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平成29年（2017年）７月11日

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

議場での発言

区政、区議会制度等の学習

グループ間での意見交換
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、区内の国・私・区立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。
なお、今年度は子ども議員と区議会議員との交流会も開催します。
日
時：平成29年８月４日（金）午後２時～午後３時
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：43名（区内の中学生）
【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話 5984－1292〕

子ども科学講演会

宇宙のとびらを開いてみよう
定
申

日 時：７月23日（日）午後１時半～３時半（午前の部は締め切りました）
場 所：区民・産業プラザ３階ココネリホール（練馬駅北口から徒歩１分）
ⒸJAXA
対 象：小学生以上（大人も可。３年生以下は保護者同伴でご参加ください）
講 師：元JAXA有人宇宙技術部長／柳川 孝二（＝写真㊦）
員：150名（先着順）
込：メールまたは電話で ①子ども科学講演会（午後） ②住所
③参加人数 ④参加者氏名（小中学生は学校名・学年も） ⑤電話番号
⑥子供のみ参加の場合は保護者氏名 を学校教育支援センターへ

＜プレ企画

宇宙展示会＞ ７月22日（土）午前10時～午後５時（場所：同上）

JAXAが所蔵するロケットや宇宙服の模型などを展示します。
フライトスーツ着用体験もできます（４歳～中学生対象 先着100名）。

【申込み・問合せ】学校教育支援センター〔電話 6385－9911〕メール oubo@city.nerima.tokyo.jp
1

教 育 だより

第180号

平成29年７月11日

第35回 練馬こどもまつりを開催しました
５月14日（日）、都立光が丘公園と都立石神井公園で「第35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35回目を迎えました。
雨のため１日順延しての開催でしたが、会場には、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50の遊びと多彩なステージ発表

練馬区独立70周年記念
スタンプラリーも開催！

紙や木を使った工作、竹馬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50用意されました。また、ステージ
ではダンスや和太鼓演奏、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。

今年は、練馬区の独立70周年を記念し
て、特別企画のスタンプラリーも開催。
５つの遊びを体験するともらえる限定缶
バッジを手に入れようと、子供たちが遊
びや工作に果敢に挑戦していました。

【問合せ】子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕

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。今年度は下表の幼稚園、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

北大泉幼 稚 園

体力向上

田柄第二小学校

学力向上・授業改善

石神井東小学校

学力向上・授業改善

立 野 小 学 校

体育・健康教育

上石神井中学校

豊かな心

研 究 主 題 等
体のびのび
健やかな心と体を育てる
自分の考えをもち、学び合う算数学習
～表現できる児童の育成～
価値ある学びを実感できる児童の育成
～算数科・社会科の学習を通して～
どの子も体を動かす楽しさを味わい、
運動する意欲を高める立野の子
～健康な生活を目指した実践・
運動の特性を生かした授業作りを通して～
心わくわく

豊かな心をはぐくむ道徳の授業

発

表

日

平成29年11月22日（水）
平成30年 1月26日（金）
平成30年 1月18日（木）
平成29年10月27日（金）
平成30年 2月 2日（金）

【特別支援学級研究発表校】
学

校

名

豊玉第二小学校
大 泉 小 学 校
大 泉 中 学 校

研 究 領 域 等
全教育活動
体力向上

研 究 主 題 等
伝え合う力を高めるための工夫
～授業のユニバーサルデザイン化を通して～
一人一人の力を伸ばし、
未来につながる力をつける体育
～小中９年間を見通した指導計画の見直しと
具体的取組を通して～

（昨年度の研究の様子）

発

表

日

平成30年 1月19日（金）
平成30年 1月25日（木）

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984－5759〕
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近隣園と交流しながら、
「お話し」
を聞いて感性を豊かに！
～毎月楽しみなボランティアさんによるお話し会～
田柄第二保育園では、毎月お話しの会の方々にお願
いをして、子供たちにお話しや手あそびをしていただ
いています。テレビやスマホ等、視覚的刺激の多い日
常生活ですが、絵のないお話しのため、子供たちは、
話し手の心地よい語りや表情から物語の場面を想像
し、どんどんその世界へ引き込まれていきます。
４月から12月までは４・５歳児が、１月からは３歳
児も加わり、日本の昔話や世界の童話など、１日に３
つほどのお話しを夢中で聞いています。
お話し会の日は、近隣園との交流も行っています。
アンジェリカ田柄保育園の年長さんも毎回来園し、お

