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練馬区立小中一貫教育校
大泉桜学園が開校

大泉学園
桜小学校

大泉学園
桜中学校

　大泉桜学園では、中学校の教科担任制へのスムーズな移行や学習内容の一層の充実を目指して、５・６年生の社会と理
科で教科担任制を取り入れたり、その日の授業はその日に分かるまで教える学校を目指すため、個別補充学習の充実を図
ります。また、幅広い異学年のかかわりを深めて親近感・連帯感が養われるように、縦割り活動による遠足や飯ごう炊さん、
全校児童・生徒による運動会や、学芸会と合唱祭を統合した桜祭など、様々な教育活動に取り組みます。こうした大泉桜
学園の取組とその成果をすべての区立小中学校の小中一貫・連携教育に活かしていきます。

【ホームページアドレス】http:/www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/atarashi/shochuikkan/kaiko.html
【問合せ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当係〔電話5984-1034〕

【東日本大震災への対応について】
　３月11日に発生した、東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様方
に心からお見舞い申し上げます。
　教育委員会では東日本大震災に際し、学校施設や図書館・体育館などの生涯学習施設において子供たちや利用者の安
全を確保した上で、被災状況の把握、情報収集を行うとともに、施設の安全点検を実施いたしました。
　その後、余震や計画停電が続く中で、練馬区災害対策本部の基本方針や対応方針に基づき、子供たちや利用者への安
全確保を図りつつ、学校や生涯学習施設の運営を図ってまいりました。
　今後、電力不足への対応として、学校施設、生涯学習施設においても可能な限りの節電対策が求められています。ご迷
惑とご不便をおかけいたしますが、今回の大震災にかかる緊急措置でありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

４月６日の開校式では、小中一貫
教育校の校旗が内藤教育委員会委
員長から木下川大泉桜学園校長に
授与されました。

新しい正門から９学
年の児童・生徒が登
校します。

開校式

校旗

校舎

４月７日には、新１年生と新７年
生（中学校１年生）合同の入学式
が行われました。

入学式
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平成23年度の練馬区教育委員会教育目標を決定しました

【教育目標】	練馬区教育委員会は、教育基本法の精神にのっとり、人間尊重の精神を基調とし、学校・家庭・地域社会との緊密な連携のもとに、心身ともに健康で知性と感性に富み、人間性豊かな子供の育
成を図ります。さらに、区民が生涯にわたって主体的に学ぶことができる学習社会	ー｢学びのまち　ねりま｣ー	の実現に努め、
普遍的でしかも個性豊かな文化の創造、誇りと愛着のもてる地域社会の形成に資することをめざし、教育施策の総合的な推
進を図ります。

［教育目標］を達成するため、以下の基本方針に基づき総合的に教育施策を推進します。
１　人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成
２　豊かな個性と創造力の伸長
３　家庭教育の支援と子供たちの健全育成の推進
４　文化・芸術・スポーツ活動の振興
５　自然環境の保全と文化遺産の保存・活用・継承
※教育目標の全文は、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/kusei/gakko/mokuhyo.html
【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

平成2３年度の教育予算の概要をお知らせします

	平成23年度の主な事業	

　平成23年度の教育予算は、276億1743万円で区予算全体の約12％を占めています。
　この教育予算の中で、学校教育では、学力の向上、豊かな心の育成および健康・体力の増進を図り、児童生徒が楽し
く学ぶことができるよう、教育内容の充実に取り組みます。また、より良い環境のもとで学習でき、その効果を十分高
めることができるよう、教育環境の整備を進めます。
　生涯学習では、区民が豊かな生活を送ることができるよう、区民の生涯にわたる、さまざまな学びに対する支援や地
域での活動の機会の充実に取り組みます。
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【問合せ】庶務課　庶務係〔電話5984-5609〕

