基晴（四小） 平松梨奈子（四小）
佐藤　梨菜（一小） 

【中学生の部】
清水　皓大（二中）
神馬　未歩（瑞中）
中島　実玖（二中）
山下　美月（瑞中）

【高校・一般の部】　
當麻　裕貴（株式会社ＩＨＩ）
松沢　卓典（三小教諭）

三宅　陽香（二小） 谷　衣織（瑞中） 藤永　さとみ（一小教諭）

・現在，二小，四小および瑞中がスポーツ教育推進校として都の指定を受けており，その取組を各学校の体育指
導などの充実につなげ，児童・生徒の体力向上および健全な心と体の育成を図っていきます。

・また，児童・生徒の体力を向上させるためには，運動時間を十分に確保し，意図的・計画的に体力を高めてい
く必要があります。学校では，休み時間などを活用してマラソンや縄跳びなどに取り組んでいます。ご家庭でも，
運動することの日常化を図るため，子どもと一緒に体を動かす機会を作っていくことが大切です。

相撲教室（二小） サッカー教室（瑞中）

160 人
140 人
120 人
100 人

80 人
60 人
40 人
20 人

0 人
 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級

受検者
合格者

ＡＬＴの入った授業（二小） ＡＬＴの入った授業（二中）

平成２５年度の英語検定の結果が出ました
　今年度も中学校３年生が実用英語技能検定（英語検定）を瑞中は平成２５年６月に，二中は平成２５年１０
月に受検しました。結果は，下表のとおりです。

受検結果
 受検級 目安 受検者 合格者 合格率
 ２級 高校卒業程度 　　3 人 　0 人 ―
 準２級 高校中級程度 　30 人 　5 人 16.7%
 ３級 中学卒業程度 157 人 30 人 19.1%
 ４級 中学中級程度 　88 人 25 人 28.4%
 ５級 中学初級程度 　39 人 26 人 66.7%
 合計  317 人 86 人 27.1%

　英語検定は，生徒自身が受験級を設定し合格に向けた学習を充実させること，そして，その成果を実感するこ
とを通して学習意欲を高めることを目的として実施しています。３級以上に合格することを目標としていますが，４・
５級を受験する生徒も多い状況です。今後は，合格に向けてのプロセスを整理し，合格率の一層の向上を目指し
ていきます。
　町では，小学校５・６年生の外国語活動の授業に英語を母国語とする外国人の先生を年間２５時間，中学校
の英語の授業に年間３５時間，ＡＬＴ（アシスタント・ランゲージ・ティーチャー）として配置しています。生の英
語を実感させ，英語を使ってコミュニケーションを取る機会をつくり，英語を読む・書くだけではなく，聞く・話す
についてもバランスよく身に付けられるようにしています。また，中学校では２校とも，習熟度別指導を実施して，
きめの細かい指導をしています。
　これらの取組を継続的に実施し，児童・生徒の英語による実践的コミュニケーション能力の向上に向けた指導
の充実を図っていきます。

◆英語検定は，防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。
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社会教育課 -事業の紹介（社会教育課）
駅伝大会　　　　　　　　　　　　　　　　　
スキー教室　　　　　　　　　　　　　　　　
その他　　　　　　　　　　　
社会教育課の主な行事予定（社会教育課）　　　　　　1/3
２月～５月

