教 育 だ よ り

第 183 号
平成 30 年（2018年）4 月 25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

今号から、教育だよりをリニューアルいたしました。
これからも、皆様によりわかりやすく、情報発信をしていきます。

入学・入園おめでとうございます！！
桜とともに、みんなの
笑顔が花開きました！
期待を膨らませ、
新たな一歩を
踏み出しました。
中学校

小学校

幼稚園

平成30年度の教育関連予算の主な事業を紹介します
子供たちの充実した学校生活のために
区立小中学校の教育環境を整備します

支援が必要な子供たちのために
不登校対策、障害児支援を充実します

・小中学校体育館への空調設備の整備、
トイレの洋
式化（5 億 357 万円）
・中学校３年生の英検検定料を全額補助
（1,357 万円）
・学校図書館蔵書管理システムの導入（3,775 万円）

・スクールソーシャルワーカーを 16 名に倍増し早期登校支援チームを設置
（6,480 万円）
・特別な支援が必要な不登校児童・生徒への支援を強化（1,100 万円）
・中学校全校に特別支援教室を開設（3,968 万円）

育児の孤立化・児童虐待を防止するために
「ずっと」「もっと」「ほっと」を推進します

保育サービスをさらに充実します
小学生の放課後の居場所も拡大します

・きめ細かな支援のための相談体制の強化および子育てのひろばの拡充
（8,874 万円）
・
「のびのびひろば」を新たに開始、要支援ショートステイ事業の通年実施
（1,510 万円）
・ICT を活用した子育て関連サービスを拡充（130 万円）

・保育所の整備等による定員拡大 ( 計 650 名 )
（14 億 6,103 万円）
・区立幼稚園での３歳児１年保育および預かり保
育を開始 ( １億 5,001 万円 )
・小学生の放課後の居場所を拡大 (9 億 628 万円 )

※平成30年度の教育関連予算額 972億9,933万円

【問合せ】教育総務課 庶務係
〔電話 5984-5609〕

平成30年度練馬区青少年育成活動方針を策定しました
区では青少年育成活動方針に基づいて、地域ぐるみで、青少年の健全な育成を図っています。
平成30年度の練馬区青少年育成活動方針では、以下の目標を示しています。

目標

１
２
３
４

心のかよう明るい家庭づくりを進めよう
青少年の社会参加の機会を増やそう
健全で安全な社会環境づくりを進めよう
家庭・学校・地域・関係機関の連携を深めよう

奥山 咲季さん 作画
（練馬小学校５年生時）

【問合せ】青少年課 青少年係
〔電話 5984-4691〕
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発達に不安のある親子を対象としたひろば事業
平成30年
4月から

平成30年４月25日(2)

民設子育てのひろばの開室日数が

のびのびひろばを開設

拡大しました

発達に不安のある親子を対象にしたひろばです。各子ども家庭
支援センターで月１回開催しています。

練馬子ども家庭支援センター
練馬駅北分室 ☎ 6758-0141

平成 30 年 4 月から、区内 10 か所の民設
子育てのひろばの開室日数が週 5 日に拡大し
ました！
子育てのひろばは、０〜３歳の乳幼児と保
護者が交流できる場を提供するとともに、子
育てに関する相談や情報提供も行っています。

