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瑞穂町図書館が
リニューアルオープンします！

〈３月２２日（火）午前９時から〉〈３月２２日（火）午前９時から〉
令和元年度からワークショップなどを通じて利用者の意見を反映させながら進めてきた図書館改修事業がま
もなく完了します。
図書館のメインコンセプトは『本や人とゆるやかにつながり、自分の居場所と感じられる図書館』です。
ティーンズエリアで勉強したり、読書テラスで本を読んだり、Ｗｉ－Ｆｉ環境下でインターネットを使った
調べものをしたり、さまざまな年代の方が思い思いの場所で快適に過ごすことができるようになります。
改修工事期間中はご迷惑とご不便をお掛けしましたが、新しく生まれ変わった図書館をどうぞご利用くださ
い。
なお、スカイホール２階に開設していた臨時図書室は、瑞穂町図書館のリニューアルオープンに向けた準備
のため、窓口業務を終了しましたが、スカイホールエントランスにある返却用のブックポストは引き続きご利
用いただけます。

【問合せ】図書館　☎５５７－５６14

ティーンズエリア おはなしコーナー
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１２月４日にスカイホール大ホールで意見発表会が行われました。応募数８３３点の中から審査会を経て、
当日は入選された１６名の青少年が堂々と意見発表を行いました。
●入賞者（敬称略）

【問合せ】社会教育課社会教育係　☎５５７－６６9５

第3７回　青少年の主張意見発表会入賞者

小学生の部
乙幡　頼司（五小）
「ぼくのメダル」

最優秀賞 中学生の部
長坂　奏和（瑞中）
「込める感謝。言葉から」

最優秀賞 高校･一般の部
杉浦　幸芽（瑞穂農芸高等学校）
「瑞穂町で得た私の財産」

最優秀賞

優秀賞
相澤　蒼太（二小）
齋藤　璃子（四小）
髙水　彩帆（一小）
長谷部康太（二小）

岩永　樹凛（三小）
杉本　彩香（四小）
長澤いちか（二小）

優秀賞
石川　海斗（瑞中）
斗澤　彩花（二中）
古川　小春（瑞中）
守永　明依（二中）

優秀賞
青木　優介（町職員）
岡野　成美（瑞中教諭）

詳しくは「羽村・瑞穂地区学校給食センター公式サイト」（http://www.kyushoku.or.jp）をご覧ください。
【問合せ】羽村・瑞穂地区学校給食センター　給食課管理給食係　☎５５4－2084

令和3年度　学校給食に関するポスターコンクール審査結果
給食センターでは、学校給食や食について広く啓発
を図るため、ポスターコンクールを実施しています。
（共催：公益財団法人東京都学校給食会）
今年度は羽村市、瑞穂町の小・中学校に在学する児
童・生徒から６０６点の応募をいただきました。審査
の結果、最優秀賞４点（瑞穂町から１点）、優秀賞４

点（瑞穂町から１点）、入賞２０点（瑞穂町から５
点）が決定しました。
最優秀作品を掲示した給食配送車が羽村市および瑞
穂町内を走りますので、ぜひご覧ください。
瑞穂町からの受賞者は、次のとおりです。（敬称略）

◦入賞◦
露木　茅乃（二小５年）　木﨑　万結（二小６年）
森田　葵翔（三小４年）　奥下　綺桜（五小３年）
下田　優凪（瑞中１年）

最優秀賞
櫻井　愛
（三小1年）

◦優秀賞◦
阿髙　優
（三小4年）
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町には豊かな自然や先人達が築いていた文化、歴史など今も大切に継承されています。「瑞穂ふるさと大
学」では、町の魅力を再発見し継承することを目的に、１０月２３日から１２月１８日にかけて歴史・観光・
自然の３コースに分かれて地域めぐり、講座、瑞穂ふるさと検定を実施しました。感染防止対策のため、参加
人数に制限を設けた上での実施となりましたが、瑞穂農芸高等学校の生徒や住民合わせて１５名の参加があ
り、充実した活動ができました。

