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練馬区教育委員会

練馬区豊玉北 6-12-1
☎3993-1111
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikulink.html

練 馬子ども議 会を開 催します

議場での発言

グループ間での意見交換

区政、区議会制度等の学習

地域調査

※写真は昨年度の子ども議会の様子です。

「練馬子ども議会」では、区内の中学生が議員となり、日ごろ疑問に思っていることを調査し、中
学生の視点から区政に対する希望や意見を提案します。子ども議員が区政や区議会、選挙の仕組
みを学び、意見交換をして作成した政策提言の発表の場をぜひご覧ください。
日
時：平成28年８月１日（月）14：00～15：00 政策提言発表
場
所：練馬区役所 西庁舎８階議場 ※傍聴は当日受付です。
子ども議員数：40名（区内の中学生）
【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話 5984－1292〕

第 3 4 回 練 馬 こど も まつ り を 開 催 しました
５月14日（土）、都立光が丘公園と都立石神井公園で「第34回練馬こどもまつり」を開催しました。
「練馬
こどもまつり」は、昭和58（1983）年から毎年開催され、
今年で34回目を迎えました。
初夏の清々しい風が吹く中、親子連れなど延べ５万人以上が訪れ、様々な遊びを楽しんでいました。

約55の遊びと50のステージ発表

アンケートに答えてシールをもらおう！

紙や木の工作、モンキーブリッジやオリエンテーリン
グ 体 験 な ど 体 験 型 の 遊 びコー
ナーが両会場合わせて約55用
意されました。また、ステージで
はダンスや合唱、体操やバトント
ワリングなど、
子供たちが日ごろ
の練習の成果を披露しました。
子供たちは、真剣な表情や満面
の笑みを浮かべながらこどもま
つりを楽しんでいました。

子供たちには、こどもまつりの様々な遊びで楽しん
だあとに、アンケートに答えてもらいました。アン
ケートに答えてくれた子供には、こどもまつり特製
シールがプレゼントさ
れました。
また、会場には、ね
り丸も登場し、子供た
ちといっしょにこども
まつりを盛り上げてく
れました。

【問合せ】子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕
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平成29年度新中学１年生対象
「区立中学校の学校選択制度」
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28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、受け入れ可能人数を超えた学校については、抽選を
行う場合があります。
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29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
◆10月下旬：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/kurashi/kyoiku/shochu/gakkosentaku/index.html
【問合せ】学務課 学事係〔電話 5984−5659〕

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取り組んでいます
教育委員会で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。今年度は下記の小中学
校が発表を予定しています。発表日には他校の教員、保護者、地域の方にも授業を公開し、研究成果を報告していきます。

【教育課題研究指定校】
学

校

名

教 育 課 題

研 究 主 題 等

発

表

日

石神井小学校

体力向上

互いに学び合い、楽しく運動する子の育成

平成28年11月 ４日（金）

練 馬 小 学 校

学力向上

自分の思いを豊かに書く児童の育成
−相手意識・目的意識を明確にして−

平成28年11月18日（金）

練 馬東小学校

豊かな心

かかわりを通して、ともに豊かに生きようとする
子供の育成 −道徳教育の充実を目指して−

平成28年12月 ２日（金）

北 町 小 学 校

学力向上・授業改善

望ましい人間関係を形成し、児童の自己肯定感
を高める指導の工夫

平成28年12月 ９日（金）

豊玉東小学校

地域との連携

地域の一員として誇りをもって学ぶ児童の育成
−アクティブ・ラーニングを生かして−

平成29年 １月26日（木）

【特別支援学級発表校】
学

校

名

研 究 領 域 等

研 究 主 題 等

発

表

日

光が丘第三中学校

全教育活動

特別支援学級における小中での連続性・系統性の
ある教育の在り方について

平成29年 １月31日（火）

光が丘第八小学校

全教育活動

どの子も学びの楽しさを味わえる算数
−授業のユニバーサルデザイン化を通して−

平成29年 ２月10日（金）

大泉第三小学校

全教育活動

児童の発達を捉え、調和のとれた発達をうながす
指導の充実 −アセスメントと指導の工夫−

平成29年 ２月17日（金）

（昨年度の研究発表会の様子）

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984−5759〕
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お 手 伝 い が ん ば りた い（隊）

