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　区立図書館には、学校にはない絵本や読み物、趣味やスポ
ーツなどの本はもちろん、自由研究に役立つ本がたくさんあ
ります。課題図書や自由研究の本だけでなく、今まで読んだ
ことのない本を読めば、きっと新しい世界が広がります。
　本のほかにもCDやビデオなどの資料も用意しています。
　また、右表のような楽しい催しもあります。
　他の図書館でもさまざまな行事を予定していますので、各
図書館にお問合せください。
　各図書館の場所や行事などは図書館のホームページでもご覧になれます。

【ホームページアドレス】http://www.lib.nerima.tokyo.jp/

【問合せ】各区立図書館

光が丘〔電話5383-6500〕 練　馬〔電話3992-1580〕 石神井〔電話3995-2230〕 平和台〔電話3931-9581〕
大　泉〔電話3921-0991〕 関　町〔電話3929-5391〕 貫　井〔電話3577-1831〕 稲荷山〔電話3921-4641〕
小　竹〔電話5995-1121〕 南大泉〔電話5387-3600〕 春日町〔電話5241-1311〕 南田中〔電話5393-2411〕

“夏休みに行ってみよう!!”

会　期：7月25日（日）～9月5日（日）
場　所：練馬区立美術館（練馬区貫井1-36-16）
内　容：�中村宏氏は昭和7（1932）年静岡県浜松市生まれの美術家で、昭和26（1951）

年に19歳で上京し、日本大学芸術学部に入学、以来練馬区に在住しています。
今回、中村氏の初期作品から近作まで美術館所蔵品を中心に、イラストやダイ
アグラム、レタリングのほかモチーフにした自作模型を展示し、その独自の歩
みを紹介します。また、関連ワークショップや鑑賞プログラム（4・5面掲載：
いずれも事前申込制）も行います。詳しくは、ねりま区報7月1日号・21日号
および区ホームページをご覧ください。

観覧料：�一般500円、高校・大学生と65～74歳の方300円（各種割引有り）、中学
生以下と75歳以上の方�無料

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/bunka/museum/index.html
【問合せ】練馬区立美術館〔電話3577-1821〕

展覧会「タブロオ・マシン（図画機械）—中村宏の絵画と模型」美術館

たくさんの本と出合って自分の世界を広げよう！図書館
場所 内容・とき

小竹図書館 おたのしみ会…7月21日（水）15時～

貫井図書館
おたのしみ会「パパ’sプロジェクトさん
と楽しむ絵本ライブ」…8月21日（土）14
時～15時30分定員30組　整理券配付

関町図書館 本の探検ラリー…7月31日（土）、8月1
日（日）10時～16時30分

《似而非機械》1971年

4・5面にもあるよ!
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　子供たちが豊かな人間関係を築いていくために、子供たちのコミュニケーション能力を育むよう学校や家庭で考えて
いきたいものです。

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikucenter/shokuin/kenkyu/index.html
【問合せ】総合教育センター〔電話3904-4881〕

～第17回　練馬区児童・生徒基礎調査結果がまとまりました～
　総合教育センターでは、区立小・中学校における学級経営や生活指導に資することを目的として、毎年、児童・生徒
の意識と生活実態に関する調査を行っています。
　子供たちの間にも携帯電話が急速に普及している現在、対人関係の基本となるコミュニケーションはどのように行わ
れているのか、「子供たちの人とのかかわりは、今」をテーマに、区内の小学校4年生から中学校3年生までの児童・生
徒、約1700人を抽出して調査を行いました。ここでは、調査結果の一部をご紹介します。報告書の全文は区ホームペ
ージに掲載していますので、是非ご覧ください。

『子供たちの人とのかかわりは、今』

○あなたは、家族とどのくらい話をしますか

家族とのかかわり

　家族で会話を「よくする」割合
は、女子82％、男子67％と男女差
が見られ、学年が上がるとともに
家族との会話が減少しています。

○あなたは友達に気持ちや考えを伝える時、
　どんな方法でしていますか

友達とのかかわり

○�あなたは、人とのかかわりの中で大切だと思うも
のは何ですか

その他の大人とのかかわり・
コミュニケーション全般

　気持ちや考えを伝え合う時の
方法は、成長するにつれてメール
の比率が高くなっています。

　「人とのかかわりの中で大切であると思うもの」につ
いては、「信頼」「思いやり・親切」とする回答が各学年
おおむね7割以上あり、また「感謝する心」「協調」など
が上位でした。
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子供の変化やサインに気付いていますか？
□ 顔色が悪く、活気がない　　　　□ 自暴自棄な言動をとる　　　　　　□ 急に成績が低下する
□ 眠れないことが続く　　　　　　□ 突然、泣き出す　　　　　　　　　□ 休日の翌日に欠席するようになる
□ 自らを傷つける行為に及ぶ　　　□ 身だしなみを気にしなくなる　　　□ 突然、家出をする