光が丘子ども家庭支援センター
☎ 5997-7759

〈開室日を拡大する施設一覧〉

〈場所〉

場所・問合せ

施設名

住所

電話番号

開室曜日と時間

かるがも親子・氷川台

氷川台3-24-17

3934-5314

月〜金曜日
10時〜15時

光が丘プレパひろば

旭町1-16-1

3976-3113

月〜金曜日
9時〜14時

関子ども家庭支援センター
☎ 5927-5911

ありんこぽてと

向山4-28-15

3970-3932

月〜金曜日
10時〜15時

ほっぷ・すてっぷ

南田中1-6-14-102

3995-1720

※ いずれも 10 時〜 15 時
※予約および利用料金は不要。

月〜金曜日
10時〜15時

千川バンビ

下石神井1-1-3

6807-0977

月〜金曜日
10時〜16時

あいあいあい石神井台

石神井台5-9-6

6767-2588

月〜金曜日
10時〜15時

あいあいあい東大泉

東大泉3-41-7-201

3924-3508

月〜金曜日
10時〜15時

未来こどもランド
すまいる石神井

石神井町3-27-14

3995-5575

月〜金曜日
10時〜15時

大泉子育てのひろば
わとと

大泉学園町7-13-17

5935-7453

月〜金曜日
10時〜15時

3丁目いすきあ

東大泉3-11-7

6755-6029

火〜金・日曜日
10時〜15時

貫井子ども家庭支援センター
☎ 3577-9820
大泉子ども家庭支援センター
☎ 3925-6713

※開催日は区ホームページをご覧ください。

子どもの育ちが不安

つい、周りの子と
比べちゃう

子どもを気にしないで
育児相談したい

悩みを共有する
仲間がほしい

【問合せ】練馬子ども家庭支援センター
〔電話 3993-8155〕

学校応援団の紹介 No.26

※ 他の子育てのひろばの情報については区ホームページをご確認ください。

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 つの学校応援団まつりをご紹介します。

豊玉小学校応援団まつり
2 月 4 日（日）に第 8 回となる豊玉小学校応援団まつりが行われました。残
雪の影響により校庭で予定していたボール遊びは中止になってしまったものの、
活動団体による健康空手の演舞やコーラス、ソフトバレーボールが行われ、大
人から子供まで楽しんでいました。平成 28 年度からねりっこクラブに移行した
豊玉小学校では、ねりっこクラブによるフェイスペイントのコーナーも設けられ
ました。昇降口前では、フランクフルトやポップコーン、お好み焼きを串に刺し
たお好み棒、さらに豊玉小学校応援団まつりの名物にもなっている玉こんにゃく
を調理して配り、美味しそうな香りが漂っていました。

練馬小学校応援団まつり
2 月 18 日（日）の練馬小学校応援団まつりは、晴天のもと行われました。図
書室では図書・教室開放部会による工作教室が開かれ、
「くるくるたこさん」
「ロ
ケットくるくる」を作り、子供たちは早速完成した作品で遊んでいました。校庭
ではミニサッカー大会とストラックアウトが行われ、子供たちの元気な声が響い
ていました。体育館ではソフトバレーボールのほか、今話題のスラックラインが
できるコーナーがあり、ベルトの上を一歩ずつ慎重に歩いていました。たくさん
遊んでお腹をすかせた子供たちには特製の焼きそばが配られ、舌つづみを打っ
ていました。

【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
区内には17の青少年育成地区委員会があり、各地区
の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、第七地区委員会（田柄二
丁目・四丁目、北町五丁目・七丁目・八丁目地域）の「ハイキングとバー
ベキュー」について紹介します。
10 月 28 日（土）埼玉県嵐山へ電車で総勢 239 名が「ハイキングとバーベ
キュー」に行ってきました。
電車を降りてからバーベキューの河原までは 1時間半のハイキングです。木々
の中を歩きながら、大きな蜘蛛の巣を発見して驚いたり、どんぐりの実やめずら
しい植物を見つけたり、都会では味わえない自然を楽しみながら河原に向かいま
した。
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お昼の時間には河原に到着し、班ごとに石でかまどを作り、バーベキューを
しました。肉、
ソーセージ、
焼きそばのクッキングです。「美味しい！おかわり！！」
と子供たちのうれしそうな声があちこちから聞こえてきました。
帰りは菅谷館跡広場に寄り、今回の行事に参加してくれた高校生ボランティ
アと縄跳びやフリスビーで思い切り遊び、楽しい思い出の残る 1日となりました。
【問合せ】青少年課 青少年係
〔電話 5984-4691〕
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本物志向で主権者教育をサポート！