【問合せ】けやき館　☎５６8－0６３4

瑞穂ふるさと大学2021

つるし飾り制作の体験をする参加者 長岡地区の平地林の保存活動を体験 特別講座（歴史コース）の様子

普段の暮らしの中で疑問や不思議に思ったこ
と、興味があることの課題を見つけ、図書館資料
を有効に活用して調べ、まとめ、発表することを
通して、課題解決力を育成するとともに、図書館
の利用価値を学ぶことを目的とし、作品を募集し
たところ、たくさんの応募を頂きました。
表彰式は１１月１０日に、けやき館で行われま

した。
●入賞者（敬称略）

【問合せ】図書館　☎５５７－５６14

第４回　瑞穂町図書館を使った調べる学習コンクール

賞 学校名 学年 氏名 作品名
＜小学生の部＞
最優秀賞 一小 ６年 浜辺　美結 みんなのごはん 米の話
優 秀 賞 一小 ６年 穴澤　明夏 知っておどろく！赤ちゃんの不思議

三小 4年 清水　桃花 風鈴～日本を代表する民芸品～
三小 ５年 堀澤　　橙 通学路の畑の野菜を調べてみました！

佳 作 三小 3年 栗原　彩羽 どうしてひまわりは太陽ににているの？
努 力 賞 二小 １年 板倉　麻琴 わたしのおうちのイヌ ミスティーについて

四小 4年 岩瀬　瑠希 お金のひみつ
五小 ２年 藤野ことり ヘビじゃないよ カナヘビだよ。

＜中学生の部＞
最優秀賞 二中 3年 鈴木　芽梨 南天解剖全書～南天の生態とは～
優 秀 賞 瑞中 ２年 江川　静音 花火について

瑞中 １年 鈴木　健太 日本一暑いまちについて
佳 作 瑞中 １年 大澤　詩織 花ことば

二中 １年

島袋　優太

ウズベキスタンの国調べ庭山さくら
高橋　璃緒
山舘　　銀

＜高校生の部＞
最優勝賞 瑞穂農芸高等学校 １年 松島　杏桜 受け継がれていくニワトリ～ Since. 9０００B.C. ～
優 秀 賞 瑞穂農芸高等学校 ２年 森　　咲菜 豚のすべて～人間と豚との関係～

瑞穂農芸高等学校 3年 林　　静流 動物たちの恋愛事情！！
佳 作 瑞穂農芸高等学校 １年 丸山菜々心 雑草の種類と草取りについて
＜一般の部＞
最優秀賞 丹生美智代 日本のたいせつな宝～方言を学ぶ～
優 秀 賞 梅田　美枝 表情について
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１月９日、スカイホールで、令和４年成人式を行いました。当日は２６６人の新成人が参加し、新成人を代
表した実行委員から、新成人としての決意や感謝の意が述べられました。また、第２部では、中学生時代の恩
師からのメッセージや、思い出の画像を収録したビデオレターが上映されました。

【問合せ】社会教育課社会教育係　☎５５７－６６9５

令和４年成人式

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ています。小
学校ではＢ４版の１０㎜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、中学校で
は普段学習していることを提出してもらいました。今回は、全部で３２０名の応募があり、審査は以下の４つ
のポイントに沿って学校の先生方により行われました。
●審査のポイント
　（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
　（４）表記
　　　字の間違いがないか
●入賞者（敬称略）

※受賞作品の一部について、５～８ページに掲載しています。※受賞作品の一部について、５～８ページに掲載しています。
　また、作品の詳細について、動画で見ることができます。（https://youtu.be/　また、作品の詳細について、動画で見ることができます。（https://youtu.be/95mky2T8k_s）mky2T8k_s）

これまでに５回（令和２年度に３回、令和３年度に２回）コンクールを行っていますが、審査をしていて、
決められた字数だけで表現することが難しいという面が見られました。そこで、次回コンクールでは、学習用
タブレット端末を使用する「デジタルノートまとめ部門」（字数制限なし）を実施することになりましたの
で、たく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　第2回瑞穂町ノートまとめコンクール

