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児童・生徒数（令和２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

375 239 278 396 233 1,521 441 346 787 2,308
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放課後学習� �

「学びのテーマパーク」  が始まりました
瑞穂町の各小・中学校では、6月から放課後学習「学びのテーマパーク」が始まりました。子どもたち

が自分から学ぼうとする意欲を伸ばすため、「受け身から、主体的への転換」をコンセプトに、対象は小学
校4年生以上、中学校1・2年生を原則として、週1回取り組んでいます。（学校により対象学年を広げて
いるところもあります。）

具体的な取り組みとして、国語や算数・数学を中心に「1週間分の振り返り学習」を行っています。実
際の運営は、各学校に地域コーディネーターを配置し、地域の方々から学習の支援やお手伝いをいただき
実施しています。児童・生徒は、まだ放課後の学習に慣れていない面がありますが、一生懸命取り組んで
います。

今回、放課後学習の一環として実施した「第1回ノートまとめコンクール」も合わせて報告いたします
が、今後も「学びのテーマパーク」と連動した全町的なイベントを実施していきたいと考えています。
※「第1回ノートまとめコンクール」については、3～7ページをご覧ください。

【問合せ】教育指導課指導係　☎557－6694
子どもたちの学習への取組 特色あるノートまとめの校内掲示

内　　容　　教室において児童・生徒の学習への支援
勤務場所　　瑞穂町立小・中学校のいずれか
勤務時間　　週1日、おおよそ午後3時から4時までの1時間
謝　　礼　　1時間あたり1，000円

子どもたちの放課後学習にご協力いただける地域の方を募集しています
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、令和元年度に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人から意見をいただきました。

評価結果の一部を紹介します。
【Ａ評価事業】
❖職場体験活動の実施支援（教育指導課）

中学2年生における5日間の職場体験を実施しました。ふるさと学習「みずほ学」との
関連も図り、中学校キャリア教育の要となったことが評価され、キャリア教育優良教育委
員会として文部科学大臣表彰を受賞しました。
❖子どもの居場所づくり（社会教育課）

小学校を対象にフリースペースやパソコン教室、「科学で遊ぼう」等の活動を行い、実施回数、参加者とも
に目標を達成できました。また、国の方針に基づく「新・放課後子ども総合プラン 瑞穂町行動計画」の改訂
を行いました。
○事業回数・参加者数

事　業　名 目　標 実　績
回 数 参加者 回 数 参加者

放課後子ども教室 300回 5, 000人 323回 5, 158人
❖郷土史や自然に関する講座等の開催（図書館）

郷土歴史講演会や古文書講座、自然に関する講演会や機織り・染色体験教室等を開催し、郷土の歴史や文
化、自然等への理解を深めるとともに、文化財に対する意識の向上を図ることができました。新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策により一部事業の中止等がありましたが、開催回数、参加者数ともに目標数を上回るこ
とができました。
○事業回数・参加者数

事　業　名 目　標 実　績
回 数 参加者 回 数 参加者

歴史・自然関係講演会 10回 350人 10回 805人
体験事業 10回 250人 16回 406人

その他講演会等 10回 350人 12回 748人
【Ｃ評価事業】
❖ストップ２２・ＳＮＳ東京ルールの推進（教育指導課）

年度当初の保護者会にて午後10時以降のスマートフォンの使用を制限する「ストッ
プ22」について説明し、保護者に協力を求めました。中学校ではセーフティ教室等に
てスマートフォンの利便性と危険性について指導し、保護者、地域の方と協議会をもち
ました。しかし、継続的な指導を行ってきたにもかかわらずＳＮＳのトラブルが数件見
受けられたことから、Ｃ評価としました。小学校段階から情報モラル教育やゲーム依存
症等の予防指導を強化する必要があり、引き続き第2次瑞穂町教育基本計画に位置付
け、推進していきます。

