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大泉桜学園 異学年交流を行いました！！
飯ごう炊さん(5〜9年生)

たて割り遠足(1〜4年生)

※Ⅰ期：１年生〜４年生、Ⅱ期：５年生〜７年生（中１）、Ⅲ期：８年生（中２）・９年生（中３）

　平成23年５月２日（月）、異学年の交流と学び合いを活かした教育活動の一環として、５年生から９年生（中学３年
生）による、飯ごう炊さんが行われました。９年生のリーダーシップのもと、火をおこしたり、食材を切ったりなど、
それぞれの役割を果たしながら、みんなで昼食を作りました。

平成23年５月19日（木）、たて割り班活動を通して異学年の交流を図るとともに、小中一貫教育校のⅠ期（１年生～４
年生）の上級生としての自覚を高めるため、たて割り遠足が行われました。上級生が下級生の手を取り、オリエンテー
リングに取り組みました。

　小中学校の校舎が離れている条件のもとでの、全区的な小中一貫・連携教育の推進に向けた具体的な方策について、
学校関係者および学識経験者などで構成する「小中一貫・連携教育推進検討会」を設置し、検討を開始しました。
　検討のスケジュールおよび協議の経過などについては、随時、区ホームページでご覧になれます。

小中一貫・連携教育の推進に向けた具体的な方策の検討をはじめました

【ホームページアドレス】http:/www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/atarashi/index.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〕

　平成22年４月に統合に伴い開校した、光が丘地区の４つの小学校の１年間を振り返り、児童の様子や教育活動の状
況等を把握し、今後の学校運営に活かすとともに、これからの学校適正配置の取組に役立てるため、平成23年２月、
統合新校４校の児童、保護者、教員を対象に、アンケート調査を実施しました。調査結果については、区民情報ひろば、
新しい学校づくり担当課および区ホームページでご覧になれます。

学校統合アンケートの調査結果がまとまりました
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【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikucenter/shokuin/kenkyu/18kisotyosahoukoku.html
【問合せ】総合教育センター〔電話3904-4881〕

〜第18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。
　平成22年度は、規範意識をテーマに、子供たちの行動や判断の基準がどのようになっているのか、区内の小学校４年
生から中学校３年生までの児童・生徒とその保護者、各々約1,550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。

児童・生徒の規範意識は、今
― 保 護 者との比 較を通して―

① 児童・生徒の家庭生活
ルールの大切さを「よく話す」「時々話をする」と回答した児童・生徒は29%〜58%
であるのに対して、保護者はどの学年も90%を超えており、児童・生徒と保護者の
意識の違いが見られました。

　道に広がっての歩行や電車やバスの中での化粧や飲食、ヘッドホンからの音漏れ、道路や公園で騒いだり物をちらか
したりすること等について聞きました。

② 学校での生活ときまり

児童・生徒の「学校のきまりに対する意識」は、「とても大切・必要だと思う」「大切・必要だと思う」がおおむね９割を超え
ており、どの項目においても、きまりに対する意識の高さがうかがわれました。ただし、「学校に持ってきてはいけないも
のを持ってくる」「いじめに対する意識」等の設問に比べ、｢登下校時刻やチャイム着席を守らない｣「授業中関係ないことを
する」は「あまり悪いとは思わない」「悪いとは思わない」との回答が多い傾向にありました。

③ 社会生活における規範意識

すべての設問において、保護者に比べて、児童・生徒の方が「あまり気にならない」「気にならない」と回答していますが、児童・
生徒、保護者とも、他の設問に比べると、電車やバスの中での化粧や飲食を「あまり気にならない」と回答している割合が多く
なっていました。

※上記グラフは2％以下の表記を省略しています。
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【問合せ】教育指導課　指導主事〔電話5984-5759〕

　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23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。
　なお、通学区域内の学齢者数が多く、通学区域外からの生徒を受け入れることによ
り学校施設（教室数）が不足する可能性が高い学校については、通学区域外からの生徒

の受け入れを見合わせる場合があり
ます。

【今後の予定】
　◆�9 月初旬：6年生に「平成24年度入学�練馬区立中学校�学校案内」（冊子）

を配付
　◆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、�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/gakkou/gakumu/gakuzi/gakkousentakusei.html
【問合せ】学務課 学事係 〔電話5984-5659〕