さ あ、 選 挙

平成30年４月25日(3)
【問合せ】選挙管理委員会事務局 情報啓発係
〔電話 5984-1399〕
選挙情報や啓発情報をほぼ毎日
発信中！選管公式ツイッター
ねりまのめいすいくん

を 体 験 し よ う！

選挙管理委員会では、学校や家庭が行う主権者教育の支援として、模擬投票や身近な政治に
ついての講演等を実施しています。

ただ単に、選挙や政治
のしくみを覚えるだけ
じゃないんだね！

〜主権者教育ってなぁに？〜

社会の中で自立し、他者と連携・協
働しながら、社会を生き抜く力や地域
の課題解決を主体的に担う力を育くむ
教育です。アクティブ・ラーニングと
ともに、小学校では平成 32 年度、中
学校では平成 33 年度から全面実施さ
れる改正学習指導要領の根幹となる考
え方の一つです。
参考：文部科学省「主権者教育の推進
に関する検討チーム最終まとめ
（H28.6）
」

本格的な投票所を再現

アクティブラーニング形式の講義

選挙のめいすいくん

平成 29 年度 主権者教育支援事業 実施校
【小学校】9 校 光が丘四季の香小、大泉学園小、北原小、泉新小、光が丘春の風小、大泉第六小、練馬第三小、関町北小、立野小
【中学校】4 校 石神井中、貫井中、大泉学園中、石神井東中
【小中一貫教育校】1 校 大泉桜学園

「4/23は子ども読書の日、4/23〜
5/12はこどもの読書週間」
「はじまるよ！本のカーニバル」
（2018 年こどもの読書週間標語）

各図書館で「子ども読書の日」と「こどもの読書週間」の記念
事業を開催します。ぜひお越しください。

▼問合せ：各図書館
各館の催し
休館日
★科学あそび「LEDでじっけん！～きれいな光のランプをつくろう～」
▸5月13日（日）14時～16時 ▸定員：35名（申込順）▸対象：小学2～6年生
光が丘
5383-6500 展示「ＬＥＤでじっけん！」
▶5月13日（日）～5月20日（日）
よみきかせ広場
▸5月13日（日）11時～11時45分 ▸定員：40名（先着順）▸対象：幼児～小学生
練馬
3992-1580 展示「図書館員おすすめの子どもの本」
▶4月24日（火）～5月27日（日）
第2を 除 く
月曜
はるのスペシャルおはなし会
▸4月28日（土）14時～15時 ▸定員：60名（先着順）▸対象：幼児～小学生
こうさく会「しおり作り」
石神井
3995-2230 ▸5月13日（日）14時～16時 ▸対象：幼児～小学生
はるのおたのしみ会
▸5月20日（日）10時30分～11時15分 ▸定員：60名（先着順）
「ぼく、わたしのすきな本」感想画の展示
▶4月24日（火）～5月20日（日）
らくごであそぼう！こどもへいわだいよせ
▸4月28日（土）14時～15時 ▸定員：50名（先着順）▸対象：幼児～小学生
平和台
第1を 除 く
3931-9581 展示「としょかんからのおすすめの本」
月曜
▶4月24日（火）～5月27日（日）
庭園おはなし会
▸4月29日（日・祝）14時～15時 ▸対象：幼児～小学生
大泉
第3を 除 く
月曜
3921-0991 ぶんるい・ビンゴ！
▸4月24日（火）～5月27日（日）▸対象：幼児～小学生
テラスでおはなし会
▸5月2日（水）15時～15時30分 ▸対象：幼児～小学生
関町
展示「としょかんからのおすすめの本」
第1を 除 く
3929-5391 ▶4月24日（火）～5月27日（日）
月曜
本の探検ラリー
▸5月19日（土）～5月20日（日）10時～16時30分
貫井
展示「“名作”にふれてみよう」
第3を 除 く
3577-1831 3月27日（火）～5月27日（日）
月曜
稲荷山
展示「おはなしの木」（子供たちのおすすめの本の紹介）
第1を 除 く
3921-4641 POP募集：3月27日（火）～5月6日（日）展示：4月10日（火）～5月13日（日）月曜
展示「読書の木をかざろう」（幼児～小学生のおすすめの本の紹介）
4月24日(火) ～5月27日（日）
小竹
第2を 除 く
5995-1121 ★科学あそび教室「高分子化合物って、なんだ？」
月曜
▸5月12日（土）10時～12時 ▸定員：30名（申込順）▸対象：小学生
スペシャルおはなし会
▸5月2日（水）15時～15時30分 ▸定員：30名（先着順）▸対象：幼児～小学生
南大泉
5387-3600 Let’s Enjoy English! ～英語おはなし会～
▸5月6日（日）14時～14時30分 ▸定員：30名（先着順）▸対象：幼児～小学生 第1を 除 く
月曜
南 大 泉 図 書 はるのおたのしみ会「おむすび座公演」
館分室こども ▸4月30日（月祝）14時～14時30分 ▸対象：幼児～小学生
と本のひろば こうさく会
3925-4151 ▸5月5日（土祝）14時～14時30分 ▸定員：30名（先着順）▸対象：幼児～小学生
人形劇「おむすび座がやってくる！！」
▸5月6日（日）14時～14時30分 ▸定員：60名（先着順）▸対象：幼児～小学生
春日町
こどもひろばたんけんクイズ
5241-1311 ▸平日を除く4月28日（土）～5月6日（日）9時～17時 ▸対象：小学生
展示「としょかんからのおすすめの本」
第3を 除 く
▶4月24日（火）～5月6日（日）
月曜
あおぞら紙芝居
▸5月5日（土祝）14時～15時
南田中
5393-2411 展示「科学道100冊」
▶4月24日（火）～5月27日（日）