賞 学校名・氏名
＜小学３年生の部＞
最優秀 四小 田熊　紗愛
優秀 二小 臼井　匠 二小 佐藤　大駕

＜小学４年生の部＞
最優秀 二小 田邊　結愛
優秀 二小 児玉　凰輝 四小 岩㟢　愛理

＜小学５年生の部＞
最優秀 二小 山川　光央
優秀 二小 濱竹　紗綺 四小 中西　瑠奈

＜小学６年生の部＞
最優秀 二小 長澤　いちか
優秀 四小 リバース　愛莉 四小 田代　みなみ

賞 学校名・氏名
＜中学１年生の部＞
最優秀 二中 野村　愛海
優秀 二中 小俣　亜子 二中 瀨戸　源大郎

＜中学２年生の部＞
最優秀 二中 磯貝　智子
優秀 二中 西村　未実 二中 横田　大輝

＜中学３年生の部＞
最優秀 瑞中 古川　桜
優秀 二中 木﨑　幸歩 二中 池田　彩
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ノートまとめコンクール　ノートの紹介（1）

田熊　紗愛さん（四小３年）「虫歯の仕組み」

田邊　結愛さん（二小4年）「算数計算のきまり」
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ノートまとめコンクール　ノートの紹介（2）

山川　光央さん（二小５年）「分数と小数、整数の関係」

長澤　いちかさん（二小６年）「イーハトーブの夢」
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ノートまとめコンクール　ノートの紹介（3）

リバース　愛莉さん（四小６年）「新型コロナウイルスについて」

野村　愛海さん（二中1年）「本の紹介イラストレポート」
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ノートまとめコンクール　ノートの紹介（４）

磯貝　智子さん（二中2年）「ネットでミュージアム見学」

古川　桜さん（瑞中３年）「関係代名詞の使い方」
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別刷りの分析結果（令和３年度　全国学力・学習状況調査の瑞穂町の結果、分析及び方策等について）に加
えて、瑞穂町の児童・生徒の状況について詳しく説明します。
（瑞穂町の結果、数値は国語及び算数・数学の各平均正答率の平均、単位は点）
「携帯電話・スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束したことを守っていますか」

この質問について、小学校６年では、「持っていない」と回答した児童は、「きちんと守っている、だいたい
守っている」と回答した児童よりも３.４ポイント、「あまり守っていない、守っていない」と回答した児童よ
りも１６. １ポイント、「約束はない」と回答した児童よりも１０. ５ポイント、平均正答率が高い結果となり
ました。
また、中学校３年では、「持っていない」と回答した生徒は、「きちんと守っている、だいたい守っている」
と回答した生徒よりも８. ７ポイント、「あまり守っていない、守っていない」と回答した生徒よりも１５. ９
ポイント、「約束はない」と回答した生徒よりも１１. ６ポイント、平均正答率が高い結果となりました。
この結果から家庭内でのきまりが定着していないなどの状況から、インターネット（検索やゲーム等）を長
時間使用してしまい、学習時間の確保が十分でなくなってしまう傾向があると考えられます。
現代社会では、インターネットの普及が進み、ご家庭でも子どもたちが、スマートフォンやコンピューター
を使用して調べ学習をするなどの様子が見られるようになってきました。また、瑞穂町立小・中学校では「Ｇ
ＩＧＡスクール構想」の取組で一人一台タブレットＰＣの配布も行い、情報化社会の中での生きる力の育成を
推進しているところです。インターネットを活用するためのモラルやルールを守り、適切に活用することで、
学力向上につなげていく取組を引き続き行ってまいります。
ご家庭でも、インターネットを使用する良さとともに、考えられる課題点などをお子様と話す機会を設け、
家庭内でのルール作り等をとおして、情報機器を文房具のように活用していく力を育んでいくことを期待して
います。