平成24年度新中学１年生対象「区立中学校の学校選択制度」

＜シリーズ＞子供たちの健やかな成長のために
　練馬区教育委員会が学校教育を支援するために独自に人材を配置している事業紹介の第２回となる今回は、学力向上
支援講師を取り上げます。この学力向上支援講師の活動内容と実際の活動の様子を紹介します。

　練馬区教育委員会では児童生徒の学力の向上を図るため、一人一人の個性や学習状況に応じたきめ細やかな指導を行
う学力向上支援講師を配置しています。平成23年度は、区立小中学校あわせて94人の学力向上支援講師が子供たちの
ために日々活躍しています。
　この学力向上支援講師の協力を得て行う具体的な指導方法としては、主に２つあります。一つは1学級を複数の教員
で指導するティーム・ティーチング、もう一つは学級をいくつかに分け少ない人数で授業を行う少人数指導です。
　光和小学校の学力向上支援講師の平島朱美さんは、担任と協力しながらティーム・ティーチングで算数を指導してい
ます。学習の理解をより深めるために模型等の補助教材を用意し
たり、児童の学習の習熟度に応じたワークシートを活用したりす
るなど工夫して授業に臨んでいます。また、授業後も担任や学年
の教員と授業や児童理解のための打ち合わせを適宜行っています。
児童からは、「意見を発表しやすくなった。」「授業がよく分かる。」
等の声が寄せられ、大きな成果をあげています。
　また、区立小中学校は、夏季休業中にこの学力向上支援講師を
活用した夏季学力補充教室を開設し、一人一人の学習状況に応じ
た補充的・発展的な学習など学力の向上に向けた指導も行ってい
ます。

〜学力向上支援講師〜

算数の個別指導の様子
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「学校プール開放」
〜暑い夏はやっぱりプール！〜

　　　　　区立小学校８校のプールを夏休み期間中に一般
　　　　開放しますので、是非お越しください。
費　　用 	 1回50円（保険料など）
申 込 み 	 当日会場受付
会場・日程 	 学　　校　　名 開　放　日

旭丘小学校 旭丘2-21-1 ８月９日㈫〜1９日㈮
豊玉小学校 豊玉中4-2-20 ８月4日㈭〜14日㈰
豊玉第二小学校 豊玉上2−16−1 ８月８日㈪〜1８日㈭
田柄第二小学校 田柄1-5-27 ８月11日㈭〜21日㈰
旭町小学校 旭町2-2９-1 ８月11日㈭、12日㈮、15日㈪〜1９日㈮
石神井東小学校 南田中3-９-1 ８月6日㈯〜12日㈮、20日㈯、21日㈰
上石神井北小学校 石神井台5-1-32 ８月6日㈯〜16日㈫
大泉第四小学校 西大泉1-24-1 ８月5日㈮〜15日㈪

＊�今年度、練馬第三小学校は、プールに隣接する体育館の耐震補強工事を行うため、学校プール開放
を実施しません。
※注意事項
○利用時間は、10時〜正午、13時〜15時です。
○水泳帽の着用が必要です。
○�小学校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込みはできません。
○車・自転車での来場はご遠慮ください。
○その他、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。

【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
で５日間参加可能な方。

内　容 　	泳力に応じた班別指導、水中ゲーム等	
※	小学校２年生以下のお子さんは、水着着用の18歳以上の方と
一緒に教室へ参加してください。

会場・日程
　会　場 住　所 日　程

Ⓐ：向山小学校 向　山2-14-11 ８月８日㈪〜12日㈮
Ⓑ：大泉第二小学校 南大泉4-2９-11 ８月10日㈭〜12日㈮・14日㈰・15日㈪
Ⓒ：石神井東小学校 南田中3-９-1 ８月13日㈯〜17日㈭

いずれも10時〜正午まで（５日制）
定　員 　	各45名（抽選）

費　用 　	１人150円（保険料など）※同伴で参加する方も必要となります。

申込み 　	封書に①教室名②希望会場（Ⓐ・Ⓑ・Ⓒの別）③参加者全員の住所・
氏名（ふりがな）・年令・性別・学校（幼稚園・保育園）名・学年・
泳げる距離（泳げない場合はその旨）・電話番号を記入したものと、
住所・氏名を記入し、80円切手を貼った返信用封筒（長３）を同
封のうえ、７月15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〕