生命を大切にする教育の推進について
　生命の尊さや生きることの意味を教え、変化の大きな社会を主体的に生き抜く力を育てることが、学校や家庭に求め
られています。
　教育委員会では、平成20年12月に教師用指導資料「今、学校にできること」を作成し、全教員に配布するなど、生命
を大切にする指導の充実を図っています。夏季休業日は、子供にとって自らと向き合い生き方を考える有意義な機会で
あるとともに、心に変化が現れる時期でもあります。一方で学年が上がるとともに困ったことを家族に相談する割合が
減少する傾向にあります。
　各家庭においては、下の事項を参考にして、夏季休業日の子供の変化を感じとるよう心がけてください。また、気に
なることがありましたら学校等にご相談ください。教育相談室でも随時相談を受け付けています。

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話5984-5759〕

	 練馬教育相談室　　　3991—3666	 光が丘教育相談室　　　5998—0091
	 関教育相談室　　　　3928—7200

　受付時間　月〜土　9：00〜17：00（金曜日のみ18：00まで受け付けています）

　区では、魅力ある学校づくりと、保護者・生徒の意思を尊重する公平で透
明性のある制度の実現をめざし、平成17年度から区立中学校の学校選択制
度を実施しています。
　学校選択制度では、保護者・生徒（平成22年10月1日現在練馬区在住の
方）が、入学を希望する中学校を選ぶことができます。ただし、通学区域外
からの選択希望者数が、通学区域外からの受け入れ可能人数を大幅に超えた
学校は、抽選を行います。

【今後の予定】
◆�9月上旬：練馬区在住の6年生に「平成23年度入学�練馬区立中学校�学校
案内」（冊子）を配付
　�※�「学校案内」には、各校の特色や行事、部活動の様子などが掲載されて

います。また、学校選択制度についても詳しく記載されていますので、
よくお読みいただき、学校を選択する際の参考にしてください。

◆10月初旬：選択希望票を配付
◆11月初旬：選択希望票提出締切
　※�配付および提出は、練馬区立小学校在籍児童は在籍小学校を通して、そ

の他の小学校在籍児童は郵送で行います。
　※��学校選択制度の詳しい内容やQ&Aは、区ホームページでご覧いただけ

ます。
【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/shochu/gakkosentaku/index.html

【問合せ】学務課 学事係〔電話5984-5659〕

平成23年度新中学1年生対象「区立中学校の学校選択制度」
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区立プール
● 小・中学生の利用料金は1時間100円です。（小学校入学前のお子さんは無
料、大人の方は1時間200円です。）

●土曜日の正午までに入場した小・中学生は、2時間まで無料です。
施　設　名 所在地 電話 利用期間 利用時間

光が丘体育館
温水プール

光が丘
4‒1‒4 5383‒6611 通年 午前9時～

午後9時
上石神井体育館
温水プール

上石神井
1‒32‒37 5991‒6601 通年 午前9時～

午後9時30分
平和台体育館
温水プール

平和台
2‒12‒5 5920‒3411 通年 午前9時～

午後9時30分
大泉学園町体育館
温水プール

大泉学園町
5‒14‒24 5905‒1161 通年 午前9時～

午後9時30分

三原台温水プール 三原台
2‒11‒29 3924‒8861 通年 午前9時～

午後9時30分

石神井プール 石神井町
5-12-16 3997‒6131 7月1日～

9月10日
午前9時～
午後7時

中村南スポーツ交流
センター温水プール

中村南
1‒2‒32 3970‒9651 通年 午前9時～

午後9時30分
○ 石神井プール以外のプールは、水泳帽の着用が必要です。
○ 小学3年生以下のお子さんには、水着を着用した18歳以上の方が付き添ってください。付
添者1名につき2名までのお子さんが入場できます（おむつの取れていない乳幼児は利用で
きません。付添者も利用料金が掛かります）。