◆教育の情報化の推進
（7億4,185万円）

　「学校配備システムの最適化計画（平
成23年度～27年度）」に基づき、情報
教育、教科指導におけるICT活用の充
実など「教育の情報化」を推進します。

◆区立小・中学校の耐震補強の推進
（18億8,856万円）

　学校の耐震補強を推進するため、小
学校11校、中学校10校で工事を実施
します。これをもって、全区立小中学校
の補強による耐震工事が完了します。

◆仮称学校教育支援センターの整備
（2,925万円）

　総合教育センターを発展的に改組し、
教職員の研究・研修事業や教育相談事
業を拡充するため、「仮称学校教育支
援センター」の整備を進めます。

◆「こどもと本のひろば」の整備
（2,448万円）

　就学前の幼児・児童など低年齢から読書に親しむ機会を提
供するため、南大泉図書館の分室として「こどもと本のひろ
ば」の整備に着手します。

◆図書館資料受取窓口の設置
（1,336万円）

　区民の読書活動を支援するため、区内2か所目となる
図書館資料受取窓口を豊玉リサイクルセンター内に設置し
ます。

◆小中一貫・連携教育の推進
（1億7,744万円）

　練馬区初の小中一貫教育校である大泉桜学園が4月
に開校しました。また小中一貫・連携教育研究グルー
プの研究を開始し小中一貫・連携教育の充実を図って
いきます。

◆新学習指導要領の全面実施と移行に伴う経費
（2億577万円）

　23年度に全面実施となる小学校では、5・6年生の外国語活動
授業の指導員等の充実などを図ります。24年度に全面実施とな
る中学校では、理科教材や武道用具の整備などを進めます。さら
に、教職員の資質の向上も図っていきます。
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「練馬区いじめ防止実践事例発表会」を開催しました

〜いじめ防止標語〜

〜いじめ防止実践事例報告会〜
　いじめ防止で優れた実践があった３校から次のような報告がありました。
①光が丘あかね幼稚園〈授業部門〉
　�　友達とのかかわりの中で、相手を傷つける言葉について考える保育活動について発表しました。相手が傷つく言葉
を「トゲトゲ言葉」と名付け、幼児が相手の気持ちを考えることができるよう工夫した実践が行われました。
②関中学校〈児童会・生徒会部門〉　
　�　生徒会主催の「関中いじめゼロ！」の取組と連携し実施された「全校道徳」について発表しました。実施後の生徒の感
想には「いじめられている人の隣にさりげなくいてあげよう、声をかけてあげようと思った。」等があり、いじめ防止
の意識を高めることができました。
③谷原小学校〈保護者・地域との連携部門〉
　�　児童や保護者を対象に実施したSST（ソーシャルスキルトレーニング）について発表しました。子供たちの心が前向
きに明るくなり、トラブルにならないよう子供同士が互いに声をかけ合う姿が見られるようになりました。

　子供たちがいじめについて考え、いじめを防止する気持ちを育てることを目的として、平成22年度も「練馬区いじめ
防止実践事例発表会」を実施し、幼稚園･小中学校から事例の報告といじめ防止標語の表彰を行いました。いじめ防止標
語では、区立の小中学校から応募いただいた40,704点の中から、特に優れた作品30点を選考し一人一人に表彰状を手
渡しました。表彰作品はポスターに掲載していじめ防止の啓発に役立てていきます。

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話5984-5759〕

じょうだんも 聞く子によっては つらいんだ	 小学校１・２・３年生の部　最優秀	
	 　大泉第四小学校　２年	倉又	七海

＜シリーズ＞子供たちの健やかな成長のために
　練馬区教育委員会では、学校生活支援員、学力向上支援講師、心のふれあい相談員、小学校外国語活動指導員等を配
置し、幼稚園・小中学校の教育活動を支援しています。『教育だより』では、教育委員会が学校教育を支援するために配
置している事業をシリーズで紹介していきます。第１回は心のふれあい相談員の活動と実際の活動例を紹介します。

　教育委員会では児童生徒の悩みや不安などを和らげるため、児童生徒からの相談を受け、話し相手となる心のふれあ
い相談員を全区立小中学校に配置しています。平成21年度には１校当たり平均140件の相談がありました。平成22年