 氏 名 学校名
 竹内　大也 瑞中
 鈴木　啓悟 瑞中
 古川　寛治 瑞中
 井上　　健 瑞中
 村野　貴哉 瑞中
 古川幸太郎 瑞中
 柳田　慈英 二中

 氏 名 学校名
 佐藤　充紀 二中
 大野　荒太 二中
 鶴岡　拓実 二中
 田中　　翼 二中
 鈴木　皓大 二中
 石倉　大洋 二中
 園部　優士 二中

 氏 名 学校名
 田中　嵩人 二中
 甲斐　瑠夏 二中
 佐藤　太亮 二中
 荻原　徹也 二中
 木原　純一 二中
 奥富　唯人 二中
 深堀　駿斗 二中

 氏 名 学校名
 宮川　美咲 瑞中
 青木　怜奈 瑞中
 加園　萌奈 瑞中
 富樫明日香 瑞中
 耒住野桃佳 瑞中
 森田　若奈 瑞中
 原田　麗菜 瑞中

 氏 名 学校名
 榎本　小春 瑞中
 村山　　奏 瑞中
 松本　綾香 瑞中
 萱場　菜月 二中
 福岡　歩実 二中
 小林　未奈 二中
 笹本　奈美 二中

 氏 名 学校名
 松崎　里紗 二中
 原　　七海 二中
 菅沼　杏実 二中
 赤坂　真奈 二中
 福泉　芽生 二中
 佐藤　萌杏 二中
 庄司　梨音 二中

 男　　子 女　　子

　２月９日（日）に，味の素スタジアム・都立武蔵野の
森公園特設周回コースを会場として，第５回中学生「東
京駅伝」大会が開催されます。この大会は，中学校２年
生による区市町村対抗の駅伝競走大会で，男子は４２．
１９５ｋｍを１７人，女子は３０ Km を１６人で走りま
す。
　平成２５年１２月２０日には結団式が行われ，町代表
として男女各２１名，合計４２名に大会出場の認定証が
渡されました。選手一丸となって頑張りますので，応援よろしくお願いします。

（１）日時　２月９日（日）　　女子の部スタート　午前１０時　　男子の部スタート　午後１時
（２）会場　味の素スタジアム・都立武蔵野の森公園　特設周回コース　　最寄駅：京王線飛田給駅
（３）出場選手（順不同・敬称略）

第５回中学生「東京駅伝」大会の出場選手が決まりました

出場選手 昨年度の様子

社会教育課 ― 事業の紹介
第２９回　青少年の主張意見発表会　入賞者（敬称略）

　平成２５年１２月７日，スカイホール大ホールで行われました。応募数６１８点の中から審査会を経て，入選
された１５名の青少年が堂々と意見発表を行いました。
　また，青少年国際派遣事業派遣団と海外留学奨学生制度を活用して留学された方々の報告も行われました。

優秀賞
北村　治郎（一小教諭）

「様々な体験活動を通じて
感じたこと」

【小学生の部】 【中学生の部】 【高校・一般の部】

最優秀賞最優秀賞 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

【小学生の部】
天野　真嗣（三小） J.G　留奈（二小）
木下　彩花（五小） 中嶋　友葵（一小）
坂田　基晴（四小） 平松梨奈子（四小）
佐藤　梨菜（一小） 

【中学生の部】
清水　皓大（二中）
神馬　未歩（瑞中）
中島　実玖（二中）
山下　美月（瑞中）

【高校・一般の部】　
當麻　裕貴（株式会社ＩＨＩ）
松沢　卓典（三小教諭）

三宅　陽香（二小） 谷　衣織（瑞中） 藤永　さとみ（一小教諭）

・現在，二小，四小および瑞中がスポーツ教育推進校として都の指定を受けており，その取組を各学校の体育指
導などの充実につなげ，児童・生徒の体力向上および健全な心と体の育成を図っていきます。

・また，児童・生徒の体力を向上させるためには，運動時間を十分に確保し，意図的・計画的に体力を高めてい
く必要があります。学校では，休み時間などを活用してマラソンや縄跳びなどに取り組んでいます。ご家庭でも，
運動することの日常化を図るため，子どもと一緒に体を動かす機会を作っていくことが大切です。

相撲教室（二小） サッカー教室（瑞中）

160 人
140 人
120 人
100 人

80 人
60 人
40 人
20 人

0 人
 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級

受検者
合格者

ＡＬＴの入った授業（二小） ＡＬＴの入った授業（二中）

平成２５年度の英語検定の結果が出ました
　今年度も中学校３年生が実用英語技能検定（英語検定）を瑞中は平成２５年６月に，二中は平成２５年１０
月に受検しました。結果は，下表のとおりです。