話しを聞いています。時々、どんぐり山保育園の４・
５歳児さんも参加し、皆で自己紹介をしたり、日頃
歌っているうたやあそびの紹介をしたりしながら、交
流を楽しんでいます。

【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国民運動です。
すべての人々が、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、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとするもので、今年で67回目を迎えます。
今年は、罪を犯した人たちが立ち直るために必要な「仕事」と「居場所」を地域の中で作ることや、社会
復帰を長期的に支える地域の協力を増やすことを、重点的に取り組んでいます。
犯罪や非行のない安全・安心な地域をつくるために、一人ひとりが
【昨年度の様子】
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。
【フェスティバル】
平成29年7月8日（土）に平成つつじ公園芝生ひろばで開催します。
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
生や町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、模擬店などが行われます。
【つどい】
平成29年7月20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”作文コンテストの優秀賞作品の朗
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、
にとう
ゆめの
女子高生サポートセンターColabo代表 仁藤 夢乃さんの講演、中
しゃ
せつばい
国の古筝演奏家 謝 雪梅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！
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。
【ホームページアドレス】http://www.lib.nerima.tokyo.jp/ 練馬区立図書館
図書館名・休館日

内容・とき

※時間は開始時間

▼は当日会場受付 ★は事前申込み
▼夏のスペシャルおたのしみ会…7/29（土）11：00
小竹図書館
定員：30名、
対象：4歳～小学生
（小竹町2-43-1）
▼夏のこわいおはなし会…8/23(水)15：00
☎5995-1121
定員：30名、
対象：小学生
7/18㈫、24㈪、31㈪
★科学あそび教室…8/6（日）10：00
8/7㈪、21㈪、28㈪
定員：25名、
対象：小学生、
申込：7/13（木）から
▼おはようとしょかん…7/21（金）～8/31（木）
練馬図書館
毎週火、
水、
金曜日 9：00～9：45（祝日を除く）
（豊玉北6-8-1）
対象：小学生
☎3992-1580
7/18㈫、24㈪、31㈪ ★夏のお楽しみ会（人形劇）…7/22（土）14：00
定員：60名、
対象：幼児～小学生、
申込：7/13（木）から
8/7㈪、21㈪、28㈪
▼小・中学生のためのしらべる応援隊
①自由研究などの調べものサポート…8/1（火）～31（木）
13：00〜17：00
②簡単なパーツを使った調べ学習作品づくり…8/26（土）
貫井図書館
10：00～12：00、
13：30～16：00
（貫井1-36-16）
★夏のおたのしみ会
☎3577-1831
①『こまねこ』上映会…8/27（日）14：00〜15：00
7/24㈪、31㈪、
定員：50名、
対象：幼児～小学生とその保護者、
8/7㈪、14㈪、28㈪
申込：7/27（木）から
②ぬいぐるみおとまり会…8/27（日）上映会終了後
対象・定員：上映会参加者のうち、
希望者先着20名
▼夏のおたのしみ会「春日町町会納涼盆踊り大会」…
春日町図書館
7/29（土）※雨天順延7/30（日）17:00～18:30
（春日町5-31-2-201）
場所：春日神社
☎5241-1311
▼夏休み宿題応援隊〜レファ丸〜…8/21（月）～25（金）
7/24㈪、31㈪
★かがくと森田くんのわくわく科学実験…8/6（日）14：00～
8/7㈪、14㈪、28㈪
15：30 定員：25名、
対象：小学生、
申込：7/23（日）から
▼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
光が丘図書館
シャル…7/26（水）、
8/6（日）15：00
（光が丘4-1-5）
定員：各日35名、
対象：4歳～小学生とその保護者
☎5383-6500
▼人形劇…7/29（土）14：00 定員：70名
7/18㈫、24㈪、31㈪
★図書館たんけんたい…8/7（月）10：30～11：30
8/7㈪、21㈪、28㈪
定員：10名、
対象：小学1、
2年生、
申込：7/21（金）から
▼なぞときスタンプラリー…7/21（金）～23（日）
▼夏休み！おはなし応援隊…8/23(水)～25(金)15：00
定員：各日30名、
対象：小学生
★一日図書館員…8/3（木）、
4（金）10：00～15：00
南田中図書館
対象：小学生、
申込：7/13（木）から
（南田中5-15-22） 定員：各日15名、
★ワンダーおはなし会スペシャル「スライムをつくろう」…
☎5393-2411
8/20（日）10：30～11：15、
14：00～14：45
7/24㈪、31㈪
定員：各回20名、
対象：4歳～小学生、
申込：7/20（木）から
8/7㈪、14㈪、28㈪
★夏の子ども科学教室「結晶を作り出そう〜元素とイオンの
世界〜」…8/26（土）10：00～12：00
定員：15名、
対象：小・中学生、
申込：7/26（水）から
▼夏の自由研究本のレシピ展示…7/19（水）～9/3（日）
▼夏のお楽しみ会（人形劇）…8/6（日）10：30 定員：80名
★夏休み特別企画！自由研究応援講座
石神井図書館
（石神井台1-16-31） ①楽しい発明工作…8/22（火）14：00
②楽しく学ぶ理科実験…8/23（水）10：00、
11：15
☎3995-2230
7/18㈫、24㈪、31㈪ ③夏休み読書感想文教室…8/24（木）10：00
④国際社会の中で私たちができること…8/25（金）10：00
8/7㈪、21㈪、28㈪
⑤南極くらぶ…8/26（土）14：00※対象、
申込等の詳細は区
立図書館ホームページをご覧ください。
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図書館名・休館日