度も悩みや不安を心のふれあい相談員に伝えることで、安定した学校生活を送
ることができるようになった児童生徒がたくさんいました。
　豊渓小学校の心のふれあい相談員の小高里予さんは、児童からの相談を受け
るだけでなく、保護者を対象とした「豊溪小学校ほっともっとトーク」という時
間を設けています。
　２月に開催された際には、「子供のやさしさを引き出すための話の聴き方」を
テーマとした講話と小グループに分けたフリートークが行われました。そこで
は民生児童委員等で活動している方々をまとめ役にお願いし、保護者･地域で
連携して子育てを考える工夫がされていました。
　参加した保護者からは「気持ちを新たに子育てをがんばりたい。」「他の方の子
育ての話を聞いて安心できた。」という言葉がありました。

〜心のふれあい相談員〜

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話5984-5759〕

見のがさない いつもとちがう あの子の顔を	小学校４・５・６年生の部　最優秀	
	 　小竹小学校　　　５年	鎌倉　咲

苦しいよ 分かるか君に この気持ち	 中学生の部	最優秀	
	 　石神井南中学校　２年	富田	みなみ

「豊溪小学校ほっともっとトーク」の様子

STOP！!
いじめ
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　平成23年2月25日、南田中小学校で人気ダンス＆ヴォーカルグループ「EXILE」のメン
バーであるUSAさん、NAOKIさんらによる「夢の課外授業」が行われました。
　「夢の課外授業」は子供たちに夢とそれに挑戦する気
持ちをもってもらおうとトップアスリートやアーティ
ストなどが学校に訪れて「授業」を行う企画で、今回
500校もの応募があった中から運よく南田中小学校が
選ばれました。

　会場となった体育館で全校児童が待ちわびる中、照明が暗くなって音楽がかかり、
USAさんらが児童の前を踊りながら登場すると、会場は一気に歓声に包まれました。

　目の前で迫力あるダンスを見ることができただ
けでなく、後半は高学年を対象にダンスのレッス
ンをしてもらいました。テレビで見ている憧れの
アーティストが一緒に踊ってくれるということも
あり、今まで踊ったことがない子供たちもとても
楽しそうに体を動かしていました。
　「子供のころはダンスが得意ではなかった」とい
うUSAさんが「夢を叶えるためにはどう頑張れば
いいか」という児童の質問に対して、「つらいこと

もあるけど、夢を叶えるためならそのつらさも半分になるよ」と夢をもつことがその
人の心も強くすることを教えてくれました。実際に夢を叶えた人のその言葉は子供た
ちの心に確かに響いたことと思います。

EXILEが夢の課外授業で登場!!

ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんが熱血指導!!
　平成23年３月６日、シドニー・アテネ両オリンピックで監督としてソフトボール
日本代表チームをそれぞれ銀メダル・銅メダルに導いた宇津木妙子さんの「親子キャ
ッチボールキャラバン」が大泉東小学校で開催されました。このイベントは全国各地
で開催されていますが、今回は大泉地区で活動しているソフトボールリーグの記念行
事として企画され、地域のチームや部活動でソフトボールをやっている多くの小中学
生とその保護者らが参加しました。親子でキャッチボールを行ったほか、「取る」「投
げる」などの基本動作を宇津木さん直々に指導してもらいました。

　オリンピックで活躍した高山樹里さん、増淵まり子さん、佐藤理恵
さんも講師として参加し、世界トップレベルのピッチングなどを披露
すると、子供たちから「すごい！」「速い！」などと驚きの声があがりま
した。その一方で、宇津木さんは技術面だけでなく「誰かがやるだろう、
では駄目。失敗してもいいから自分で考えて行動しなきゃ」「誰にでも
失敗はある。それを責めるのではなく、みんなで助けることが大事」と
子供たちに普段からの心構えの大切さをうったえ、「子供は大人を見て

いないようで見ている。大人がしっかりしなきゃ駄目」と大人に対
しても熱い思いをぶつけました。
　イベント後半では子供も大人も一緒に宇津木さんの代名詞でもある「速射砲ノッ
ク」に挑みました。間髪入れずに次々と飛んでくるボールに大慌てになりながらも、
直接ノックをしてもらえる貴重な機会にみんなとても嬉しそうな表情を浮かべて
いました。「お父さん、どうだった？」「エラーしちゃったよ」「駄目だなー、私はし
なかったよ」微笑ましい親子の会話も聞こえました。新たにひとつ、親子の思い出
が増えた日になったことと思います。