〜保育園の仕事を手伝いながら育つ心〜

北町第二保育園

保育園の一角にある日当たりの良い廊下には、丸いテーブルの上に可愛いお
弁当が並び、イスが４人分用意されています。給食をお弁当箱に詰めた「お楽
しみお弁当」をピクニック気分で食べているのは、年長児２人と調理員、用務
員の合わせて４人です。楽しげにおしゃべりをしながら、お弁当を食べた後の
｢ごみ拾い散歩｣ について相談をしています。
北町第二保育園の園児は、年長組になると毎月数回２人ずつ、子供たちが調
理員や用務員と一緒に「お手伝いがんばり隊」という活動に取り組みます。人
のために何かをしようという 思いやり 、役割を果たそうとする 責任感 、
感謝される 喜び といった心が育つように、思いを込めて取り組みを始めま
した。ごみ拾いでは「ここに捨てたらダメだよね」と言いながら、子供の低い
目線だからこそ見つけられるごみを発見します。住民の方に「えらいわね」と
ほめられることもあり、子供たちは誇らしげに作業しています。雨の日には洗
濯物をたたんだり、給食で使う食材を洗ったり剥いたりするお手伝いをして、
保育園の年長児として大活躍しています。
【問合せ】保育課 管理係〔電話 5984−5839〕

社会を明るくする運動

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜
社会を明るくする運動

は、法務省が主唱する全国的な運動です。

全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとするもので、今年で66回を迎えます。
今年は、犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れることが自然にでき
る社会にするため、犯罪をした人たちの雇用や地域社会で立ち直りを支えるための協力を増やし、犯罪をし
た人が立ち直るために必要な「仕事」と「居場所」を作ることに取り組んでいます。
社会を明るくする運動

について、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指して、7月

の強調月間に２つの行事を開催します。

【昨年度の様子】

【フェスティバル】

平成28年7月2日（土）に平成つつじ公園芝生広場で開催しました。
舞台では、 社会を明るくする運動

のＰＲのほか、区内の小中

学生や地域の皆さんによるダンスや吹奏楽などのパフォーマンス、
テントでは、アートバルーンや模擬店、ブルーベリーの試食、白バ
イ展示などが行われました。

【つどい】

平成28年7月21日（木）に練馬文化センター小ホールで開催します。

昨年の 社会を明るくする運動 作文コンテスト応募作品の朗読や
今年の 社会を明るくする運動 のポスター原画制作者の紹介、
作家・
詩人であり奈良少年刑務所で社会性涵養プログラム講師を続けてい
る寮 美千子さんの講演、ひょうたん笛演奏家のひょうたん たけしさ
んによるアトラクションが行われます。
【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984−4691〕
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夏休みに行ってみよう！
夏休みは図書館へ行こう！
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。
本のほかには、学年に合わせた本の紹介リストやＣＤなども用意しています。
また、楽しい催しやおはなし会などもたくさん用意していますので、ぜひ図書
館へお越しください。詳しい日程などは、各館にお問合せください。
※関町図書館は大規模改修工事で休館中のため、行事はお休みします。
【ホームページアドレス】http://www.lib.nerima.tokyo.jp/
図書館名・休館日

内

容

・

と

き

図書館名・休館日

★は事前申込み ▼は当日会場受付

★図書館たんけん…7/23（土）14：00
定員15名、
対象：小学生
★親子おりがみ教室…7/24（日）14：00
小竹図書館
定員15組、
対象：4歳〜小学生とその保護者
（小竹町 2-43-1）
★科学あそび教室（錯覚）…7/29（金）14：00
☎ 5995-1121
定員25名、
対象：小学生
7/19、25
▼夏のスペシャルおたのしみ会（人形劇）…8/6（土）
8/1、15、22、29
11：00 定員30名、
対象：
４歳〜小学生
▼夏のこわいおはなし会…8/20（土）14：00
定員３０名、
対象：小学生