今回の点検・評価の結果を受けて、教育委員会の活動の透明性を高め、より一層の責任説明を果たし、皆さ
まに信頼される教育行政を推進していきます。

詳しくは、町内公共施設に設置してあ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。
瑞穂町教育委員会所管事務事業　点検・評価一覧

評　価 学校教育課 教育指導課 社会教育課 図書館 計
Ａ（目標を上回って達成できた） 0 1 1 1 3
Ｂ（目標をほぼ達成できた） 13 42 25 17 97
Ｃ（目標を充分に達成することができなかった） 0 1 0 0 1
Ｄ（目標を達成できなかった） 0 0 0 0 0

合　計 13 44 26 18 101
※学校教育課・教育指導課連携事業1件、教育指導課・図書館連携事業3件あり 【問合せ】学校教育課庶務係　☎557－668２

令和元年度教育委員会事務の点検・評価について
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令和3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。

【問合せ】教育指導課指導係　☎557－6694

放課後学習「学びのテーマパーク」の一環で、瑞穂町全体で「ノートまとめコンクール」を実施しました。
Ｂ4判の10mmマスのノートに学習したこと、自分の考え、友達に伝えたいことをまとめて提出してもらい
ました。夏休みに入る前までに218名の応募がありました。

審査は以下の3つのポイントに沿って教育委員会事務局職員が行いました。
（1）知識及び技能

授業で教わった内容を分かりやすく書いているか
（2）思考力・判断力・表現力等

自分で考えたことを表現し、相手に伝えようとしているか
（3）学びに向かう力等

自分で調べたこと、普段の生活と関連させてまとめているか
審査をしていて、「学ぶに向かう力等」の部分が初めての取組だったので難しかったようでした。また、

ノートを提出してもらうときには、「意外に2ページだと入りきらない」という声も聞きました。
今回、最優秀7名の方の実際のノート（サイズは縮小しています。）を4～7ページに掲載させていただき

ます。また、結果発表の様子は瑞穂町ホームページで「学びのテーマパーク」と検索していただくと、動画を
視聴することができます。

※今回は3つのポイントを中心に審査し、誤字・脱字は減点しない方法で実施しました。
●入賞者（敬称略）

賞 学校名・氏名
＜小学4年生の部＞
最優秀 一小 飯島　柚璃 二小 黒田　千紘
優秀 一小 小林　唯菜
入選 一小 志村　彩羽 一小 鈴木　希望 一小 吉岡　弥澪 二小 渡辺　陽向

二小 佐藤　千夏 二小 三宅　結衣 四小 森山　幸結
＜小学5年生の部＞
最優秀 一小 浜辺　美結
優秀 一小 黒﨑　佑里奈 二小 町田　実音
入選 一小 穴澤　明夏 一小 友野　千空 一小 野田　ここね 二小 藤井　鈴

二小 田邊　嗣隆 二小 河野　成将 二小 長谷部　康太 二小 三枝　慶護
五小 河井　唯斗

＜小学6年生の部＞
最優秀 一小 鈴木　暖人 二小 森　愛蘭 二小 清水　美玖 二小 中西　優月
入選 一小 臼井　紬 一小 木﨑　穂乃 一小 下田　優凪 一小 小山　美咲

一小 松井　優気 一小 野田　萌衣 一小 吉岡　穂香 一小 吉野　剣史郎
一小 上野　准大 一小 松井　蒼空 二小 石川　美月 二小 田邉　希羽

※中学生応募なし
なお、第2回ノートまとめコンクールは11月締切で実施する予定です。皆さんの応募をお待ちしています。

【問合せ】教育指導課指導係　☎557－6694

令和3年度に使用する町立中学校の教科書

第1回瑞穂町ノートまとめコンクール

種目 発行者 種目 発行者
国語 光村図書出版 音楽（一般） 教育芸術社
書写 教育出版 音楽（器楽合奏） 教育芸術社

社会（地理） 帝国書院 美術 日本文教出版
社会（歴史） 帝国書院 保健体育 学研教育みらい
社会（公民） 帝国書院 技術・家庭（技術分野） 東京書籍
地図 帝国書院 技術・家庭（家庭分野） 開隆堂出版
数学 東京書籍 外国語 開隆堂出版
理科 東京書籍 特別の教科�道徳 日本文教出版
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ノートまとめコンクール　最優秀ノートの紹介（1）