NAOKIさん（左）とUSAさん（右）

いいか」という児童の質問に対して、「つらいこと

スポットライトを浴びて格好よく
パフォーマンス！

全員一体となって踊りました

子供たちからの心をこめたお礼

青空の下、親子でキャッチボール

宇津木監督から参加者にあいさつ

息つく間もなく飛んでくる「速射砲ノック」

高山さんのピッチング
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SSC！みんなでつくる地域のスポーツクラブ！！
SSCってなあに？
　練馬区には、各区立体育館を拠点として、７つの総合型地域スポーツクラブ（略称：SSC）が活動しています。SSC
は、「誰でも」「いつでも」「世代をこえて」「好きなレベルで」「いろいろな種目を」楽しむことができるクラブです。
　誰でも会員となることができ、クラブの活動や事業に参加することができます。地域の声を反映させ、地域に密着
したクラブづくりを目指すため、各クラブの運営は会員の皆さんが自主的に行い、スポーツをするだけでなく、スポ
ーツの指導やクラブの運営のサポートをします。このようなSSCの活動は、スポーツによる健康づくりはもちろん、
地域コミュニティーづくりにつながるものとして、注目されています。今回から４回にわたり、各SSCの活動を順番
に紹介します。

バドミントン中学１年生大会～ＳＳＣ平和台主催～
　平成22年12月５日（日）に平和台体育館で、第４回バドミントン中学１年生大会が200名を超える参加者で開催され
ました。この大会は、普段試合出場機会の少ない１年生だけを対象にした大会です。参加者は、選手として試合に出場
するだけでなく、審判員や記録員も務めます。まさしく１年生による１年生のための大会です。これまで、１年生は、
大会となれば準備、片付け、応援と裏方に回ることが多かったのですが、この日は、主役です。緊張で動きが硬くなる
こともありましたが、学校名の入った新しいユニフォームを着て、日頃の練習の成果を
発揮しようと一生懸命にシャトルを追いかけていました。
▶ 大会に参加した参加者は…「緊張しましたが、とても楽しかったです。練習の成果が
発揮できました。これからの練習をもっと頑張ろうと思いました。」

▶ 日頃から指導している先生は…「試合に出場し、他校の生徒と対戦することで、勝っ
ても負けても、良い経験の場となりました。４月からの成長が見られ、これからの練
習に熱が入ります。」

▶ 応援にかけつけた保護者は…「４月に始めたばかりなの
に、きちんと試合ができ、我が子の成長を実感すること
ができました。このような大会を企画してくれたSSC平
和台に感謝しています。」

▶ 大会を企画したSSC平和台の担当者は…「地域の中学生
の皆さんが、バドミントンの楽しさを知り、もっとバド
ミントン	を好きになって
　	ほしいという思いで開催
しています。」

【問合せ】NPO法人総合型地域スポーツクラブ平和台
〔電話5921-7800〕

小学生駅伝を開催
　２月20日、都立大泉中央公園・大泉さ
くら運動公園で区民体育大会種目のひとつ
である小学生駅伝が開催されました。この
駅伝は１人約１㎞ずつ走り、１チーム５人
でタスキをつなぐ競技です。当日は曇りで
気温の低い冬らしい陽気でしたが、子供たちは真冬の冷たい
風にも負けず力走し、見ている大人たちに感動を与えました。
◇男子の部（出場：36チーム） ◇女子の部（出場：14チーム）

優　勝 準優勝 ３　位 優　勝 準優勝 ３　位
田柄二小A 関北Beans TRC 田柄二小A 大四小スマイルB 関北ボルトンズ

【問合せ】スポーツ振興課 事業係〔電話5984-1947〕

「大泉学園町希望が丘公園運動場」が
オープンしました！

　４月４日（月）、庭球場と少年野球、サッカーなどができる
多目的運動広場を備えた「大泉学園町希望が丘公園運動場」が
オープンしました。
　同施設には人工芝の庭球場が３面と天然芝の多目的運動広
場が１面あります。多目的運動広場は、利用予定日の７日前
までに団体予約が入らなかった場合、自由に利用ができる芝
生広場として一般開放します。
　※	多目的運動広場は、現在芝生養生中のため６月１日（水）