練馬図書館

★図書館利用のマナーです

・館内では静かに過ごしましょう
・本は大切に使いましょう
・返す日にちを守りましょう

内

容

・

と

き

★は事前申込み ▼は当日会場受付

▼昔あそびまつり…7/23（土）10：00〜12：00
▼なつのおたのしみ会…8/7（日）14：00
▼朝読書クラブ…7/21（木）〜8/31（水）9：10〜9：30
南大泉図書館
▼夏休み学習支援…7/21（木）〜8/31（水）
（南大泉 1-44-7）
★一日図書館員体験…7/26（火）〜7/28（木）
☎ 5387-3600
9：00〜12：00 各日最大4名、
対象：小学生、
申込み：
7/19、25
7/12（火）から
8/8、15、22、29
★図書館ツアーと調べ学習応援授業「自由研究って本
当に自由？」…7/30（土）10：00〜11：30 定員10名、
対象：小学3〜6年生とその保護者、
申込み
：7/12
（火）
から

▼クイズたんていにちょうせん…7/20（水）〜8/7（日）
▼ねりパパよみきかせ…7/23（土）14：00
▼えいごdeおはなし会…7/24（日）11：00
★夏のお楽しみ会（人形劇）…7/23（土）14：00
（南大泉 3-17-20）
7/19、25
▼なつのおたのしみ会…8/6（土）14：00
定員60名
☎ 3925-4151
8/1、15、22、29
▼ゆうがたひろばっこ…8/9（火）〜8/26（金）16：00
7/19、25
▼よるのおはなし会…8/20（土）18：00
★夏のおたのしみ会 マジックショー…8/27（土）14：00 8/8、15、22、29
▼ひろばっこまつり…8/27（土）14：00〜15：00
定員50名
対象
：
小学生までの子どもとその保護者、
貫井図書館
▼なつのおたのしみ会…8/6（土）14：00〜15：00
（貫井 1-36-16） 申込み：7/27（火）から
稲荷山図書館
★カブトムシのイラストを描こう！…7/30（土）
☎ 3577-1831 ▼小・中学生のためのしらべるレンジャー
（大泉町 1-3-18）
7/11、25
8/2（火）〜8/31（水）の間の開館日 13：00〜17：00
10：00〜11：00 定員10名、
対象：
３歳〜小学生、
☎ 3921-4641
8/1、8、22、29
▼レスキュー！調べる宿題…8/20（土）10：00〜12：00、
申込み：7/12（火）から
7/19、25
13：30〜15：30 対象：小〜中学生
▼夏休み！自由研究応援隊
8/8、15、22、29
8/1（月）〜5（金）13：00〜17：00
▼なぞときスタンプラリー…7/21（木）〜7/31（日）
10：00〜17：00
▼よるのおはなし会…8/15（月）18：00 定員70名
▼調べ学習応援隊
▼図書館を使って調べよう「練馬イラストレンジャー原
7/21（木）、
22（金）、
26（火）、
27（水）、
8/18（木）、
画展」…7/29（金）〜31（日）10：00〜17：00
大泉図書館
19（金）、
23（火）、
24（水）、
25（木）、
26（金）
「イラストパワーで宿
（大泉学園町 2-21-17） ▼図書館を使って調べようイベント
南田中図書館
13：00〜16：00
（南田中 5-15-22）9：00〜12：00、
☎ 3921-0991 題モンスターをたおせ！」
7/25
7/27、
8/24、
8/25は午前のみ
8/2（火）、
6（土）10：00〜12：00、
13：00〜15：00
☎ 5393-2411 ※7/21、
7/11、25
8/1、8、22、29
※7/22、
8/26は午後のみ
▼図書館を使って調べよう
8/1、8、22、29
★一日図書館員…8/4（木）、
5（金）10：00〜15：00
8/2（火）〜6（土）、
8/9（火）、
10（水）、
19（金）〜2１
（日）、
23（火）〜27（土）10：00〜17：00
各日定員15名、
対象：小学生
★夏休みこども科学教室「液体窒素科学実験教室 氷
▼夏のおたのしみ会…7/31（日）14：00 定員80名
平和台図書館
点下196℃の世界へ」…8/6（土）14：00〜16：00
8/7（日）10：00〜16：30
（平和台 1-36-17）▼本の探検ラリー…8/6（土）、
定員15名
☎ 3931-9581 ▼科学実験教室「空気であそぼう！実験しよう！」
▼小学生による朗読「のはらうた」発表会…7/23（土） 7/19、25
8/20（土）14：00〜15：30 定員30名、
対象：小学3年
石神井図書館
8/8、15、22、29
15：00〜16：00 定員40名、
対象：小学生以上
生以上推奨、
申込み：8/1（月）から
（石神井台 1-16-31）
▼夏の自由研究本のレシピ展示
★でんじは森田くんのわくわく科学実験…8/7（日）
春日町図書館
☎ 3995-2230
7/20（水）〜9/4（日）
対象：小学生、
申込み：7/24
（春日町 5-31-2-201）14：00〜15：30 定員25名、
7/19、25
▼夏の本大集合（展示）…7/20（水）〜9/4（日）
☎ 5241-1311 （日）から
8/1、15、22、29
▼夏のお楽しみ会…8/7（日）10：30 定員80名
7/11、25
★夏のおたのしみ会こわいはなし・
・
・8/24（水）16：00
8/1、8、22、29
定員30名、
対象：小学生、
申込み：8/10（水）から