飯島　柚璃さん（一小4年）「東京狭山茶」

黒田　千紘さん（二小4年）「「小数のしくみ」のまとめをしよう」
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ノートまとめコンクール　最優秀ノートの紹介（２）

浜辺　美結さん（一小5年）「瑞穂町の特色」

鈴木　暖人くん（一小6年）「東日本大震災」
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ノートまとめコンクール　最優秀ノートの紹介（3）

森　愛蘭さん（二小6年）「けがの発生」

清水　美玖さん（二小6年）「日本の未来と選挙について」
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ノートまとめコンクール　最優秀ノートの紹介（４）

中西　優月さん（二小6年）「算数の比について」

保護者の皆様から納入していただいた給食費は、給食の食材料購入に使われます。給食費が未納になると、
食材料の購入にも影響があります。

給食費は、原則として口座振替により納入することとなっていますが、残高不足などにより未納となってし
まう場合もありますので、口座残高の確認をお願いします。

なお、口座振替ができなかった場合は、学校が納付書を交付しますので、速やかにお支払いいただきますよ
うお願いします。 【問合せ】学校教育課学務係　☎557－6683

第36回　青少年の主張意見発表会
日時　１２月5日（土）　開場／午前9時　開演／午前9時１5分
場所　スカイホール小ホール

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、中学生および高校・一般の部の優秀賞入賞者が意見発表をします。
【問合せ】社会教育課社会教育係　☎557－6695

新年歩こう会
日時　令和3年１月１日（祝・金）※開始時刻未定
場所　六道山公園周辺

新年歩こう会は、毎年元旦に開催しています。参加された皆様で、1年間の健康と体
力の維持増進を願うとともに、新たな気持ちで新しい年を迎えましょう。
� 【問合せ】社会教育課スポーツ推進係　☎557－7０7１

イベントの紹介

学校給食費の納入をお忘れなく
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現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3つの密を避けながら教員の会議や研修を行っています。
その中で、研修方法の工夫の一つとしてＷＥＢ会議システム「Ｚｏｏｍ」を使った研修を始めました。瑞穂町
の小・中学校の教員にとっては新たな試みとなり、参加していない教員からも関心が集まっています。

これまで、若手教員育成研修（3年次までの教員）をＷＥＢ会議システムで2回実施しました。研修参加者
からは、お互いの顔を見ながら話し合いができることや、会場への移動や集合がなく、3つの密をより回避で
きる環境になることについて好評でした。また、直接の対面ではないため、話し出すきっかけが意外に難しい
等の意見もありました。このように、現在、これから求められる双方向型のオンライン学習を見据え、ＩＣＴ
（情報通信技術）を使った双方向型の授業をすることの利点や課題を検証し、新しい学び方の実現に向けて瑞
穂町の小・中学校では、校内研修等準備を進めています。

【問合せ】教育指導課指導係　☎557－6694

WEB会議システムを活用した会議・研修が始まりました

町では令和3年度に小・中学校へ入学される児童・生徒の保護者の方へ、就学援助費制度の新入学用品費を
入学前（3月中）に支給します。内容については、次の表のとおりです。

対象となる方 支給額（国が
定める基準額） 申請について 注意事項

今回申請し忘れた場合、
審査の結果で非認定と
なった場合

小学校
新1年生

瑞穂町に住所を
有し、翌年度小
学校へ入学する
未就学児の保護
者の方で、経済
的理由により学
用品費の支払い
が困難な方が今
回の申請により、
「準要保護」の
認定を受けた方。

51，060円

10月に各小学校
で実施する就学時
健康診断時に申請
書を配布します。
（就学時健康診断
終 了 後、 ホ ー ム
ページからも申請
書をダウンロード
できます。）