夏休みは図書館へ行こう！
　もうすぐ、夏休みが始まります。楽しい時間を
図書館で過ごしませんか？

　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、おはなし会などの楽しい催しもたくさんあります。この夏、ぜひ図書館へ来てみ
てください。
　他の図書館でもさまざまな行事を予定していますので、各図書館へお問い合わせください。
【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〕

　
事　業　名 開催日時 内　　　容 対象・定員 開催場所・問合せ

フリースポーツ 夏休み期間中の月・火・水・金15：15〜16：45 バドミントン・卓球・（無料） 青少年
春日町青少年館
〔電話3998-5341〕

青少年将棋コーナー 夏休み期間の毎週日曜９：00〜12：00 自由に将棋を楽しめる場を開放します。 青少年、区民
春日町青少年館
臨時学習室 夏休み期間の毎日　※木曜を除く 常設の学習室に加え、会議室を学習・受験勉強の場として開放します。 青少年、区民

南大泉青少年館
臨時学習室

7・８月は、2ヶ月前の25日時点で
団体の予約のない利用枠 館の事業や団体利用がないときに、教室を学習室として開放します。 青少年、区民 南大泉青少年館

〔電話3924-3500〕こどもフェスティバル ８月6日㈯ 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。 子供・親子

こどもえいがかい

7月23日㈯

いずれも10：00上映開始（９：30開場）
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子供・親子（年
齢の制限はあり
ません）

練馬公民館
〔電話3991-1667〕

８月2日㈫ ユニコ魔
ま
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の島
しま
へ（アニメ）
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2（アニメ）	

８月27日㈯ クロがいた夏
なつ
（アニメ）

収蔵品企画展
「アニメのセル画展」

7月16日㈯〜８月7日㈰９：00〜1８：00
休館日 月曜日（ただし月曜日が祝休日のときは、その直後の祝休日でない日）

石神井公園ふるさと文化館所蔵のセル画を展示し、セル画・アニメ
ーション製作の技術の変遷を紹介します。 一般

石神井公園　　
ふるさと文化館
〔電話3996-4060〕ふれあい土曜事業

7月2日㈯14：00 七夕飾りをつくろう

子供（おもに小・
中学生）・一般

7月９日㈯10：00、８月13日㈯10：00 石神井公園ふるさと文化館を探検しよう
7月16日㈯11：00、14：00、14：30 いろり端で楽しむかみしばい
7月23日㈯14：00 うちわをつくろう
7月30日㈯13：00 プラネタリウムをつくろう
８月6日㈯13：00 縄文土器をつくろう
８月20日㈯11：00、14：00 いろり端で聞く昔ばなし
８月27日㈯13：00 空気砲をつくろう

場所 内容・とき
南田中
図書館

一日図書館員によるおたのし
み会…7/21㈭、7/22㈮14：30

石神井
図書館

本の探検ラリー…８/6㈯、
８/7㈰10：00〜16：30　

練馬
図書館

本の探検ラリー…８/1９㈮
10：00〜16：30、
８/20㈯10：00〜16：00

プール

図書館いろいろな夏の催し

S S C の 紹 介 � No.2
ＳＳＣの夏休み向け事業！！

　SSC（総合型地域スポーツクラブ）では毎年夏休み向けの事業を実施していま
す。いくつかある中で今回はSSC大泉の「サマーキャンプ」を紹介します。
●サマーキャンプ〜スポーツアドベンチャーINつなん〜SSC大泉主催
　昨年は8月19日〜21日に新潟県津南町のニュー・
グリーンピア津南で3回目となるサマーキャンプが
開催されました。このキャンプは、たくさんのメ
ニュー（サッカー・空手・水泳・ウォークラリー・ナ
イトウォッチング・キャンプファイアー・トレジャー
ハンティングなど）を大自然の中で伸び伸びとこなす
行事です。
▶キャンプ参加者は…
「この３日間で、１番楽しかった事はキャンプファ
イヤーとナイトウォチングです。いっぱい運動して
疲れました。子供達だけじゃないけど、お母さんと
お父さんから離れるのは初めてです。」
「空手をしました。すこし難しかったです。回し蹴りと飛び蹴りを教えてもらいました。サッカー
の試合をしました。ゴールに２点入りました。とても楽しかったです。」
「１日目に水泳とナイトウォッチングをしました。水泳は、大変だったけど楽しかったです。
ナイトウォッチングは、森の中に入って怖かったです。２日目は、サッカー体操と水泳とキャ
ンプファイヤー、３日目は空手体操をしました。キャンプファイヤーの途中で蛍を見ました。
すごく綺麗でとても楽しい３日間でした。」
▶企画したSSC大泉の担当者は…
「このキャンプでは、大自然の環境に移して、多種目のスポーツを専門指導員より学び、様々
な学年の子供たちと寝食を共にして、集団生活に必要なルール・マナーを学びながら仲間を作り、
子供の健全な育成を図ることを目的としています。
　子供たちは、親から離れた寂しさも忘れ、様々なスポーツにトライし、新しい発見に目を輝
かせ、大自然の中で伸び伸びと３日間を過ごしています。
☆今年度も第４回サマースポーツキャンプを、８月１日〜３日ま
で実施いたします。たくさんの子供たちが参加され、仲間の輪が
広がっていくのを楽しみにお待ちしております。」
【問合せ】コミュニティネットSSC大泉〔電話3921-1300〕