瑞穂町教育委員会、町立小・中学校では、以下の取組を推進しています。

①　スマホやゲームの一日の合計利用時間、使わない時間帯・場所を決めよう。
②　必ずフィルタリングを付け、パスワードを設定しよう。
③　送信前には、誰が見るか、見た人がどのような気持ちになるか考えて読み

返そう。
④　個人情報を教えたり、知らない人と会ったり、自画撮り画像を送ったりし

ない。
⑤　写真・動画を許可なく撮影・掲載したり、拡散させたりしない。

【問合せ】教育指導課指導係　☎５５７－６６94

令和3年度　全国学力・学習状況調査について
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けやき館　企画展「瑞穂の狭山茶」� １０月１９日～１２月５日けやき館　企画展「瑞穂の狭山茶」� １０月１９日～１２月５日
１０月１９日から１２月５日まで、企画展「瑞穂の狭山茶」を開催しました。瑞穂町の狭山茶は、東京都で
は一番の生産量を誇り、お茶畑は瑞穂を代表する景観の一つとなっています。
今回の展示では、瑞穂町の茶業組合やＪＡにしたま元狭山支店などのご協力を得て、瑞穂町の狭山茶の歴史
について、史料や道具からたどっていき、狭山茶の誕生から現在の取り組みまで紹介しました。
期間中は町内外から多くの方々がご覧くださいました。また関連イベントとして、東京狭山茶手もみ保存会
による「東京狭山茶手もみ実演」、当館学芸員によるギャラリートークと講演会「資料にみる狭山茶」の講演
を行いました。今後も瑞穂の産業に関わる展示を行っていきたいと考えています。

耕心館・けやき館連携事業　企画展「やさしさを耕心館・けやき館連携事業　企画展「やさしさを鍛鍛
たたたた

く　萩野紀子金工展」� １１月１３日～１１月２８日く　萩野紀子金工展」� １１月１３日～１１月２８日
日高市在住で日本伝統工芸展などで受賞を重ねる萩野紀子氏の作品を展示した企画展を、耕心館１階ギャラ
リーとエントランス、けやき館ガイダンスホールで開催しました。展示作品は日本伝統工芸展に出展した「鍛

たん

矧
はぎ
合
あわせ
鉢
はち
」（３６. ５×３６. ５×１６　金・銀・赤銅）をはじめ、花器や鉢といった大作や茶道具、酒器、アク

セサリーなど約３０点の作品が並びました。展示には普段使用している道具や材料、実際に鍛金をしている様
子を工房へ出向き写真に収め、作品が出来上がるまでの工程など作者のコメントを添えてパネルでご紹介しま
した。
また、関連イベントとして「ワークショップ　シルバーリング制
作」を１１月２０日に開催いたしました。参加者から事前に指のサ
イズをお聞きしたリングを各種ご用意し、鉄工やすりで細工を施す
ものです。「道具の扱いが難しかったが楽しくできた」といったお
声をいただきました。

【問合せ】けやき館　☎５６8－0６３4／耕心館　☎５６8－1５0５

けやき館・耕心館企画展

展示室の様子 東京狭山茶手もみ実演の様子

展示の様子 シルバーリング制作の様子
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瑞穂町教育委員会では東京都教育委員会から「国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業」の指定を
受けています。今年度はオリンピック・パラリンピックの実施に合わせて、体力テストに沿った学年別・男女
別のオンライン競技大会（リモートオリンピック）を実施します。
新型コロナウイルス感染症防止に取り組む中、活動に制限がありますが、運動を「する・みる」を中心に町
内で学校版オリンピックを実施し、体力向上を図っています。

●瑞穂町リモートオリンピック●瑞穂町リモートオリンピック
実施競技　小学校　５０ｍ走・反復横跳び・ソフトボール投げ
　　　　　中学校　５０ｍ走・反復横跳び・ハンドボール投げ