（実施順）

東京2020オリンピック・パラリンピッ
クを練馬区立図書館も応援します！
区立図書館ホームページでは、より深くオリンピック・パラリ
ンピックのことを知ってもらえるような記事をお届けします。
また、
関連する本を沢山ご紹介していきます。本を読んで詳しくなろう！
東京 2020 オリンピック・パラリンピックを練馬区立図書館も応援します！
このページでは、オリンピックやパラリンピックに関連する本をご紹介していきます。

図書館名

※★は事前申し込みが必要です。その他は直接会場においでください。
※貫井・春日町図書館の開館時間は、全日午前 9 時〜午後 9 時、それ以外は、平日午
前 9 時〜午後 8 時、土・日曜・祝休日午前 9 時〜午後 7 時です。
※休館日が祝休日の場合は、その次の平日に休館します。

教育だより183号CC2017.indd 3

【練馬区立図書館】―【青少年ページ】をご覧ください。
【区ホームページ】―【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会】―【東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組】からもリンクあり。

特徴
①東京 2020 オリンピック・パラリンピックまでの、カウントダウン
②関連する本をご紹介『こんな本あります！』
③関連するインタビュー記事『調べてみました！』
【問合せ】光が丘図書館 子供事業統括係
〔電話 5383-6500〕

◇特別支援学校の紹介
特別支援学校では、障害のある子供たち一人一人の実態に応じた
きめ細かな指導を行うため、少人数で学級を編制しています。また、
小学校、中学校などに準ずる教育を行うとともに、子供の障害の状
態などによる弾力的な教育課程が編成できるようになっています。
練馬区内には、以下の特別支援学校があります。
障害の種別

学校名

区分

知的障害

都立石神井特別支援学校

小学部・中学部

知的障害

都立練馬特別支援学校

高等部

知的障害

私立旭出学園

肢体不自由

都立大泉特別支援学校

幼稚部・小学部・中学部・
高等部・高等部専攻科
小学部・中学部・高等部

【問合せ】学務課 就学相談係
〔電話 5984-5664〕

2018/04/17 9:51

教 育 だ よ り

第183号

平成29年度

平成30年４月25日(4)