南大泉分室こど
もと本のひろば

▼練馬こども笑店街「まちかど図書館」…7/16（土）

（豊玉北 6-8-1）
15：00〜18：00 場所：練馬駅南口商店街⑥ブース
☎ 3992-1580

▼親子で楽しむおはなし会「ひとりできけるこのじかん」
スペシャル・
・
・7/27（水）、
8/7（日）15：00 各日定員40
（光が丘 4-1-5）
名、
対象：4歳〜小学校3年生とその保護者
☎ 5383-6500
▼人形劇・
・
・7/30（土）14：00 定員70名
7/19、25
★図書館たんけんたい・
・
・8/1（月）10：30 定員10名、
8/1、15、22、29
対象：小学1・2年生

光が丘図書館
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〜 夏 休 み は 学 校 プー ル に い こう！〜

8校の区立小学校のプールを一般開放します。
暑い夏、涼しいプールで元気に泳ぎましょう。
◆利用時間は午前10時〜正午、午後1時〜3時です。※午前・午後の完全入れ替え制です。
◆費用：1回50円（保険料含む）
◆申込み：当日会場受付
◆会場・日程：
学

校

名

開

放

◆注意事項：

日

旭丘小学校

旭丘2-21-1

8月4日(木)〜14日(日)

豊玉第二小学校

豊玉上2-16-1

8月9日(火)〜19日(金)

練馬第三小学校

貫井1-36-15

8月6日(土)〜16日(火)

田柄第二小学校

田柄1-5-27

7月30日(土)、
31日(日)・8月6日(土)〜14日(日)

旭町小学校

旭町2-29-1

8月6日(土)〜12日(金)

石神井東小学校

南田中3-9-1

7月23日(土)、
24日(日)、
30日(土)、
31日(日)・8月6日(土)〜14日(日)

上石神井北小学校

石神井台5-1-32 8月6日(土)〜16日(火)

大泉第四小学校

西大泉1-24-1

8月3日(水)〜12日(金)