【問合せ】教育指導課指導係　☎５５７－６６94

令和3年度瑞穂町リモートオリンピックの実施について

○各学校で小学５・６年生、中学１年生から種目別・男女別に学年代表選手１名を選出
○競技の様子を動画で撮影
○各校（小学校は５校、中学校は２校）の競技の様子を１つの画面で視聴できるように動画を編集

○児童・生徒は、編集した動画の一部分（「５０ｍ走」はスタートとゴール前１秒間の動画、「反復横
跳び」はスタートから１０秒間の動画、「ボール投げ」は投てき時の動画）を視聴し、どの学校の
選手が１位になるかを予想する。（⇒予想ピック）

○その際、「なぜ一番速いのか？」「なぜ一番多く動けるのか？」「なぜ遠くまで飛ばせるのか？」を
予想することで、思考力等を育成する。

○児童・生徒は動画の全部を視聴し、競技結果を共有する。また、専門家（大学教授）からのアドバ
イスを受ける。

○競技の結果と予想ピックの結果を合わせた総合得点の高い学校を、学年ごとに表彰する。

前号でお知らせした以降、９月から１２月まで定例会
を４回開催しました。
＜主な議案＞
・瑞穂町図書館の管理運営に関する規則の一部を改正す
る規則
・瑞穂町地域図書室の運営に関する条例施行規則の一部
を改正する規則
・瑞穂町図書館資料宅配サービス実施要綱
・瑞穂町立中学校部活動指導員設置要綱
・瑞穂町いじめ問題調査委員会の委嘱について
・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（瑞穂町図書館設置条例）
・令和３年度一般会計補正予算（第１１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＞
・令和３年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者について
・瑞穂町社会教育委員の会議提言書について
・改修後の図書館サービス拡大等について
・瑞穂町自然保護等指針（令和２年度実績調査結果）の
まとめについて
・令和４年度一般会計教育費予算の編成について

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
を除く）。
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
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本誌に掲載している情報は、令和４年１月２４日時点のものです。新型コロナウイルスの影響により、イ本誌に掲載している情報は、令和４年１月２４日時点のものです。新型コロナウイルスの影響により、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、町ホームページをご覧ください。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、町ホームページをご覧ください。

対話的な深い学びを楽しむ
若手教員の研修を手伝っている。今求められている
対話的な深い学びを可能にする第一条件は、全児童が
「自力で問題が解ける」ことである。若手教員のめざ
す授業も、まずそこに目標を置いている。
昨年度は、三小の薬袋先生が自力解決１００％を達
成した。今年度は、同じく三小の明智先生が達成した。
コロナ禍の中でも多くの若手教員は、教材研究し、
指導計画・課題・問題提示を工夫、自力解決時の個別
指導を徹底して、目標９０％以上を達成している。
三小の髙橋先生は、多角形の内角の和を演繹的な方
法で指導した。四小の橋本先生は、かけ算の導入でＩ

Ｔを活用し、皿に乗った果物の映
像が流れてくると全児童が５飛び
の数を斉唱した。八木先生は、長
方形を平行四辺形に変形できる教
具を工夫し、求積意欲を高めた。
小林先生は、草原に紐で繋がれた
山羊が草を食む設定で円の導入を
した。五小の山本先生は、交差する４本の直線の中か
ら三角形を見つけ定義付けさせた。
対話的な授業は楽しい。詳細は、教育委員会ホーム
ページ内の「算数ピクニック」を参照ください。

教育委員会委員談話
第2６回：瑞穂町教育委員会　委員　滝澤 福一

東京都教育委員会が主催する「東京都小学生科学展」が行われました。今年度は小林唯菜さん（一小）の作
品が瑞穂町の代表者として出品されました。
子どもたちの身近な生活の中で「不思議だな」と思ったことについて、自分で研究の方法などを計画し、ま
とめていきます。
これからも子どもたちが、学校での学習だけでなく、自分で研究課題を見つけ、探究していく力を伸ばして
いくことを期待しています。

【問合せ】教育指導課指導係　☎５５７－６６94

東京都小学生科学展