★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

検 索
内容・とき

※時間は開始時間

▼は当日会場受付 ★は事前申込み
▼夏休み学習支援…7/19（水）～8/31（木）
▼朝読書クラブ…7/21（金）～8/31（木）9:10～9:30
▼昔あそびまつり…7/22（土）10:00～12:00
★一日図書館員体験…7/21（金）、
25（火）、
26（水）
南大泉図書館
9:00～12:00 定員：合計10名・各回最大4名まで、
（南大泉1-44-7）
対象：小学生、
申込：7/13（木）から
☎5387-3600
★夏休み学習支援スペシャル社会編…7/29（土）
7/18㈫、24㈪、31㈪
10:00～11:30 定員：10組、
対象：小学生と保護者、
8/14㈪、21㈪、28㈪
申込：7/13（木）から
★夏休み学習支援スペシャル理科編…8/6（日）
10:00～11:00、
11:00～12:00 定員：各回10名、
対象：小学生、
申込：7/13（木）から
▼クイズ たんていにちょうせん…7/21（金）～8/6（日）
こどもと本のひろば ▼なつやすみどくしょカード…7/21（金）～8/31（木）
（南大泉3-17-20） ▼なつのおたのしみ会（パネルシアター）…7/29（土）
14:00～14:30
☎3925-4151
7/18㈫、24㈪、31㈪ ▼ゆうがたひろばっこ…8/1（火）～31（木）16:00～16:30
8/14㈪、21㈪、28㈪ ▼よるのおはなし会…8/19（土）18:00～18:30
▼ひろばっこまつり…8/26（土）14:00～15:00

稲荷山図書館

（大泉町1-3-18）
☎3921-4641
7/18㈫、24㈪、31㈪
8/14㈪、21㈪、28㈪

▼むしといっしょにおはなし会…7/29（土）11：00～11：45
▼なつのおたのしみ会（人形劇、
ベル演奏）…8/5（土）
14：00～15：00
▼夏休み！自由研究応援隊…8/7（月）～11（金）
13：00〜17：00