①今回の新入学用品費の支給を
受けた場合でも、「令和3年
度就学援助費制度」を希望す
る場合は、入学後に別途申請
をしていただく必要がありま
す。（申請書は各学校から配
布します。）

②今回の新入学用品費の支給を
受けた場合は、「令和3年度
就学援助費制度」の新入学用
品費は対象となりません。

③令和3年2月1日以降に転出
される場合、新入学用品費の
返金は求めませんが、転出先
の自治体には本町で新入学用
品費の入学前支給を行った旨
を通知します。

④入学前支給についての申請書
の様式は、「就学援助費・就
学奨励費（新入学用品費）入
学前支給申請書」となります。

「令和3年度就学援助費
制度」で必ず4月中に申
請してください。
※「令和3年度就学援助

費 制 度 」 で「 準 要 保
護」の決定を受けた場
合 は、「 新 入 学 用 品
費」として、令和3年
8月末に同様の費用を
支給します。

※今回の申請で非認定と
なった場合でも、入学
後の令和3年度で申請
していただければ、審
査基準が変わるため認
定となる場合がありま
す。中学校

新1年生

翌年度中学校に
入学する児童の
保護者の方で、
令和3年2月1
日現在「令和2
年度就学援助制
度」で「準要保
護」の認定を受
けている方。

60，000円

すでに「令和2年
度 就 学 援 助 費 制
度 」 で「 準 要 保
護」の認定を受け
ている方は申請不
要です。新たに申
請する場合は、学
校教育課へお申し
込みください。

申請期限：令和3年１月２9日（金）� 支給時期：令和3年3月中旬
提 出 先：学校教育課学務係� 支給方法：保護者口座へ振り込み

「準要保護」とは世帯の収入額、人数等を参照し、生活保護基準の約1．5倍を目安に
判定し、認定を受けた世帯です。

【問合せ】学校教育課学務係　☎557－6683

就学援助費制度の新入学用品費を入学前に支給します
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【問合せ】☎568－0634

【問合せ】☎568－1505

特別展「ニシタマ・シネマエイジ－テレビ前夜、どの街にも映画館があった－」� ８月７日～９月２２日
西多摩の映画館といって、今日思いつくのは日の出町にある大型ショッピング

センターのシネコン（複合映画館）ではないでしょうか。いまでは忘れ去られよ
うとしていますが、かつては西多摩の多くの街に映画館が存在した時代がありま
した。この瑞穂町にも、戦前から続いた昭和館や、昭和30年代中頃からの数年
間だけ存在した瑞穂パレスといった映画館があり、人々の憩いの場として賑わっ
ていました。

今回の特別展は、当館はもとより、周辺自治体の博物館や資料館、町内外の個
人の所有する資料を紹介しながら、西多摩にあった映画館とその時代の映像文化
について振り返りました。

コロナ禍の中にあって、関連行事は9月にギャラリートークを1回実施したの
みでしたが、資料保存の観点から、期間中は数度にわたり展示替えを行い、何度
か足をお運びいただいても楽しみながらご覧いただける構成となりました。
町制施行８0周年を祝して講演会を開催します
けやき館では、町制施行80周年を祝して瑞穂町誕生頃の講演会を開催します。
昭和15年11月10日、殿ケ谷村、石畑村、箱根ケ崎村、長岡村の4村が合

併して瑞穂町が誕生しました。どのような背景で合併に至ったのか、なぜ瑞穂町
と命名されたのか。その当時の4村の暮らしはどうだったのか。また、国民学校
と名前を変えた小学校ではどのような教育が行われたのか、当時瑞穂第一国民学
校に在学していた講師が思いを熱く語ります。