から利用を開始します。
所在地　練馬区大泉学園町9-1-2
電　話　3921-6850

【問合せ】スポーツ振興課 総合体育館〔電話3995-2805〕

S S C の 紹 介 	 No.1
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練馬区立幼稚園・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。
　教育委員会は教育課題研究指定校等を指定し、分かる授業・楽しい授業づくりを進めています。平成23年度は下記の
幼稚園・小中学校が発表を予定しています。発表日には他園・他校の教員、保護者、地域の方にも授業を公開し研究成果を
発表します。

　教育委員会では、小学校５年生、中学校２年生および各学校の保護者の方を対象に、メールやインターネットにかか
わる犯罪やいじめなどの人権侵害の未然防止を図るため、情報モラル講習会を実施しています。コンピュータや携帯電
話などの情報技術の特性を理解するとともに、情報社会における正しい判断や態度を育むことが目的です。
○児童・生徒の感想から
・	人と人とが直接話すことが大事だと分かりました。メールや携帯電話では、表情や口調は分からない
ので、相手の本当の気持ちは分かりにくいことが分かりました。
・	「携帯はいいものだなぁ」と思っていたけれど、犯罪にも巻き込まれることがあるものなのだと、初
めて知りました。でも、「自分がしっかりすれば、少しはいいものにもなるんだ」とも思いました。

○保護者の感想から
・	これからの時代を生きていく子供たちにとっては、欠かすことのできない学習だと思います。
・	親が安心・安全に考えていることが、結果的に子供を管理し、お互いの信頼関係を失っていくという話は思ってもみ
なかったことで、恐ろしく思いました。
・	気軽に使用している携帯電話の便利さの裏にひそむマイナス面に気付きました。子供とは携帯電話の使用についてよ
く話し合っていきたいです。

【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

〜全小中学校で情報モラル講習会を実施しています〜

【教育課題研究指定校】	 【教育研究校（園）】

学校（園）名 教育課題 発表日 学校（園）名 研究領域等 発表日

春日小学校 学力向上 11月25日（金） 北大泉幼稚園 食育（全領域） 12月16日（金）

豊玉中学校 学力向上 10月25日（火） 豊玉東小学校 学級活動・特別活動 11月22日（火）

開進第一中学校 学力向上 10月21日（金） 練馬第二小学校 環境教育（全教科等） � 1月20日（金）

田柄第二小学校 健康教育推進（食育） 12月15日（木） 向山小学校 全教科等 � 2月10日（金）

中村西小学校 ＩＣＴの活用 12月� 9日（金） 高松小学校 国語科 11月11日（金）

豊玉南小学校 学力向上 平成24年度 南田中小学校 国語科等 � 2月� 9日（木）

練馬東小学校 学力向上 平成24年度 光が丘あかね幼稚園 幼児教育 平成24年度

富士見台小学校 学力向上 平成24年度 練馬第三小学校 理科 平成24年度

光和小学校 豊かな心の育成 平成24年度 石神井小学校 生活科・総合 平成24年度

大泉桜学園 小中一貫教育の推進 平成24年度 大泉第六小学校 全教科 平成24年度

大泉北小学校 体育科 平成24年度

橋戸小学校 算数科 平成24年度

【特別支援学級発表校】

学校名 研究領域等 発表日 学校名 研究領域等 発表日

北町小学校 全教育活動 � 1月27日（金） 練馬中学校 全教育活動 11月29日（火）
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教育委員会の動き（平成23年1月～3月）
　平成23年1月から3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　練馬区立スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則…【1月11日可決】
　　　平成2�年度練馬区教育委員会教育目標の制定　他8件…【1月24日可決】
　　　平成2�年度区立スポーツ施設の臨時休館　他1件…【2月7日可決】
　　　平成22年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価報告書　他1件…【2月21日可決】
　　　練馬区生涯学習推進計画の策定　他1件…【3月14日可決】
　　　練馬区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則　他1�件…【3月28日可決】
陳情　練馬区立図書館の運営に関する陳情書…【1月11日・1月24日審議（一部採択・一部不採択）】
　　　平成2�年　練馬区立中学校社会科教科書（歴史分野）の採択について…【3月14日読み上げ】
協議　平成22年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価…【1月11日・1月24日・2月7日協議】
　　　 平成2�年度練馬区教育委員会教育目標…【1月11日協議】
　　　 小中一貫・連携教育研究グループの指定…【1月11日協議】
　　　 平成22年度卒業式「お祝いの言葉」…【1月11日協議】
　　　「（仮称）練馬区生涯学習推進計画」…【1月24日協議】
視察　豊玉南小学校…【2月21日実施】