▼図書館を使って調べよう…7/21（金）、
22（土）、
27（木）、
28（金）、
8/1（火）～3（木）、
8（火）～10（木）、
20（日）～22（火）10:00～18:00
大泉図書館
5（土）10:00～16：30
（大泉学園町2-21-17） ▼本の探検ラリー…8/4（金）、
▼なつのおたのしみ会（夜のおはなし会）…8/21（月）18:00
☎3921-0991
対象：幼児・小学生
7/24㈪、31㈪
8/7㈪、14㈪、28㈪
★図書館を使って調べようオープニングイベント
「どうぶつえんで発見しよう」…7/22（土）10:00～12:00
定員：30名、
対象：小・中学生 申込：7/1（土）から
▼夏休みしらべもの応援隊…7/22（土）～8/31（木）
12；00〜17：00 対象：小中学生
関町図書館
（関町南3-11-2） ▼夏休みしらべもの応援スペシャルデー…8/7（月）～9（水）
10:00～16:00 対象：小中学生
☎3929-5391
7/18㈫、24㈪、31㈪ ★１日図書館員…8/3（木）14:00～16:30
8/14㈪、21㈪、28㈪ 対象：小学1〜3年生 8/4（金）14:00～16:30 対象：小学
4〜6年生 定員：各回8名、
申込：7/13（木）から
▼しらべるクイズ（参加型クイズ）…7/21（金）～8/31（木）
対象：小学生以上
平和台図書館
▼¿¿¿「自由研究」どうしよう???（展示）…7/21（金）～
（平和台1-36-17）
8/31（木）
☎3931-9581
▼こうさく会…7/26（水）、
8/23（水）15:30～16：00
7/18㈫、24㈪、31㈪
対象：幼児以上
8/14㈪、21㈪、28㈪
▼夏のおたのしみ会（人形劇など）…7/30（日）
14:00～15:00 定員：80名、
対象：幼児以上

日
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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～12時、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：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10日(木)～20日(日)

豊玉第二小学校

豊玉上2-16-1

8月8日(火)～18日(金)

練馬第三小学校

貫井1-36-15

8月4日(金)～12日(土)

田柄第二小学校

田柄1-5-27

7月22日(土)、23日(日)、29日（土）、30日（日）
・8月4日(金)～7日(月)、11日（金）～13日（日）

旭町小学校

旭町2-29-1

8月13日(日)～19日(土)

石神井東小学校

南田中3-9-1

8月5日(土)～17日(木)

上石神井北小学校

石神井台5-1-32 8月5日(土)～15日(火)

大泉第四小学校

西大泉1-24-1

8月3日(木)～12日(土)

※練馬第三小学校は、8月12日（土）は午前のみの開放となります。
※石神井東小学校は、8月12日（土）～16日（水）の期間は午後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〕

児 童 館 へ 行こう！

施

設

定員がある催しや、持ち物や申込（事前・当日）が必要な催
しもあります。詳しくは、各児童館にお問合せください。
（★は事前申込。▼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。
北町児童館

名

日 時

内容【対象など】

（★連合行事の時間は
直接お問合せください）
①★平和を考える一日
（地域 ①8/9㈬11：00～13：00
平和台児童館 の方々とすいとんを食べなが ②8/15㈫13：00～16：30
8/16㈬10：30～11：30、
☎3933-0297 ら平和について考える）
②おばけやしき
13：00～15：00

施

設

名

栄町児童館
①★連合行事▶対象：小学生
☎3994-3287

①7/21㈮

石神井児童館 ①★連合行事▶対象：小学生 ①７/27㈭
②しゃっくーサマーフェスティ
②8/1㈫15：00
☎3996-3800 バル
（人形劇など）
①★連合行事▶対象：小学生

①8/1㈫

北大泉児童館 ②おもしろ工作週間
②8/7㈪・8㈫・9㈬・10㈭
☎3921-4856 ③★水遊び&夏休みおしまい 14：30～16：30
光が丘児童館
☎3975-7137
上石神井児童館
☎3929-0999
土支田児童館
☎3925-4784
春日町児童館
☎3998-8799
中村児童館
☎3998-4890
南田中児童館
☎3995-5534