①『瑞穂町誕生当時の話』
日時　10月18日（日）午後1時30分から
講師　けやき館臨時職員　滝澤　福一

②『紀元二千六百年と瑞穂第一国民学校』
日時　11月15日（日）午後1時30分から
講師　瑞穂古文書を読む会　村田　貞夫氏

※会場はいずれもけやき館多目的室

企画展「染工房シゲタ草木染展２0２0�染のある風景」� 6月２0日～７月1９日
今回、作品展示にご協力いただいたのは、檜原村で草木染工房を営むシゲタさんご夫妻です。来館者の方々

には、自然の恵みにあふれた心和む温かな色と形で表現された作品の前でほっとするひと時をお過ごしいただ
きました。また、期間中、型紙づくりや型摺り、型染のワークショップが開催され、シゲタ夫妻と和気あいあ
い楽しい時間を共有しました。

普段では見ることが難しい大型の作品を見上げ、大空や自然、ふるさとに思いを
はせ、さらに自分で制作する楽しさを実感できる展覧会となりました。

瑞穂町誕生を祝して青梅街道
にアーチが完成

瑞穂町誕生時の役場職員

瑞穂町郷土資料館 けやき館

耕心館

テレビ前夜、街には映画館が
あった
―会場はレトロな世界―
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学び続ける教師でありたい
本町の教育の最重要課題は『学力の向上』であり、

小生もこれを課題としている。学力も世の中の進展に
伴い変化するが、今求められている学力とは、①意
欲・関心・態度 ②思考力・判断力 ③表現力・コミュ
ニケーション能力 ④知識・理解力 ⑤情報処理能力の
ことである。これらは毎日の授業の中で、教師の指導
によって培われる。児童生徒の学力が向上するか否か
は、直接授業に携わる教師の肩に掛かっている。要
は、問題解決型の授業改善であり、教材研究、個に応
じた指導案の作成、研究授業・協議会・研修等の実践

である。しかし、口実を見つけてそ
れらを疎かにする嫌いがある。ま
ず、そこから改めたい。

今年は、コロナの為、学校の計画
も大幅な変更が求められた。町では
急遽オンライン学習を始め、教師が
一丸となって動画を作り、成果を上
げた。しかし、活用度を聞くと50％位だという。や
はり教師が児童生徒と正対してする授業が本命であ
る。小生も微力ながら制作に参加する機会をいただい
た。その対象は小学生とその家族となっているが、実
は現場の教師である。学び続ける教師でありたい。

教育委員会委員談話

前号でお知らせした以降、5月から8月まで定例会を
4回開催しました。

主な議決事項、報告事項は、次のとおりです。
＜議決事項＞
・「令和2年度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」に伴う有識者の
委嘱について

・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・令和2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
・瑞穂町公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則
・瑞穂町社会教育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（令和元年度対象事業分）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
・令和3年度使用中学校教科用図書の採択について
・令和3年度使用小学校特別支援学級教科用図書の採択

について
・令和3年度使用中学校特別支援学級教科用図書の採択

について
・令和2年度一般会計補正予算（第6号）の原案中教育

に関する部分の意見聴取について
＜報告事項＞
・令和元年度一般会計補正予算（第6号）の原案中教育

に関する部分の意見聴取について
・成人式（対象年齢等の検討）について
・令和2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

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）。

開催日時および会場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】学校教育課庶務係　☎557－668２

教育委員会定例会報告

本紙に掲載している情報は、令和２年９月２２日時点のものです。新型コロナウィルスの影響により、イ
ベント等の予定が中止・変更となる場合があります。最新情報は、町ホームページなどをご覧ください。

◦教育委員会委員
下記の方が町議会の同意を得て再任されました。
氏名（敬称略） 任　期

村上　豊子 令和2年10月1日から
令和6年9月30日中野　裕司

【問合せ】学校教育課庶務係　☎557－668２

◦社会教育委員
7月1日付けで、下記の方に新たに委嘱しました。
氏名（敬称略） 任　期

笹井　鎮彦
令和2年7月1日から
令和3年3月31日

【問合せ】社会教育課社会教育係　☎557－6695

委員の紹介

第22回：瑞穂町教育委員会　委員　滝澤�福一