※石神井東小学校は、8月11日（木）〜14日（日）の期間は午後のみの開放となります。
※練馬第三小学校は、8月16日（火）は午前のみの開放となります。

【問合せ】スポーツ振興課 振興係〔電話5984−1948〕

●プールに入る際には、必ず水泳帽を着用し
てください。
●小学校２年生以下のお子さんが入場する際
には、水着を着て一緒にプールに入ること
のできる18歳以上の付添者が必要です。(１
名の付添者につき２名のお子さんが入場で
きます。付添者も入場料がかかります。)
●おむつの取れていない乳幼児のお子さんは
ご利用できません。
●装身具（めがね、時計等）は全て外してく
ださい。
●貴重品の保管場所はないのでお持ちになら
ないでください。
●浮き輪以外の遊具の持込はできません。
●車・自転車でのご来場はご遠慮ください。

夏休 みは児童館へ行こう！
定員がある催しや、持ち物や申込み（事前・当日）が必要な催しもあります。詳しくは、各児童館にお問い合わせください。
（★は事前申込み。▼は当日会場受付）
※連合行事…複数の児童館が共催して、ドッジボール大会やゲームなどを行います。
施

設

名

内容【対象など】
①★連合行事▶対象：小学生

日 時

（★連合行事の時間は
直接お問合せください）

平和台児童館 ②★平和を考える１日
（平和っ ①8/3㈬
☎3933-0297 てなんだろう？こどもたちの ②8/6㈯10：30〜13：00
願いを発信しよう）
①★連合行事▶対象：小学生

栄町児童館
（申込：7月5日
（火）
から栄町児 ①8/3㈬
☎3994-3287 童館にて受付開始）
①★連合行事対象▶対象：小学生

石神井児童館
①7/21㈭
②しゃっくーサマーフェスティ
②8/2㈫15：30
☎3996-3800 バル
（人形劇など）

①7/28㈭
②8/2㈫・3㈬・5㈮
①★連合行事▶対象：小学生
北大泉児童館
14：30〜16：30
②▼おもしろ工作週間
（受付は当日の15：00まで）
☎3921-4856 ③ミニ映画会
③8/23㈫・24㈬・25㈭
14：30〜16：30
光が丘児童館 ①★平和についてかんがえよう
①8/15㈪10：30〜13：00
☎3975-7137 ７/１９㈫〜児童館で申込みできます。
①8/2・9・16・23
※毎週火曜10：30〜11：30
①▼乳幼児対象
「水あそび♪」
上石神井児童館
児童館の屋上にて
②▼乳幼児対象
「遊戯室で自
②8/7・14・21・28
☎3929-0999 由あそび」
※毎週日曜11：00〜13：30
遊戯室の乳幼児優先タイム
①ホタルのお話しとミニコン
サート▶対象：幼児親子・小学
土支田児童館
①8/6㈯13：30〜14：30
生以上のお子さんと保護者
☎3925-4784 ②★科学あそび▶対象：小学 ②8/30㈫14：00〜16：00
生▶定員２０名

春日町児童館
①★連合行事▶対象：小学生
☎3998-8799
中村児童館
①★連合行事▶対象：小学生
☎3998-4890 ②平和について考えよう

①★護身術▶対象：小学生
②★連合行事▶対象：小学生
南田中児童館 ③★親子工作▶対象：小学生
☎3995-5534 以上のお子さんと保護者
④★万華鏡を作ろう▶対象：小
学生以上

①8/3㈬
①7/28㈭
②8/3㈬14：00
①7/23㈯14：00〜16：00
②7/28㈭
③7/30㈯13：30〜16：00
④8/25㈭15：00〜17：00

施

設

名

内容【対象など】

日 時

（★連合行事の時間は
直接お問合せください）

①★布ぞうり作り▶対象：小
学生以上とその保護者▶定員
各回8組ずつ
北町児童館
②★きたまち阿波おどり▶対
☎3931-5481 象：小学生〜高校生
③★連合行事▶対象：小学生
④夏まつり