パーテイー
③8/31㈭14：30～17：00
①★平和について考えよう
（地域の方
とすいとんを作って食べながら、戦時 ①8/15㈫10：30～13：00
中の話を聞く） 申込は8/1
（火）
から
①たんぽぽ
「水あそび」
▶対象：
①8/1㈫・8㈫・15㈫・22㈫
乳幼児・親子
（詳細は当館児童
10：30～11：30
館たより８月号をご覧ください）
②8/6㈰・13㈰・20㈰・27㈰
②遊戯室すくすくタイム
（優先
11：00～13：30
▶対象：乳幼児･親子
時間）
①★星空観察会▶対象：小学生 ①7/29㈯19：00〜21：00
②★連合行事▶対象：小学生 ②8/1㈫
③★ちゃんとごはん▶対象：小学生 ③8/18㈮10：00〜13：00
④★科学あそび▶対象：小学生 ④8/29㈫14：00〜16：00
①★連合行事▶対象：小学生 ①7/21㈮
②あそびのサマースクール▶対象：小学生 ②8/8㈫〜8/10㈭
③★サマースクールクッキン 10：30〜16：00
グ▶対象：小学生
③8/9㈬、
10㈭10：30
①★連合行事▶対象：小学生 ①8/1㈫
②平和のつどい
②8/8㈫１４
：
００
①★連合行事▶対象：小学生以上 ①8/1㈫9：00～16：00
②▼万華鏡作り▶対象：小学生以上 ②8/3㈭15：00～16：00
③▼真夏の雪合戦
③8/9㈬14：00～
▶対象：小学生以上
雪がなくなり次第終了
④▼納涼歌合戦▶対象：小学生以上 ④8/19㈯14：00～16：00
⑤▼おばけやしき▶対象：小学 ⑤8/30㈬・31㈭・9/1㈮
生以上
14：00～16：00

●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ありませんのでお持ち
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。

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★連合行事▶対象：小学生
②★きたまち阿波おどり
①7/21㈮
▶対象：小学生～18歳以下
②7/29㈯
③体験！夏まつり
※
「ねりフェス2017ねりあるきラ ③8/1㈫15：30～17：00
リー」
連動行事のため、
区内在住・ ④8/16㈬・17㈭・18㈮
☎3931-5481 在勤
（在学）
の方も参加できます。 10：30～11：30、
13：30～16：00
④ブラック迷路
⑤8/25㈮15：00～16：30
⑤▼茶道教室▶対象：小学生 ⑥8/30㈬15：30～17：00
～18歳以下定員：24人
⑥▼つくってあそぼう定員：30人

関町児童館
①★連合行事▶対象小学生
☎3920-1601

①★連合行事▶対象：小学生
②水遊び▶対象：幼児
③★おにぎりつくっちゃお♪▶
東大泉児童館 対象：小学生以上
④★空き瓶で作る花瓶作り▶
☎3921-9128 対象：小学生
⑤★ペットボトルで水族館
（工作）
▶対象：小学生
⑥★お化け屋敷▶対象：幼児親子以上
①★星空観察会▶対象：小学
生以上(保護者お迎え必要)
②★連合行事▶対象：小学生
（保険代必要）
石神井台児童館 ③★ミニ夏祭り▶対象：小学生
☎3995-8267 ④★自然観察会（石神井公園のナ
イトハイク）
対象：小学生以上の親子
⑤★科学遊び
（化石・コハク・ふ
しぎな石？〜コハクの原石を
みがこう）
▶対象：小学生以上
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▶対象：小学生以上
三原台児童館 ①★連合行事▶対象：小学生
☎3924-8796 ②屋上水遊び大会

①7/27㈭
①7/27㈭
②7/25㈫･26㈬･28㈮
8/1㈫･2㈬・3㈭・4㈮
10：30～11：30
③8/4㈮
④8/8㈫14：30～15：30
⑤8/15㈫14：30～15：30
⑥8/23㈬14：00～15：30

①7/22㈯19：00～21：00
②7/27㈭
③8/2㈬16：00～17：00
④8/3日㈭18：00～20：00
⑤8/29㈫10：00～11：30

①7/27日㈭
②8/4㈮14：00
③8/24㈭14：30
①8/1㈫
②8/10㈭15：00
①8/2㈬〜5㈯ ⑴10：00～
①工作週間▶対象：⑴未就学
11：50 ⑵14：00～16：00
児と保護者⑵小学生以上
材料がなくなり次第終了
なかよし児童館 ②おばけめいろ
②8/23㈬・24㈭
：
小学生
③★科学あそび▶対象
☎5997-7720
時間は8月の児童館便り参照
以上
（申し込みは8/22から）
③8/28㈪14：00〜16：00
④楽器にチャレンジ
④8/29㈫15：00～17：00
①けやっきー人形劇まつり
（人
厚生文化会館 形劇がいっぱい観られます） ①8/2㈬14：00～16：00
②8/29㈫14：00～16：00、
（不思議な
☎3991-3080 ②けやっきーランド
8/30㈬10：00～16：00
お部屋を楽しもう）
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平成30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29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30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〕