受検結果
 受検級 目安 受検者 合格者 合格率
 ２級 高校卒業程度 　　3 人 　0 人 ―
 準２級 高校中級程度 　30 人 　5 人 16.7%
 ３級 中学卒業程度 157 人 30 人 19.1%
 ４級 中学中級程度 　88 人 25 人 28.4%
 ５級 中学初級程度 　39 人 26 人 66.7%
 合計  317 人 86 人 27.1%

　英語検定は，生徒自身が受験級を設定し合格に向けた学習を充実させること，そして，その成果を実感するこ
とを通して学習意欲を高めることを目的として実施しています。３級以上に合格することを目標としていますが，４・
５級を受験する生徒も多い状況です。今後は，合格に向けてのプロセスを整理し，合格率の一層の向上を目指し
ていきます。
　町では，小学校５・６年生の外国語活動の授業に英語を母国語とする外国人の先生を年間２５時間，中学校
の英語の授業に年間３５時間，ＡＬＴ（アシスタント・ランゲージ・ティーチャー）として配置しています。生の英
語を実感させ，英語を使ってコミュニケーションを取る機会をつくり，英語を読む・書くだけではなく，聞く・話す
についてもバランスよく身に付けられるようにしています。また，中学校では２校とも，習熟度別指導を実施して，
きめの細かい指導をしています。
　これらの取組を継続的に実施し，児童・生徒の英語による実践的コミュニケーション能力の向上に向けた指導
の充実を図っていきます。

◆英語検定は，防衛省の補助金（再編交付金）を活用しています。
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・これらの課題の解決については，運動時間を十分に確保し，意図的・計画的にバランスよく体力を高めていく必
要があります。また，運動することの日常化を図ることも必要です。マラソン，縄跳び，水泳など学校の授業な
どで取り組んでいることに意欲的に取り組んでいくことも大切です。

・現在，二小，四小および瑞中が都の指定を受けているスポーツ教育推進校の取組を参考にして，各学校の体育
指導の充実を図り，児童・生徒の体力向上および健全な心と体の育成を図っていきます。

二小校庭芝生化工事が完了しました
　平成２５年１０月１９日に芝開きが行われました。武州唐
獅子太鼓のオープニングセレモニーで幕を開け，二小児童に
よる組体操や芝生体験が行われました。青々とした芝生の上
で裸足になって，児童それぞれが柔らかな感触を楽しんでい
るようでした。芝生化面積は４，７９０㎡で，都内でも大規
模なものとなります。

一・三小空調機改修工事
　平成２５年の６月，一小と三小では，空調機器類の老朽化に伴なう設備改
修工事を開始し，三小は平成２５年１１月２９日に完了しました。一小は２月
１４日（金）に完了予定です。今回の工事では，各教室の空調機器を個別式
に入れ替えています。このことで，各室の状況に合わせた運転調整や，職員室
での集中管理が可能となり，学習環境はより快適に，使用エネルギーやＣＯ２

の排出量はこれまでより削減できるようになりました。

社会教育課の主な行事等予定　２月～３月

 月 事業名 対象者 日　程 場　所 問合せ
 ２月 地球のステージ 全町民 28 日（金） スカイホール大ホール 
  森林ウオーキング 全町民 　1 日（土）予定 みずほエコパーク ☆
  ぴあのくらぶ第１３期生修了演奏会 受講生・修了生 　9 日（日） スカイホール小ホール
 

３月
 ターゲットバードゴルフ教室 高校生以上 15 日（土） 町営第２グランド ☆

  吉 幾三コンサート 一般（チケット完売） 15 日（土） スカイホール大ホール
  ジュニアピアノコンテスト本選会 小学生・中学生 21 日（祝） 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 22 日（土）～23 日（日） 山梨県白州フォスターヴィレッジ 