①7/23㈯10：30〜12：00
14：00〜15：30
②7/30㈯17：00〜21：00
③8/3㈬
④8/23㈫15：30〜17：00

関町児童館
①イブニングシネマ
☎3920-1601 ②★連合行事▶対象：小学生

①7/9㈯15：30
②7/21㈭

①★連合行事▶対象：小学生
東大泉児童館 ②お話しを聞こう
☎3921-9128 ③お化け屋敷
④乳幼児水遊び

①7/21㈭
②7/21㈭15：30
③8/26㈮14：00〜15：30
④7/27㈬・28㈭・29㈮・
8/2㈫・3㈬・4㈭・5㈮
10：30〜11：30

①★連合行事対象▶対象：小
学生
①7/21㈭
石神井台児童館 ②★自然観察会
「生きものいっ
②7/28㈭
☎3995-8267 ぱい！野川公園に行こう」
③8/5㈮16：00〜17：00
③★夏祭り・100人限定・事前
申込み制
①★連合行事▶対象：小学生

西大泉児童館
②▼映画会
☎3924-9537 ③▼マンカラ大会

①7/21㈭
②8/5㈮14：00
③8/24㈬14：30

①▼しゅうまいさんの工作教室 ①7/26㈫15：30
②7/28㈭
③8/10㈬15：00

三原台児童館
②★連合行事▶対象：小学生
☎3924-8796 ③▼屋上水遊び大会

①7/28㈭
①★連合行事▶対象：小学生 ②8/2㈫〜5㈮
②★工作週間▶対象：第1回… 第1回：10：00〜11：50
なかよし児童館
幼児と保護者/第2回…小学生 第2回14：00〜
☎5997-7720 以上
③8/25㈭15：00〜17：00
③★おばけめいろ
8/26㈮10：30〜11：45
15：00〜16：30

厚生文化会館
①けやっきーランド
☎3991-3080
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①8/29㈪14：00〜16：00
8/30㈫・31㈬
10：00〜16：00
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今年４月から「練馬こども園」が本格実施
「練馬こども園」は、区独自の制度として、国や都の制度とは別に、私立幼稚園の協力を得て創設したもので
す。３〜５歳児を対象に、通年（夏・冬・春休みも含む）で11時間保育を実施し、保育所待機児童の減少にも
大きく貢献しています。今年４月から13園（定員926人）で実施し、今後も認定園を一層拡大していきます。

※長時間保育のイメージ
7：30

9：00

預かり保育

14：00

幼稚園教育時間

18：30

預かり保育

11時間
【問合せ】こども施策企画課 幼保一元化担当係〔電話 5984−1522〕

練馬区総合教育会議を開催します
平成28年７月15日（金）に平成28年度第１回練馬区総合教育会議を開催します。
会議の内容等はホームページでご確認ください。
【ホームページアドレス】
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kaigi/kosodate/sougoukyoikukaigi.html
【問合せ】総務課 総務係〔電話 5984−2600〕

教 育 委 員 会 の 動 き （平成28年４月〜６月）
平成28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。
主な議案、視察等は以下のとおりです。詳細については、教育委員会ホームページまたは
【問合せ】にてご確認ください。

〔議
〔議

題〕・練馬区教育委員会教育長職務代理者の指名について
案〕・特別支援学級調査委員会への諮問内容について

〔協
〔視

・「練馬区立図書館条例の一部を改正する条例」の制定依頼について
・練馬区立学校の適正規模・適正配置検討委員会規則
議〕・練馬区立学校における組体操の取扱いについて
察〕・上石神井小学校における授業

(他３件)

〜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
開催した会議の内容については、教育委員会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刻の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://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html
【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984−5609〕
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チャレンジ親子ＮＩＥ

「親子で新聞スクラップ！〜新聞を読む習慣をつけよう〜」
親子で新聞スクラップなどを行いながら、主に小学生に対して新聞に親しみ、新聞を読む習慣
を身につけてもらうことをねらいとしています。
■日時・場所（連続講座です）
：８月16日（火）・17日（水）10時〜12時
：練馬区役所本庁舎19階 1902会議室
■講
師：新聞教育支援センター代表 吉成 勝好氏
■申込み期間：７月21日（木）〜８月８日（月）
■対
象：練馬区在住の小学生と保護者
■定
員：17組（申込み順）
■参 加 費：無料
■申込み方法：電話で ①講座名 ②氏名 ③小学校名、学年
④住所 ⑤電話番号をお伝えください。