教 育 委 員 会 の 動 き （平成29年４月～６月）
平成29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
〔協
〔視

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〕・教科書協議会への諮問内容について

・特別支援学級調査委員会への諮問内容について
・練馬区立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則
議〕・光が丘第四中学校の適正配置について
察〕・石神井南中学校における授業
・学校教育支援センター大泉

(他３件)

～教育委員会は原則として月２回開催しています～
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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情報教育推進事業

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（水）・17日（木）
：午前10時～12時
：練馬区役所本庁舎19階 1903会議室
■講
師：吉成 勝好氏（新聞教育支援センター代表）
■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 期 間：７月11日（火）～７月31日（月）
※昨年度の講座の様子
■ 申 込 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。
■ 申 込 先：青少年課 育成支援係 電話 5984－1292（平日８時30分から午後５時まで）
※NIE・・・Newspaper In Education（新聞活用学習）
【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
（
（
（
（
（
（
））））
）
）
「テレビメディアの 社 会 的 役 割？
テレビが 伝えていることってホント？？」
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29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29年８月１日（火）午前10時～12時
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、７月21日号区報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 No.23
「学校応援団」
は、地域の方々による
「ひろば事業」
「開放事業」
を通じて放課後の児童の見守りを行っています。
今回は２つの学校応援団をご紹介します。

開進第二小学校応援団 牛乳パックブーメラン作り
３月15日
（水）
に学童クラブとの合同イベント
「ブーメランを作ろう」が開催されました。学童クラブ・ニコニコひろば
の児童のほかに校庭開放に来た子供も集まり、概ね50人が参加しました。牛乳パックを切り、輪ゴムで止め、それぞれ
好きな絵を描きオリジナルのブーメランを作成。完成したブーメランは学校の廊下で飛ばしました。工作が得意な子供
や絵を描くのが好きな子供など、多くの子供たちが楽しめるイベントとなりました。ブーメランの角は丸くすることで、
安全面に配慮するという工夫もあり、のびのびと遊ぶ子供たちの姿が見られました。

作り方はこちら！

何の絵を描こうかな～

ブーメラン完成！

飛ばすぞ～

練馬第三小学校応援団 工作イベント
６月の第二週に、オリジナルのうちわと扇子づくりのイベントが実施されました。扇子をつくって家族に贈ろうとい
う企画ですが、贈るだけでなく自分の分もつくらせてあげよう、との趣旨から２種類の工作となっています。
うちわは１年かけて既製品を100本集め、いったん骨組みだけにした後、障子紙を貼って真っ白なうちわを用意。そ
こを様々なマスキングテープで飾り、鮮やかなうちわをつくりました。扇子には水彩クレヨンで好きな絵を書き、水で
ぼかして味のあるイラストにした後、スタッフがラッピングします。
先生に贈りたい！とメッセージを書く子供や、共同作業でイラストを完成させる子供たちなど、思い思いの扇子とう
ちわが完成していました。

オリジナル扇子の完成

見てー！できたー！

だれにあげようかな～

【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の青少年育成地区委員会があり、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、第四地区委員会
（春日町・高松・田柄地域）
の
「川遊び
と飯ごう炊さん」
について紹介します。

楽しい夏休みの恒例行事「川遊びと飯ごう炊さん」は、小学生と保護者、中高生ボランティア、学校の先生等、
地区委員と合わせて総勢約300人で埼玉県高麗川へ電車で出かけます。河原に着いたら、まずカレーライス作りで
す。薪を割ってかまどを作り、火を起こして飯ごうでご飯を炊き、大鍋でカレーを作ります。保護者の方も作業に
参加してもらい、子供のみならず大人にとってもワクワクな体験です。そして、いよいよ川遊び！安全に配慮しな
がら、子供たちにとって「自然の中で本当に楽しいあそび」を体験してほしいと思っています。
【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984－4691〕
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