“夏休みに行ってみよう!!”
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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、２年間で授業改善等を推進しております。

【教育課題研究指定校】
学校名 教科等 教育課題 発表日

①　春日小学校 学力向上 自ら考え　共に学びあう子供の育成 ―理数教育を通して― 11月25日㈮

②　豊玉中学校 学力向上 学力向上・授業改善の取組
―ＩＣＴ機器等を活用した教材提示法の実践を通して― 10月25日㈫

③　開進第一中学校 学力向上 学力向上を目指した学び合いのある授業の工夫
―読書指導を基盤とした全教科の取組― 10月21日㈮

④　田柄第二小学校 健康教育 自分の考えをもって活動する児童の育成 ―食育を通して― 12月15日㈭
⑤　中村西小学校 ＩＣＴ 表現する楽しさを味わう子の育成 ―ICTの効果的な活用を通して― 12月 9 日㈮

⑥　豊玉南小学校 学力向上 社会参画につながる思考力・判断力・表現力を育む指導の在り方と評価の
工夫 ―生活科・社会科の学習を通して― 平成24年度

⑦　練馬東小学校 学力向上 学力の定着を図る授業づくり ―授業づくりの基礎・基本― 平成24年度

⑧　富士見台小学校 学力向上 読み取ったことに基づいて自分の考えを明確にもち、伝え合うことのでき
る児童の育成 ―わかる、かわる、できる指導過程の工夫―　 平成24年度

⑨　光和小学校 豊かな心 伝え合う 認め合う 高め合う子供 ―道徳を通して― 平成24年度

⑩　大泉桜学園 小中一貫 小中―貫教育校  —命の教育を通して― 
—知・徳・体の調和がとれた児童・生徒を育てる― 平成24年度

【教育研究校（園）】
学校名 教科等 研究テーマ等 発表日

①　北大泉幼稚園 食育
（全領域）

心も体も健やかな幼児の育成を目指して
―食にかかわる体験を通して― 12月16日㈮

②　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 11月22日㈫

③　練馬第二小学校 環境教育
（全教科等）

豊かに気付き、よく考え、自ら行動する児童の育成
―環境教育を通して― 1 月20日㈮

④　向山小学校 全教科等 コミュニケーション力を育成する指導の工夫
―コミュニケーションモデルの活用を通して― 2 月10日㈮

⑤　高松小学校 国語科 思いや考えを伝え合う子供の育成
―国語科における言語活動の充実を通して― 11月11日㈮

⑥　南田中小学校 国語科等 「読むこと」を大切にし、自分の考えを表現できる子の育成
―区立南田中図書館と連携した教育活動の推進― 2 月 9 日㈭

⑦　光が丘あかね幼稚園 幼児教育 人とのかかわりを楽しむ幼児を育てる 平成24年度
⑧　練馬第三小学校 理科 問題解決の能力を育てる指導法の工夫 平成24年度

⑨　石神井小学校 生活科・総合 地域に学び、地域に生きる子どもの育成
―生活科・総合的な学習の時間の指導を通して― 平成24年度

⑩　大泉第六小学校 全教科 学ぶ力を育てる授業の創造 ―「聞く力」を育てる授業づくり― 平成24年度
⑪　大泉北小学校 体育科 進んで運動し、互いに学び合う児童をめざして 平成24年度
⑫　橋戸小学校 算数科 楽しく基礎・基本から活用力まで身に付ける算数学習 平成24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　北町小学校 全教育活動 豊かに表現し、人とかかわろうとする子の育成 ―話す・聞く活動を通して― 1 月27日㈮
②　練馬中学校 全教育活動 生きる喜び ―キャリア教育の実践を通して主体的に生きる力を育む― 11月29日㈫