～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〕

　近年、特別支援学級に在籍する児童・生徒数は増加傾向にあります。教育委員会では、特別支援学級を地域にバラン
スよく配置するため、計画的に増設を進めています。平成23年度は、豊玉南小学校と八坂中学校に情緒障害等通級指
導学級を開設しました。今回の開設で、情緒障害等通級指導学級は、小学校８校、中学校３校となりました。
《学級の愛称》　　　★豊玉南小学校…みなみ学級　　　★八坂中学校…みどり学級

【問合せ】学務課 就学相談係〔電話5984-5664〕

情緒障害等通級指導学級を開設しました

「平成22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21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22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。

【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年度表彰として、新たにスポーツで活躍した２名
の児童・生徒が、３月23日、教育委員会から表彰されました。

〈個人の部〉� （敬称略）
学校名 氏名 表彰内容

関町小学校 松田　洋志郎 少林寺拳法
石神井西中学校 松田　栄一郎 少林寺拳法

【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

平成22年度練馬区教育委員会児童・生徒表彰
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　平成16年度に２校で始まった学校応援団が、平成22年度末をもって全区立小学校で設立されました。
　学校応援団は、児童および地域のために、地域の方々の知識や経験を活かすとともに、学校施設を有効活用す
ることを目的としています。今後も、地域人材を活かした企画・運営を行い、開かれた学校づくりを目指してい
きます。

学校応援団の紹介♪

全区立小学校で学校応援団が設立されました!!

　仲町小学校の仲っ子ひろばでは、週１回程度「仲っ子キッチン」が行
われています。これは、栄養士の資格を持つスタッフの方が、子供た
ちに季節と食べ物の話や食事作法について関心をもってほしいと始め
たもので、２月３日（木）に100回目を迎えました。
　この日は、節分ということもあり、豆まきにちなんだ紙芝居や鬼の
お話、バターの作り方講座を行いました。参加した子供は「毎回のよ
うに来ている。いつも楽しい話が聞けるよ」と、楽しそうに話してい
ました。

【問合せ】生涯学習課 学校応援団・開放係〔電話5984-1057〕

　平成23年度に開校50周年を迎える豊玉南小学校
は、平成21年９月の着工以来、約１年６か月にお

よぶ改築工事を経
て、平成23年２月
に新校舎が完成しました。
　プールのオーバーフロー水や雨水をトイ
レの洗浄水に再利用する設備や、太陽光発
電など環境に配慮したエコスクールとなっ
ていて、地域防災の拠点としての機能も強
化されています。

【問合せ】施設給食課 施設整備担当係〔電話5984-1072〕

特色あるひろばの紹介 〜仲町小学校 仲っ子キッチン〜

練馬区立美術館のロゴ・マークが決定しました！
　区内の皆様から募集しました練馬区立美術館のロゴ・マークがこのたび決定しました。応募総数126点のなかから、
最優秀作に選ばれたのは和久井遥さん（日本大学芸術学部研究科在学）の作品です。優秀作には、林真道さん（小竹町在
住）、日野将志さん（東大泉在住）、川
嶋健三さん（光が丘在住）が選ばれまし
た。最優秀作品をベースに作成したロ
ゴマーク（右）は、今後練馬区立美術館
の看板や広報物などに使用します。

【問合せ】練馬区立美術館〔電話3577-1821〕

豊玉南小学校の新校舎が完成しました

災害時に水を利用できる
屋上のプール

耐震性の強化・バリアフリー化された新校舎 広々としたランチルーム