○ 装身具を身に着けての遊泳はできません。
○ 盗難防止のため多額の現金や貴重品はお持ちにならないようお願いします。
○ 浮き輪以外の遊具の持ち込みはできません。また、浮き輪の利用は、石神井プールおよび
上記施設の幼児用プールに限ります。ただし、混雑時は利用できない場合があります。

○ 休場日は毎月第二月曜日です（石神井プールは無休）。
○ 石神井プールと三原台温水プールの幼児用プールは屋外のため、悪天候などにより開場の
一時見合わせや休場の場合があります。

○ 車での来場はご遠慮ください（石神井プールには、駐車場はありません）。
【問合せ】光が丘体育館〔電話5383-6611〕

「学校プール開放」
～暑い夏はやっぱりプール！～

　区立小学校のプールを夏休み期間中に一般開放します。
各校で注意事項が決められていますので、ルールを守っ
て利用してください。
利用料金  1回50円（保険料など）
申 込 み  当日会場受付
日　　程  学　　校　　名 開　放　日

旭丘小学校 旭丘2-21-1 8月7日㈯～10日㈫、14日㈯～20日㈮
豊玉小学校 豊玉中4-2-20 8月2日㈪～12日㈭
練馬第三小学校 貫井1-36-15 8月7日㈯～16日㈪（最終日は午前のみ）
田柄第二小学校 田柄1-5-27 8月7日㈯、8日㈰、14日㈯～22日㈰
旭町小学校 旭町2-29-1 8月9日㈪～11日㈬、16日㈪～20日㈮
石神井東小学校 南田中3-9-1 8月9日㈪～18日㈬
上石神井北小学校 石神井台5-1-32 8月5日㈭～15日㈰
大泉第四小学校 西大泉1-24-1 8月5日㈭～15日㈰

＊ 今年度、豊玉第二小学校は、校舎耐震補強工事が行われるため、学校プール開放を実施しません。
※注意事項
○利用時間は、午前10時～正午、午後1時～3時です。
○水泳帽の着用が必要です。
○ 小学2年生以下のお子さんには、水着を着用した18歳以上の方が付き添ってください。付
添者1名につき2名までのお子さんが入場できます（おむつの取れていない乳幼児は利用で
きません。付添者も利用料金が掛かります）。
○装身具を身に着けての遊泳はできません。
○貴重品（財布・携帯電話等）はお持ちにならないでください。
○浮き輪以外の遊具の持ち込みはできません。
○車・自転車での来場はご遠慮ください。

【問合せ】スポーツ振興課 振興係〔電話5984-1948〕

「夏休み水泳教室」
～泳げなくても大丈夫！

水泳教室に参加して
泳げるようになろう！～

対　象 　 来春小学校入学予定の幼児および小学生以
上の方
※ 小学2年生以下のお子さんは、水着を着用した18
歳以上の方が同伴で教室に参加してください。

内　容 　 泳力に応じた班別指導、水中ゲーム等

とき・
場　所 　

［A］ 8月9日㈪～15日㈰ 大泉第二小学校
［B］ 8月10日㈫～13日㈮・15日㈰～17日㈫ 向山小学校  

いずれも午前10時～正午まで（全7日制）
定　員 　 各70名（抽選）

費　用 　 200円（保険料など）

申込み 　 封書に①教室名②希望会場（［A］［B］の別）③参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記入した便箋な
どの紙と、返信先を記入し80円切手をはった返信用封筒（長
形3号）を同封のうえ、7月21日（必着）までに
 　〒176-8501 豊玉北6-12-1スポーツ振興課振興係へ
郵送してください。

【問合せ】スポーツ振興課 振興係〔電話5984-1948〕

総合教育センター

　総合教育センターでは、個人での学習や読書
等にご利用できる「学習室」を開放しています。
この機会にぜひご利用下さい。
【利用時間】午前9時から午後9時30分
【休 館 日】年末年始（12月29日から1月3日）
【席　　数】32席
【利用にあたっての注意事項】
　お互いに気持ちよく利用できるよう、次のことを守ってください。
　⑴静かな環境を保つように行動する。
　⑵ヘッドフォン、携帯電話などを他の人に聞こえる音量で使わない。
　⑶ ノートパソコン・電卓等を使用する際は、①大きな音を響かせな