【問合せ：無印→推進係　☎557-6695　　☆→体育係　☎557-7071】

小学生スキー教室
　長野県菅平スキー場で，１月４日から６日の２泊３日の行程で，小学生スキー教
室を行いました。
　参加者は町内小学校に在学する４年生から６年生の児童１０６名。町スキー連盟
指導者による講習や，宿泊所での集団生活を通して，スキー技術を学ぶとともに，児
童たちの交流が行われました。初心者の児童たちもスキーの基本を身に付けて，最
終日には，新しい友達とスキーを楽しんでいる様子でした。

駅伝競走大会
　１月１９日，毎年恒例の駅伝競走大会が開催されました。出場チーム数は１１３
チーム。ゲストとして新宅雅也さんを迎え，スターターをしていただきました。例年
開催の駅伝競走大会ではありますが，年々更なる熱気のある大会となってきました。
　駅伝大会の開催にあたっては，一般の道路を規制し，コースとして使用するため，
福生警察署および交通安全推進協議会，また町内会や地域など多くの関係者の方々
のご協力を頂きました。

平成２５年度東京都統一体力テスト調査の結果が出ました

小

　学

　校

中
学
校

男　子

小

　学

　校

中
学
校

女　子

   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ
           ハンドボール投げ
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） （ｍ）
 

１年生
 町平均値 9.7 11.4 26.6 22.6 13.5  11.4 105.8 7.6

  都平均値 9.0 10.7 25.5 26.2 15.9  11.5 111.1 7.7
 

２年生
 町平均値 10.7 12.5 29.2 27.5 23.1  10.5 111.8 11.3

  都平均値 10.9 13.6 27.3 30.2 26.1  10.6 122.8 11.3
 

３年生
 町平均値 13.7 15.3 28.5 30.9 29.6  10.1 126.3 14.3

  都平均値 12.8 15.8 29.4 33.6 35.2  10.0 133.1 15.1
 

４年生
 町平均値 15.4 18.5 31.0 37.9 41.5  9.7 133.1 18.6

  都平均値 14.7 18.0 31.1 37.7 43.4  9.6 142.4 18.8
 

５年生
 町平均値 17.8 20.0 34.1 41.9 53.3  9.4 150.6 21.5

  都平均値 16.8 19.8 33.4 41.4 50.5  9.3 151.4 22.5
 

６年生
 町平均値 19.9 23.1 35.5 45.7 62.4  8.8 158.4 25.4

  都平均値 19.6 21.7 35.7 44.5 57.9  8.9 162.0 26.3
 

１年生
 町平均値 23.1 22.7 40.2 47.0  450.1 8.7 174.4 18.5

  都平均値 23.1 23.8 37.2 47.4  431.6 8.6 174.0 17.5
 

２年生
 町平均値 28.3 26.7 44.9 49.6  403.3 8.3 194.3 21.8

  都平均値 28.6 27.1 40.9 50.3  394.9 8.0 190.0 20.2
 

３年生
 町平均値 34.7 29.2 48.7 51.9  384.1 7.8 208.5 25.6

  都平均値 33.8 29.2 44.6 52.6  380.2 7.6 204.4 22.8
           
   握　力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20ｍシャトル 持久走 ５０ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ
           ハンドボール投げ
   （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） ラン　  （回） （秒） （秒） （ｃｍ） （ｍ）
 