※昨年度の講座の様子

※NIE・・・Newspaper In Education（新聞活用学習）
【申込み・問合せ】青少年課 育成支援係〔電話 5984−1292〕

（（
（（（（

情報教育推進事業

講演会

））））
）
）

「テレビメディアについて考える」

今日の情報通信社会においては、悪意のある情報によって、子供たちが危険にさらされるケー
スが増えています。この講演会では、ワイドショーやバラエティなどの制作現場での問題点（行
き過ぎた演出やねつ造）を知り、「情報リテラシー（有害情報を含めて様々な情報を正しく読み
解き判断する能力）」の大切さについて考えます。
また、平成28年度情報教育推進事業「中学生のための情報番組制作ワークショップ」で中学生
たちが制作した番組の上映も併せて行います。
興味のある方は、お気軽にご参加ください！
日 時：平成28年８月２日（火）午前10時〜11時30分
場 所：日本大学藝術学部江古田校舎
講 師：日本大学藝術学部放送学科主任教授 鈴木 康弘 先生
対 象：小中学生、ご家族、テレビメディアに関心のある方 等
定 員：100名（先着順、当日会場受付）
参加費：無料

☆詳しくは、区報７月21日号および区ホームページなどでご案内します！
【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話5984−1292〕
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学校応援団の紹介

平成28年7月11日

No.20

「学校応援団」は地域の方々が中心となって、放課後の学校を、遊び・学び・読書などの児童の居場所とし
て開設する「ひろば事業」を実施しています。今回は、２つのひろばで行われたイベントをご紹介します。

春日小学校 はるのひひろば カレンダー作り
春日小学校「はるのひひろば」では、毎月恒例の「カレンダー作り」が実施されました。当日はひろば室で、てるて
る坊主やカエルなどの形をした色紙を使って、梅雨をモチーフにした６月のカレンダーを作っていました。みんなで仲
良く楽しく作ることができました。

がんばって作るぞ－！！

s
Fatheyr’
Da

どれを使おうかな～？

かわいいカレンダーの完成！

南田中小学校 みなみんひろば
おとうさんにカードをおくろう！

南田中小学校「みなみんひろば」では、父の日を迎える週の５日間、「おとうさんにカードをおくろう！」と題した
イベントが実施されました。感謝状を模したメッセージカードに、いつもは言えない感謝の言葉を書き、おとうさんの
似顔絵を描いたり、シールで飾りつけたカードを作りました。

スタッフの方に手伝ってもらって

かわいくできました！

おとうさんいつもありがとう

【問合せ】子育て支援課 学校応援団・開放係〔電話 5984－1057〕

青少年育成地区委員会の紹介
青少年育成地区委員会の紹介
区内には17の地区委員会があり、青少年育成地区委員が子供たちのた
めに地域の特色を生かした行事や良好な社会環境づくりを行っています。
今回は、桜台地区委員会の「夏のキャンプ」について紹介します。
桜台地区委員会では、毎年夏休みに小学４～６年生を対象に、１泊２日でバン
ガローに宿泊する「秩父キャンプ」を実施しています。
自然豊かな山のキャンプ場（標高570メートル）で、子供たちは、飯ごう炊さ
んや、赤々と燃えるキャンプ・ファイアーを囲み、歌ったり踊ったりなどを体験
します。
翌日は、川に降りて「マスのつかみどり」や「水遊び」などを楽しみます。
ゆったりと自由な時間を過ごすひとときも、「秩父キャンプ」の魅力の一つです。
子供たちにとって、自然と親しみ、違う学年や違う学校の友達とも交流ができ
る「秩父キャンプ」は、夏の良い思い出となるでしょう。
これからも、子供たちの未来につなぐ青少年健全育成活動を続けていきます。
【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984－4691〕
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