い　②電源は持参したものを使用する。
　⑷学習室内で飲食はしない。

【問合せ】総合教育センター 管理係〔電話3904-4881〕

　
行事名 開催日時 対象 内　　　容 開催場所・問合せ

親子で作ろう！手打ちうどん
～公民館サポーターズ料理講座 7月31日㈯ 10：00～14：00 小学生と保護者／12組 親子で協力してうどんをこねあげます（材料費1組1,000円）

練馬公民館〔電話3991-1667〕
リリヤン糸を刺しゅうして作る額飾り
～夏休み子ども手芸教室 8月 1日㈰ 13：00～16：00 小学3年生以上／20名

（保護者も可） リリヤン糸を刺繍して、かわいらしい額絵を作ります（材料費800円）

こどもえいがかい
7月24日㈯ いずれも10：00上映開始8月14日㈯（9：30開場）8月28日㈯

子供・親子（年齢の制限は
ありません）

PiPiとべないホタル（アニメ）
戦争童話集1（アニメ）
親子ねずみの不思議な旅（アニメ）

こどもフェスティバル（南大泉青少年館） 8月 7日㈯ 子供・親子　3歳～15歳 多くの友達と遊びを通じてふれ合い、楽しい一日が過ごせます。 春日町青少年館〔電話3998-5341〕
※ こどもフェスティバルの開催は南大泉
青少年館（問合せは春日町青少年館）

フリースポーツ 夏休み期間中の月・火・水・金 15：15～16：45 青少年　6歳～30歳 バドミントン・卓球（無料）
青少年将棋コーナー 夏休み期間の毎週日曜 9：00～12：00 青少年、区民　6歳以上 自由に将棋を楽しめる場を開放します。
中村宏展関連ワークショップ
中村宏連続絵画

A 7月30日㈮ 13：30～16：00
B 8 月 8 日㈰ 13：30～16：00

A小学1～3年生・20名
B小学4年生以上・20名

展示されている作品と作品の間に何があるのか想像して、2つの作
品をつなぐ「連続絵画」を描いてみよう

練馬区立美術館〔電話3577-1821〕

中村宏展関連鑑賞プログラム テーマ「マシン」
拡大！美術館

7月31日㈯ 13：30～14：30
8 月 7 日㈯ 13：30～14：30 小学2年生以上・各回5名 テーマに沿って作品を鑑賞し、言葉に変換する楽しみを体験します。

中村宏展関連鑑賞プログラム テーマ「マシン」
トコトコ美術館

7月31日㈯ 15：00～16：00
8 月 7 日㈯ 15：00～16：00

3歳～小学1年生と保護者
・各回5組 展示室内でテーマに沿った作品鑑賞と読み聞かせ、工作を行います。

美術館を楽しむワークショップ
かのんぶ♪のみんなで発声
ワークショップ＆ミニコンサート（仮）

8月28日㈯ 10：30～12：30、14：00～16：00 5歳～大人・各回20名 美術館で楽しく声を出す体験をしてみましょう！

ふれあい土曜事業

7月24日㈯ 14：00～15：00
7 月31日㈯ 14：00～15：00
8 月 7 日㈯ 14：00～15：30
8 月14日㈯ 10：00開始
8月21日㈯ 11：00～11：15、14：00～14：15
8 月28日㈯ 13：00～15：00

子供（おもに小・中学生）・
親子

うちわをつくろう
かざぐるまをつくろう
プラネタリウムをつくってみよう
石神井公園ふるさと文化館を探検しよう
いろり端で聞くねりまの昔ばなし
勾玉をつくろう

石神井公園ふるさと文化館
〔電話3996-4060〕

プール

学習室いろいろな夏の催し

“夏休みに行ってみよう!!”1面の続きだよ!

いっぱいあるね!