１年生
 町平均値 8.6 10.2 30.2 22.2 11.1  11.7 94.6 4.9

  都平均値 8.4 10.3 28.1 25.1 13.3  11.8 103.9 5.3
 

２年生
 町平均値 9.8 13.6 31.6 27.1 17.3  10.7 104.9 7.0

  都平均値 10.2 13.1 30.5 28.7 19.6  10.9 114.8 7.0
 

３年生
 町平均値 12.7 15.0 32.5 29.4 20.1  10.2 117.5 9.1

  都平均値 12.0 15.1 32.9 31.9 25.4  10.4 125.1 8.9
 

４年生
 町平均値 14.1 17.3 35.8 35.2 29.5  10.0 122.7 10.7

  都平均値 13.9 17.0 35.1 35.7 31.7  9.9 134.8 11.0
 

５年生
 町平均値 17.3 18.9 37.6 39.0 42.6  9.5 146.3 12.5

  都平均値 16.3 18.4 37.8 39.1 37.4  9.5 143.5 12.9
 

６年生
 町平均値 19.7 19.4 37.8 41.1 44.3  9.3 138.8 14.0

  都平均値 19.3 19.6 40.7 41.7 42.9  9.2 152.4 14.8
 

１年生
 町平均値 20.3 18.5 42.5 41.5  320.6 9.4 147.0 9.9

  都平均値 21.2 20.1 41.6 43.3  310.3 9.1 158.2 10.7
 

２年生
 町平均値 23.4 21.0 44.0 44.2  291.9 8.8 162.7 12.2

  都平均値 23.3 22.8 43.8 44.8  295.5 8.9 162.5 12.1
 

３年生
 町平均値 24.1 20.1 46.3 45.1  297.1 8.8 162.6 12.3

  都平均値 24.5 23.5 45.4 45.1  297.3 8.8 164.8 13.0

※数値が網掛けの項目は，都の平均値以上の結果が出た項目です。
・小学校男子児童および中学校男子生徒の結果は，都の平均を上回る項目が全体の３分の１強にあたる３０項目

となっています。課題としては，小学校低学年の反復横とび，２０ｍシャトルラン，立ち幅とび，ソフトボール投げ，
持久走，５０ｍ走が挙げられます。この課題を解決していくためには，敏捷性，瞬発力，投力，持久力などの
運動能力を高める工夫が必要です。

・小学校女子児童および中学校女子生徒の結果は，都の平均を上回る項目が全体の３分の１にあたる２７項目と
なっています。課題としては，上体起こし，反復横とび，５０ｍ走，立ち幅とび，ソフトボール投げが挙げられます。
この課題を解決していくためには，敏捷性，瞬発力，走力，投力の運動能力を高める工夫が必要です。
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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・長岡コミュニティセンター図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・殿ケ谷図書室）

読書講演会
　平成２５年度第１回目
の読書講演会は，昭和女
子 大 学 名 誉 教 授 で あり，
児童文学，児童文化に関
する評論，作家・作品論，
民話の研究，創作など幅
広く活躍している西本鶏介さんをお迎えし，「大人も子
どももお話大好きに」と題して，平成２５年１１月２４
日に耕心館２階多目的大広間において開催しました。
　西本さんは，昔話や本の読み聞かせなどについて，
たくさんのユーモアを交えながら語ってくださいまし
た。笑いあり涙ありの講演会となり，会場は和やかな
雰囲気に包まれました。西本さんの「いつでも，どこ
でも，ポケットにお話を！」が印象的でした。参加者か
らは，「先生のようにすてきなお話ができるようになり
たい」「子どもにジョークのきいたお話をする大人にな
れるよう心がけていきたいと思いました。」などの多く
の感想が寄せられました。

　これからも，本や読書への関心を高め，皆さまに喜
んでいただける読書講演会を企画していきますので，
多くの方の参加をお待ちしています。

本・雑誌の無料頒布
　図書館では，毎年廃棄
図書のリサイクルを目的に
住民の皆さまに本・雑誌
の無料頒布を実施してい
ます。今年度は平成２５
年１０月２６，２７日に
行いました。
　台風の影響であいにくの雨となり，初めて屋内で開
催しましたが，多くの方が開始時間前から並ばれ，お
気に入りの本を手にされました。出品総数４，１４９
冊のうち２，５１４冊が頒布され，頒布率は６０％で
した。頒布された本や雑誌が新しい持ち主とともに帰
路に着き，愛蔵書となることを願っています。