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話5984-5759〕

　教育委員会では、平成22年度に区民と有識者等からなる生涯学習推進計画策定懇談会を設置し、広く
生涯学習に関するご意見をいただき、新たに区の総合的な生涯学習推進に関する計画を策定しました。
　本計画の策定により、区民が地域社会の中でいきいきと過ごし、多彩な生涯学習活動を行い、その学
習の成果が活かされるような生涯学習社会の実現に向け、区が取り組むべき生涯学習施策の体系とその
基本的方向を明らかにし、施策の総合的、効果的な展開を図ります。
　計画の基本理念　　人が育ち　地域をつくる　学びのまち　ねりま
　計画の基本目標　　�１　学びを支え、活かす環境づくり 

２　学びあい、育てあう関係づくり 
３　未来をひらく地域づくり

※�生涯学習推進計画の全文は、出張所などの区民施設、図書館・体育館・練馬公民館などの生涯学習施設や区ホームページ
でご覧になれます。また、計画の概要版を前記の施設で配付しています。

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/shogaigakushu/shogaigakushukeikaku/gakusyu_keikaku.html
【問合せ】生涯学習課 生涯学習担当係〔電話5984-2439〕

練馬区生涯学習推進計画を策定しました

区立幼稚園・小中学校・小中一貫教育校では、校（園）内研究を通して授業改善に努めています。

《春日小学校・理科》
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　ねりまの１年分の生涯学習情報を区ホームページで紹介しています。
　みなさまの学習プランづくりや生きがい探しなどにぜひお役立てください。
　区ホームページ内の「学ぶ・楽しむ」→「ねりまの生涯学習」からご覧ください。
【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/shogaigakushu/shogaigakushu/guidebook/index.html

【問合せ】生涯学習課 生涯学習担当係〔電話5984-2439〕

2011ねりまの生涯学習 学習・文化ガイドブック Web版

　平成22年度末をもって、学校応援団が全区立小学校で設立されました。そこで、ひろばに通う子供たちやスタッフ
の声をご紹介します。
《子供たちから》 違う学年のお友達ができた。約束してなくても、ひろばに行くとみんなと遊べる。工作とか、いろ

いろな遊びができて楽しい。
《保護者から》 家で、学校の話をすることが多くなった。学校にそのまま居るので、公園などより安心。テレビゲ

ームをやることが少なくなって、友だちと遊ぶことが多くなった。
《スタッフから》�喧嘩の仲裁など日々大変なことがありますが、子供たちの元気な笑顔を見ると、辛かったことも忘れ

てしまいます。子供の安全を自分の目で確認でき、お友達とどんな風に遊んでいるのかも分かります。
《学 校 か ら》 子供たちは、ひろばで、授業中とは違う顔を見せるようです。授業中は気が付かなかった事をスタ

ッフに教えてもらうことがあります。子供をいろいろな面から見守ることができるのは子供にとっ
て良いことだと思います。 

【問合せ】生涯学習課 学校応援団・開放係〔電話5984-1057〕

　第二次練馬区放課後子どもプラン（平成22年３月策定）に基づいて、同じ学
校に通う子供が一緒に過ごし、放課後等の生活を豊かにするよう、学校応援団の
ひろば事業と学童クラブ事業との連携事業を進めています。
　６月７日、小竹小学校では、小竹小学校応援団と栄町児童館との連携が行われ
ました。参加した子供は、ドッチボールや大縄をして楽しそうに遊び、「新しい友
達ができた」「学童クラブの先生が色々な遊びを教えてくれた」と話していました。