練馬区立学校（園）の研究発表

教育委員会では、区立幼稚園、小中学校、小中一貫教育校の中から毎年 15 校（園）程度を「教育課題研究指定校」等として指定し、幼児・
児童・生徒の学力や体力の向上、心の教育の充実などの教育課題に関する研究を推進しています。29 年度の指定校（園）15 校の中から、
５校（園）の取組を紹介します。
心わくわく 体のびのび 健やかな心と体を
育てる
〜遊びや生活の中の多様な動きを通して〜

北大泉幼稚園

（11月22日発表）

大泉小学校・大泉中学校
特別支援学級
（１月25日発表）

一人一人の力を伸ばし、未来につながる力を付ける体育
小中９年間を見通した指導計画の見直しと具体的な取組を通して
＜特別支援学級における体育科の段階表を基にした指導方策について＞

研究の取組

研究の成果

研究の取組

研究の成果

幼児が 心をわく
わくさ せ、の び の
びと体を動かせる
ような環境の工夫
等を行った。

園内の環境を最
大 限 に 生 かし、体
を動かしたことで
活動量の向上につ
ながった。

児 童・生 徒 の 実
態を的確に把 握し
な が ら、 個 に 応じ
た指導の充実を
図った。

体力の向上だけ
で なく、 様 々な 学
習に集中して 取り
組む時間が長く
なった。

田柄第二小学校

（１月26日発表）

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を通して〜

上石神井中学校

（２月２日発表）

豊かな心を育む道徳の授業

研究の取組

研究の成果

研究の取組

研究の成果

問題提示や授業
の流れの工夫を行
うこと で、 児 童 の
思考 力を高めるこ
とを目指した。

すすんで課題を
解決する姿が 多く
見られるようにな
り、学 力 の 定 着 に
もつながった。

生徒への問いか
けの工夫や生徒同
士の学び 合いの設
定 を 通し て、より
よい授 業を目指し
た。

主体性が高まる
とと もに、 学 ん だ
ことを日常 生 活に
生かす姿も見られ
るようになった。

【問合せ】教育指導課 指導主事
〔電話 5984-5759〕

いじめ防止実践事例発表会
１月 30 日
（火）
練馬区立生涯学習センターのホールにおいて
「平
成 29 年度練馬区いじめ防止実践事例発表会」を実施し、いじめ
防止シンボルマークの表彰と学校のいじめ防止実践事例の表彰お
よび発表を行いました。
練馬区立学校の教職員、児童生徒、保護者、地域関係者を含
め 230 人の方々にご参加いただきました。

ねりま小中一貫教育フォーラムを
開催しました
練馬区では、小・中学校９学年を見通した教育を行うため、
「小
中一貫教育」を進めています。毎年「ねりま小中一貫教育フォー
ラム」を開催して、すべての中学校区の取組と成果を発表し、保
護者や地域の方に情報を発信しています。

練馬区いじめ防止シンボルマーク最優秀作品
【小学校 1.2.3 年生部門】【小学校 4.5.6 年生部門】

練馬小学校３年生
渡邉 夏生 さん

大泉第四小学校６年生
小口 ひかり さん

【中学生部門】

○実施日
平成 30 年１月 22 日（月）
○内 容
ポスターセッション
実践発表

開進第四中学校２年生
青木 真琴 さん

いじめ防止実践事例学校（園）奨励賞
授業・保育部門
○北大泉幼稚園
「絵本の読み聞かせとオリジナルソングを用いた人権教育」
○開進第二中学校 「障害者理解学習で培う思いやりの心」
児童会・生徒会部門
○中村小学校
○南が丘中学校

「
『折り鶴』の取組による子どもたちの心のふれあい」
「生徒会によるいじめ防止ビデオの作成」

保護者・地域との連携部門

33の小中一貫教育
実践グループと
小中一貫教育校
大泉桜学園の
取組について紹介した
ポスターの中から
一部を掲載します。

○光が丘第八小学校「地域と連携した子どもの見守り」
【問合せ】教育指導課 指導主事
〔電話 5984-5759〕
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