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第９回～
 

 もち ぞえ

 で づくり

 ぜん ぶ

古文書　（栗原家文書）（有形文化財）　＜所在地　瑞穂町駒形富士山＞

　栗原家文書は，元禄から明治まで，約２００年間の諸記録で，現在整理済みのもの，状と冊を合わせて，

１５２３点である。

　栗原家は，旗本大田家の知行，富士山村，駒形村，坊村および，二本木村の一部を含む四ヶ村の名主であっ

たことと，享保年間，栗原新田を開いたことから，文書は，それらに関係するものが大部分である。

　箱根ケ崎や長谷部新田と異なるところは，代官支配の天領

に対して，旗本領である点で，この文書によって旗本と百姓

の関係を詳細に知ることができる。ただし，栗原新田は，天

領に属していたので，開発名主は，天領である新田名主と，

旗本領である親村の名主を兼ねていた。持添開発をした富士

山村，駒形村からの出作百姓と，沢井村などからの出百姓の

盛衰も文書に表われていて興味深い。また，旗本大田家の

私文書も多く，整理済みのもの１３０点に及び，お小姓組に

属した頃のものなどによれば，将軍家の膳部の内容などの記

録も見え，貴重な資料である。

　その他，明治期の文書の中で，西南征討日記，竹橋暴動

記録などは従軍兵士自身による克明な手記であるだけに価値

あるものといえる。 【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

新田場出百姓請書水帳［検地帳］

名主相続願書

授業の様子

対話したくなる環境づくり（掲示物）

「自分の考えを構成し，思考力・判断力・表現力を高める指導法の工夫」 平成２５年１１月２９日
　～言語活動の取組を通して～

　クリティカルシンキングや書くこと，話すことを通して，児童の思考力・判断力・表現力などを育てる，より
よい指導方法を確立していくために，研究授業や研究発表会，教員研修を実施しています。
　また児童・保護者を対象とした読み聞かせを実施するなどして，言葉を大切にした児童の育成をしています。

「自他を大切にし，互いに高め合う生徒の育成」 １月１７日

　各教科，道徳，特別活動を研究の３つの柱として，計画的に人権教育を推進しています。そして，生徒の
主体的な取組として，瑞穂中学校人権宣言の作成や，人権週間を実施することで，校内全体で人権意識を高
めるとともに，生徒一人ひとりの思いやりの心や他者を認める心の育成を図っています。

「言語活動を通して生きる力をはぐくむ」 １月２２日
　～「読むこと」「書くこと」に重点を置いた各教科の授業改善を通して～

　自主的に課題を解決できるために必要な思考力・判断力・表現力などを，言語活動を取り入れた学習活動
を通して身に付けられるようにしています。また，表現力を伸ばすことで，他者とのコミュニケーション力の
向上を目指しています。
　生徒に , 確かな学力を身に付けさせるために，基礎・基本の更なる定着を図るとともに，コミュニケーショ
ン力を育成することなどを通して，豊かな心と生きる力を育てることへつなげます。

平成２５年度　研究発表会実施校一覧

三

小

瑞

中

二

中

ブレインストーミング

一人ひとりが意見や考えを

出し合って，多様な考えを

共有・統合します。

教員制作によるビデオ教材の活用
対話するポイントに気付くように
工夫したビデオを導入に活用，
共通理解を深めます。

見やすい板書
授業内容や大事なことが分かりやすい
ように，色や図を効果的に使用します。

対話型ゲーム
話すこと・聴くことのスキルアップゲーム。話しやすい雰囲気をつくり出します。

掲示物の工夫

様々な言葉に触れる

ことで，表現力を高

めていきます。

対話したくなる
環境づくりと

基礎活動・授業での取組
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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
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児童・生徒数（平成２６年１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
 418 319 402 565 185 1,889 464 507 971 2,860

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
　９月，１０月，１１月および１２月に定例会を１回
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＞
・議会の議決を経るべき条例中教育に関する部分の意