読書も
できるよ!
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　教育委員会では、教育課題研究指定校・教育研究校等として毎年10校（園）程度の区立小・中学校（園）を指定し、授
業改善等を推進しています。

【教育課題研究指定校】
学校名 教科等 教育課題 発表日

① 開進第二小学校 道　徳 豊かな心の育成 11月5日（金）
② 開進第四小学校 道　徳 豊かな心の育成 1月28日（金）
③ 石神井東小学校 国語・体育・道徳・外国語活動 学力向上 12月3日（金）
④ 上石神井小学校 特別活動等 豊かな心の育成 2月4日（金）
⑤ 中村西小学校 教科等（言語活動） ICTの活用 平成23年度
⑥ 田柄第二小学校 全教科等（食育） 健康教育 平成23年度
⑦ 春日小学校 算数・理科 学力向上 平成23年度
⑧ 豊玉中学校 全教科等（ICT） 学力向上 平成23年度
⑨ 開進第一中学校 全教科等 学力向上 平成23年度

【教育研究校（園）】
学校（園）名 教科等 研究テーマ等 発表日

① 光が丘さくら幼稚園 表　現 豊かに感じ表現する子供をはぐくむ 11月26日（金）

② 豊玉小学校 体　育 自分のめあてをもち、主体的に学習する子供の
育成 10月29日（金）

③ 豊溪小学校 国語・算数 ひびき合い　学び合う子の育成 2月10日（木）

④ 旭町小学校 道　徳 相手を大切にし、思いや考えを伝え合う子供の
育成 1月21日（金）

⑤ 北原小学校 国語・言語活動 自分の思いや考えを適切に表現する児童の育成 11月19日（金）
⑥ 石神井西小学校 国　語 ゆたかにかかわり　学び合える児童の育成 11月30日（火）
⑦ 北大泉幼稚園 全領域（食育） 心も体も健やかな幼児の育成を目指して 平成23年度

⑧ 豊玉東小学校 学級活動 学級活動の特質を生かし自尊感情を高める指導
の工夫 平成23年度

⑨ 練馬第二小学校 理科・社会等 21世紀の環境をよりよくしていこうとする児童
を育てる 平成23年度

⑩ 向山小学校 全教科等 言語の力を育て、コミュニケーション能力を高
める指導法の工夫 平成23年度

⑪ 高松小学校 全教科等 思いや考えを伝え合う子供の育成 平成23年度

⑫ 南田中小学校 国　語 「読むこと」を大切にし、自分の考えを表現でき
る子の育成 平成23年度

【特別支援学級発表校】
学校名 教科等 教育課題 発表日

① 練馬第三小学校 算　数 教師の感性を磨く学習指導改善 12月10日（金）
② 南が丘中学校 全教育活動 主体的に心豊かに生活する力の育成 12月17日（金）

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話5984-5759〕

区立幼稚園・小中学校では、校（園）内研究を通して授業改善に努めています

［大泉学園小学校］［大泉中学校特別支援学級］

平成21年度
授業風景
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「平成21年度 教育に関する事務の管理および執行の状況の
点検・評価（平成20年度分）報告書」をご覧いただけます

　教育委員会では、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関す
る報告書を作成し、練馬区議会に提出するとともに、区民の皆さまに公表しています。
　平成21年度の教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価を実施し、報告書を作成しましたので、
その結果を区ホームページに掲載しています。また、この報告書はつぎの区立施設でご覧いただけます。

【報告書を閲覧できる区立施設】
区役所〔学校教育部庶務課（本庁舎12階）、生涯学習部生涯学習課（本庁舎11階）、区民情報ひろば（東庁舎3階）〕、
総合教育センター、教育相談室（3室）、練馬公民館、青少年館（2館）、美術館、石神井公園ふるさと文化館、体育館（7
館）、区立図書館（12館）

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/tenken_kyoka/index.html
【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

　平成22年4月から6月までの教育委員会は、定例会6回を開催しました。
　開催した会議の主な内容を記載します。
議案　教科書協議会への諮問内容について　他1件…【4月26日可決】
　　　 「練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を

改正する条例」の制定依頼…【5月11日可決】
　　　「練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼…【5月24日可決】
　　　 「練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の制定について

　他1件…【6月28日可決】
協議　これからの生涯学習のあり方について…【4月13日協議】
　　　 教育委員会における当面の課題について…【4月13日、4月26日、5月11日、5月24日、6月14日、6月28日協議】
練馬区教育委員会委員長の職務を代行する者の選出…【4月13日選出】