教育委員会の動き（平成23年4月〜6月）
　平成23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11日可決】
　　　練馬区教育委員会の権限委任に関する規則の一部を改正する規則　他1件…【4月25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　他5件…【5月23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…【6月6日可決】
　　　練馬区教育委員会委員の辞職について…【6月27日可決】
　　　練馬区教育委員会教育長の任命について…【6月29日可決】
陳情　平成23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　他1件…【4月11日、4月25日、5月9日不採択】
　　　大震災に関する陳情書…【4月11日、4月25日、5月9日、6月27日審議】
　　　災害時と放射能対策に関する陳情書…【4月25日、5月9日、6月27日審議】
　　　国旗・国歌に関する陳情書　他3件…【6月6日、6月27日不採択】
　　　平成23年練馬区立中学校社会科教科書（歴史分野）の採択に関する件 採択会議について　他1件…【6月27日読み上げ】
協議　区立幼稚園の適正配置について…【6月27日協議】
視察　大泉学園中学校における授業…【5月23日実施】
　　　小中一貫教育校　大泉桜学園　他1件…【6月6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30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://nwww.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html
【問合せ】庶務課 庶務係〔電話5984-5609〕

ひろばと学童クラブの連携

こ ん な 声 が 寄 せ ら れ て い ま す
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　かねてから辞意を表明していた、薗部俊介教育長が６月28日に退任され、後任に前健康福祉事業本部長の河口浩氏
（58）が就任しました。薗部前教育長は、12年間にわたり、練馬区の教育の発展に尽力されました。練馬区の子供たち
のためには、この４月に開校した小中一貫教育校大泉桜学園の開設、中学校入学の選択制の導入、また改築も含め校舎
の耐震化をすすめてきました。一方、生涯学習では、学校との連携を強化した南田中図書館、区民の交流を促進する中

村南スポーツ交流センターの開設、練馬区の地域文化や観光の振興を目的とした石神井公園ふ
るさと文化館を開設するなど多くの施策を推進してきました。
　各学校で行なわれてきた研究発表には必ず出席し学校教育のより一層の発展について話され
たり、スポーツ大会など各種イベントへの出席も精力的に行ない、区民の健康増進や学習の充
実のために尽くされてきました。長い間本当にありがとうございました。
　新任の河口教育長は、これまでに保健給食課長、学校教育部長を歴任され、教育に深い識見
を持った教育長です。任期は、平成23年６月29日から、平成25年10月28日までです。教育
にかける熱い思いをもって練馬区教育行政の一層の発展への牽引を期待しています。

　今回お話しを伺った和田さんは、以前PTA会長も務められた方でもあり、岸さんからは、｢和田さんは、同級生の親
父なんですよ。｣というお話しも伺いました。大泉小学校は地域とのつながりがとても強く、安全安心ボランティアに
参加いただいている町会の方々をはじめ、卒業生がいろいろな活動に参加・協力をされているそうです。
　また、副校長先生から伺ったお話しの中では、「ボランティアの方々は、学校内で教員とは違う立場で子供と接して
いただける貴重な存在」という言葉が、とても印象的でした。
　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〕

新教育長に河口浩氏就任

　授業時間中における児童の安全性を高めるため、全区立小学校で、安
全安心ボランティア事業を実施しています。
　主な活動内容は、来校者への声かけや受付、校舎内・校庭等の巡回の
ほか、児童と一緒に給食を食べる「ふれあい給食」や、休み時間に児童
と遊んだりすることにより交流を図ることなどです。
　学校、家庭、地域および関係諸機関と連携を図りながら実施する事業
なので、実際にボランティアに参加していただいているのは、保護者、
地域の方など様々です。
　今回は、町会から大泉小学校の学校安全安心ボランティアに参加して
いただいている方にお話しを伺いました。

Q： 安全安心ボランティアに参加することになったきっかけは何ですか？

A： ４〜５年前、当時の校長先生に声をかけられたのが、きっかけです。以前から、学校とは交流がありましたので、
町会として参加させていただくこととなりました。

Q： どれくらの頻度でボランティア活動に参加されていますか？

A： 大泉小学校の安全安心ボランティアには、２つの町会が参加しています。火曜日と水曜日にそれぞれの町会が分担し
て参加しています。町会内でも交代で参加していますので、実際にひとりが参加するのは月に１〜２回になります。

Q： 安全安心ボランティア活動について、感想をお聞かせ下さい。

A： 多くの子供たちと接するという、ほかではなかなかできない貴重な体験をさせていただいていると思います。

学校安全安心ボランティア事業

今回お話を伺った大泉小学校安全安心ボランティア
の岸さん（左）と和田さん（右）

河口浩新教育長