見聴取について（瑞穂町郷土資料館の設置及び管
理に関する条例）

・平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な協議事項＞
・平成２６年度一般会計教育費予算の編成について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度瑞穂町文化賞表彰被表彰者について
・平成２５年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者につい

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】

　９月，１０月，１１月および１２月に定例会を１回
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＞
・議会の議決を経るべき条例中教育に関する部分の意

見聴取について（瑞穂町郷土資料館の設置及び管
理に関する条例）

・平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な協議事項＞
・平成２６年度一般会計教育費予算の編成について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度瑞穂町文化賞表彰被表彰者について
・平成２５年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者につい

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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について

・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について

　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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について

・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について

　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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況及び評価について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について
・町立瑞穂第一小学校除湿温度保持機能復旧工事請負

契約について
・町立瑞穂第三小学校除湿温度保持機能復旧工事請

負契約について
・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について
・町立瑞穂第二小学校校庭芝生化工事請負契約につい

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】

　５月，６月，７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は，次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について
・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況及び評価について
・平成２５年度一般会計補正予算（第３号）の原案

中教育に関する部分の意見聴取について

＜主な報告事項＞
・平成２５年度一般会計補正予算（第１号）について
・町立瑞穂第一小学校除湿温度保持機能復旧工事請負

契約について
・町立瑞穂第三小学校除湿温度保持機能復旧工事請

負契約について
・（仮称）新郷土資料館建設工事請負契約について
・町立瑞穂第二小学校校庭芝生化工事請負契約につい

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】

瑞穂町校内研究推進校の取組

詳しくは，各校へお問い合わせください。

○全小学校
 3 月 24 日（月） 修了式
 3 月 25 日（火） 卒業式
 4 月 7 日（月） 始業式（１学期）
 4 月 7 日（月） 入学式

○全中学校
 3 月 20 日（木） 卒業式
 3 月 25 日（火） 修了式
 4 月 7 日（月） 始業式（１学期）
 4 月 8 日（火） 入学式

○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 2 月 12 日（水） 薬物乱用防止教室
 2 月 13 日（木） 宿泊学習
  ～ 14 日（金） （たんぽぽ・７組）
 2 月 17 日（月） 中学校訪問（６年生）

○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 2 月 4 日（火） 社会科見学（３年生）
 2 月 6 日（木） 学校公開日
  ～ 8 日（土） 

○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 2 月 6 日（木） 理科見学（４年生）
 2 月 10 日（月） 社会科見学（５年生）
 2 月 14 日（金） 薬物乱用防止教室
     　　　　（６年生）

○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 2 月 4 日（火） 社会科見学（６年生）
 2 月 6 日（木） 社会科見学（５年生）
 2 月 8 日（土） 学校公開日
     薬物乱用防止教室
     　　　　（６年生）

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 2 月 14 日（金） 社会科見学（６年生）
 2 月 17 日（月） 中学校訪問（６年生）
 2 月 26 日（水） 社会科見学（５年生）

○瑞穂中学校（☎557-0070）
 2 月 21 日（金） 校外学習（７組）

○瑞穂第二中学校（☎557-5501）
 2 月 14 日（金） 校外学習（２年生）

詳しくは , 各校へお問い合わせください。

○全小・中学校
 10 月 21 日（月） 小中音楽会
 12 月 16 日（月） 音楽鑑賞教室
 12 月 25 日（水） 終業式（２学期）
 1 月 8 日（水） 始業式（３学期）

○瑞穂第一小学校（☎557-0045）
 11 月 2 日（土） 学校公開日
     道徳授業地区公開講座
 11 月 15 日（金） 学習発表会
  ～ 16 日（土）
 12 月 5 日（木） マラソン記録会
 1 月 15 日（水） 開校記念日

○瑞穂第二小学校（☎557-0646）
 10 月 17 日（木） 学校公開
  ～ 19 日（土）
 10 月 19 日（土） 芝開き
 10 月 31 日（木） マラソン大会
 11 月 15 日（金） 学芸会
  ～ 16 日（土） 