～教育委員会は傍聴できます～
　　　 　教育委員会では、教育行政全般について、審議・決定しています。開催日、議題およびこれまでに開催した会

議の詳しい内容については、区ホームページに掲載しています。会議はどなたでも傍聴できます。傍聴を希望す
る方は、開催場所を確認の上、開催当日に手続をしてください。なお、傍聴の受付は会議開始時間の�0分前か
ら始め、傍聴者が18名に達した時点（原則として先着順）で締め切らせていただきます。

 【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html
【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

教育委員会の動き（平成22年4月～6月）

　区では、今日の情報通信社会において子供も大人も必要な能力である、様々な情報を正しく読み解き判断する能力「情
報リテラシー」を身につけることを目的として情報教育推進事業を実施しています。
　22年度は、小学生およびその保護者を対象に、子供に新聞を読む習慣を身につけてもらい読解力・表現力を高める
「親子で新聞スクラップ」講座など、実践的な取組を通じて情報リテラシーを理解する事業を実施しています。
　詳しくは、ねりま区報や区ホームページをご覧ください。

【親子で新聞スクラップ～新聞を読む習慣をつけよう～】　募集期間：7月12日（月）より

開催日時 開催場所 募集人数
8/16（月）、17（火）　いずれも14時～16時 総合教育センター 18組
8/18（水）、19（木）　いずれも9時30分～11時30分 練馬公民館 18組

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/shogaigakushu/sonotamanabi/index.html
【問合せ・申込先】生涯学習課 学び支援係〔電話5984-2438〕

情報教育推進事業を実施しています
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　4月25日から5月3日にかけて「平成22年度第59回
東京都中学校春季ソフトボール大会」が開催され、女子
の部で上石神井中学校が見事に優勝しました。
　全85チームが参加する中、強敵を次々と撃破し、決
勝戦では私立の強豪校である日出中学校に最終回で逆転
をする劇的な勝利となりました。
　公立中学校の優勝は、15年ぶりの快挙となります。 上石神井中学校ソフトボールチーム

　お話をうかがっている最中も、休み時間になった児童が笑顔で駆け寄ってくるなど、ボランティアの方と児童の交流
が図られていることが良く分かりました。また、「学校としても普段の学校の状況を理解していただく良い機会になる
ことを喜んでおり、ボランティアの方からご意見をいただくことによって改善すべきところも見つかる（副校長）」と、
学校の運営にも役立っています。
　学校安全安心ボランティアの登録は各小学校で受け付けています。興味をもたれた方はこの機会に是非ご参加ください。

【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

東京都中学校春季ソフトボール大会で
上石神井中学校が優勝!!

　授業中の児童の安全確保のため、平成16年度から全区立小学校で、
保護者や地域の方などにご協力をお願いして「学校安全安心ボランテ
ィア」活動をしていただいています。
　主な活動内容は、玄関受付等での来校者への声かけや校内巡回、一
緒に遊んだり給食を食べたりすることにより児童との交流を図ること
などです。
　今回、春日小学校で事業開始当初から現在も活動されている学校安
全安心ボランティアの方たちに、その活動についてお話をうかがいま
した。

Q： 春日小学校では、何名くらいの方が安全安心ボランティアに参加されているのですか。また、どのくらいの頻度で
活動をしているのですか。

A： 年によって変わりますが、だいたい100名余りの方がボランティアとして登録されていて、授業のある日は必ずボ
ランティアがいるように当番を割り振っています。人数が多いので当番は年に1～2回くらいです。また、活動の
時間帯もそのボランティアの都合に合わせているので、負担になるようなことは全然ありません。逆に、当番以外
の日でも都合のつく方は自由に参加することができます。

Q： 春日小学校の活動の特色等はありますか。

A： ボランティアは主に校内巡回を行い、子供たちに危険なことがないか確認
しています。また、授業を見学して日頃の様子を知ったり、一緒に給食を
食べて子供たちとの交流を図ったりすることも活動の一部です。子供たち
も先生方もみんなほのぼのとしていて学校全体がとても良い雰囲気です。

Q： 活動をしていて良かったことや困ったことなどはありますか。

A： 困ったことは特にありません。子供たちや学校の普段の様子を見ることが
できるのは、とても良いところだと思います。

※活動規模や形態については、学校ごとに異なります。

保護者や地域の方などのご協力で授業中の安全を確保
～学校安全安心ボランティア事業～

今回お話をうかがった春日小学校安全安心ボランティア
の長田さん（左）と仲村さん（右）

校内巡回の様子