○瑞穂第三小学校（☎557-0266）
 11 月 15 日（金） 展覧会
  ～ 16 日（土） 学校公開日
 11 月 29 日（金） 校内研究発表会
 12 月 6 日（金） 持久走大会
 1 月 24 日（金） 学校公開日・
  ～ 25 日（土） 　　　　書写展
 1 月 25 日（土） 道徳授業地区公開講座

○瑞穂第四小学校（☎557-4143）
 10 月 19 日（土） 道徳授業地区公開講座
 10 月 19 日（土） 学校公開日
  ～ 24 日（木）
 10 月 28 日（月） 演劇鑑賞教室
 11 月 15 日（金） 展覧会
  ～ 16 日（土）
 11 月 16 日（土） 学校公開日
 12 月 5 日（木） マラソン記録会
 12 月 21 日（土） 多摩っ子コンサート
 1 月 28 日（火） 校内書写展
～ 2 月 8 日（土）

○瑞穂第五小学校（☎556-1377）
 10 月 5 日（土） 学校公開日
     道徳授業公開講座
 11 月 5 日（火） 研究発表会
 11 月 16 日（土） 学校公開日・五小まつり
 12 月 2 日（月） セーフティ教室（５年）
 12 月 14 日（土） 校内クロスカントリー大会
 1 月 25 日（土） 学習発表会
     学校公開日

○瑞穂中学校（☎557-0070）
 10 月 17 日（木） 合唱コンクール
 11 月 21 日（木） 宿泊学習
  ～ 22 日（金） 　　　　（７組）
 1 月 17 日（金） 研究発表会
 1 月 28 日（火） 移動教室
  ～ 30 日（木） 　　　（１年生）

○瑞穂第二中学校（☎557-5501）

 10 月 18 日（金） 合唱コンクール
 10 月 21 日（月） 学校公開日
  ～ 25 日（金）
 11 月 5 日（火） 学校公開日
 1 月 14 日（火） 学校公開日
  ～ 18 日（土）
 1 月 18 日（土） セーフティ教室
 1 月 22 日（水） 研究発表会
 1 月 29 日（水） 移動教室
  ～ 31 日（金） 　　　（１年生）

小・中学校の主な行事等予定　２月～４月

第５回：瑞穂町教育委員会教育長　岩本　隆
　瑞穂町の教育課題の一つとして「学力向上」が挙げられます。教育委員会，学校現場，家
庭と連携・協力して取り組んでいく必要があります。来年度の教育を充実させるため，これま
での取組の成果と課題を明らかにし，必要な施策について検討を重ねてきています。特に，補
習などの取組の充実，家庭学習の習慣化などが大切であると考えます。瑞穂町の子どもたちの
ために今後も全力を尽くしていきたいと思います。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

教 育 委 員 談 話

　町の全小中学校では，学力の向上や豊かな人間性
の育成に関わることなど，研究主題（テーマ）を設定
し，研究を行っています。その研究主題に沿った教育
活動の実施，調査や分析，授業改善など様々な方法を

用い，ねらいをもった取組を実施しています。
　ここでは東京都言語能力向上推進校・瑞穂町校内研
究推進校として実施した，五小の研究発表会の様子を
紹介します。

　平成２５年１１月５日に東京
都言語能力向上推進校・瑞穂町
校内研究推進校として，全学年
の授業を公開した研究発表会を
行いました。「対話」を重ねてい
くことにより，自分の考えをさら
に深め，自信をもって積極的に
表現する児童が育つであろうと研
究を進めてきました。

授業の様子

五小研究発表会
　平成２５年１１月５日，全学
級で授業を公開し，研究発表会
を行いました。
　「対話」を重ねていくことによ
り，自分 の 考えをさらに 深 め，
自信をもって積極的に表現する
児童が育つように研究を進めて
きました。

かかわる中で認め合い，深め合う，
言葉を通しての対話

内なる思いや考えを深める
自分自身との対話

五小での対話のとらえ方


