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おうちでも本を読もう！ 〜家庭読書のススメ〜
学校の図書室や、区立図書館で、どんどん本を借りておうちで読んでみよう！
声を出して読むと、あたまがスッキリするよ！
おうちの人と一緒に読んで、感想などを話してみよう！

練馬区公式アニメキャラクターねり丸
©練馬区

学校

図書館

どんな本を読ん
だ ら い い か、 わ
からないねり。

家庭

小学生には「よんでみようこんなほ
ん」
、中学生には「コンパス」という、
おススメの本が 書いてあるリーフ
レットを、学校で配布しています。
本選びの参考にして、学校の図書室
で借りてみましょう。
よんでみようこんなほん

家庭における読書は、本を通じて
家族で話し合う時間を持ち、きず
なを深めるきっかけにもなりま
す。

コンパス

練馬区では絵本を通じて親子のふれ
あいを深め、絵本に親しんでもらえる
ように、
「ブックスタート」という事
業を行っています。
お子さんの4か月児健診時に配布する
「絵本引換券」
と引き換えに、
絵本セット
をお渡しするほか、
よみきかせや、手遊
びを親子で楽しんでもらっています。
よく読んでもらった絵本をおぼえて
いるねり？
なつかしい絵本を、今度は自分で声
を出して読んでみるねり。

図書館おすすめの本
ほかにも、いろんな本を読んでクイ
ズの答えを探す、
「本の探検ラリー」
を行っている学校もあるよ。

「本の探検ラリー」
の様子

問題を解いてスタンプを集めると「本の
探検家認定証」がもらえるよ。通って
いる学校で開催されたとき
には、ぜひ参加してみよう！

【小学生低学年向け】

【五歳児向け】

「こんとあき」
林明子／さく
福音館書店

「はらぺこおなべ」
神沢利子／作
渡辺洋二／絵
あかね書房

図書館では児童・青少年向けに多
くの事業を行っています。詳細に
ついては、下記QRコードを読み
取るか、
「練馬区立図書館」で検
索してください。

※
「本の探検ラリー」
は区立図書館でも年２回開催しています。

【問合せ】光が丘図書館 子供事業統括係
〔電話 5383-6500〕
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ねりっこクラブ
こんにちは！

ねりっこクラブは小学校を拠点としたすべての児童の放課後や長期休業期間中の
居場所です。
「ひろば事業」と「学童クラブ」それぞれの機能・特色をそのままに、
一体的に事業の運営を行います。

ひろば室

一緒に遊ぼう
校庭

ねりっこ
ひろば

授業が終わったらひ
ろば室へ。ひろばへ
行く・帰る時間は自
分で管理します。

ただいま！

ひろばスタッフの見守りのもと、我が家のよ
うにくつろぐ姿も見られます。
子供たちは、
「ひろば室」
と
「学童クラブ室」
それぞれを拠点に過ごします。

虫探し

工作

ひろばは午後5時
（冬
期は午後4時半）ま
で。

校庭開放では、ひろばと学童クラブの子供
たちが一緒に遊びます。交流タイムや交流
行事を行っているねりっこクラブもあり、
子供たちの遊びの幅が広がっています。

時にはこんな遊び場も…

また明日！

学校のご協力のもと、様々な学校施設を
使用しています。

学童クラブ室

さようなら！

和室
ねりっこ
学童クラブ

連絡帳等を活用し
て、出欠管理や保護
者との情報交換を行
います。

おやつや誕生会など、学童クラブだけで過ご
す時間も大切にしています。

【夏休み 学童クラブ・ひろばの子供たちの様子】
今年は暑い夏でしたね。そんななかでも、
ちょっと涼しい遊びを紹介します。
体育館で紙飛行機を飛ばしました

体育館

屋上
学校農園

保育時間は午後6時
まで、延長利用の場
合は午後7時まで。

放課後の小学校でも、地域見守りの輪が広がっています！
北町西小ねりっこクラブ「なのはなひろば」のスタッフさんの中には、
地域の方と、
ひろばを利用している児童の保護者の方がいらっしゃいます。保護者のスタッフさ
んにひろばやご自身のお子さんのことなどについて、お話を伺いました。
〈スタッフ〉
小野栄子さん 鈴木節子さん 田中身江子さん
〈児童〉
安倍あかりさん（４年生） 小野ひよりさん（２年生）
鈴木淳平さん（４年生）
※（50音順）
＊ひろばの良いところはどんなところですか？
田中さん：人間関係がよいのと地域の先輩とつながれるところかな。
＊お子さんと一緒にひろばにいる時間がありますか？
小野さん：子供と一緒にいる時間はあります。夏休みの間も。お友達
と自分の子供を一緒に見守っています。
＊お母さんがひろばにいて嬉しい？
ひよりさん：まあまあです。
＊ひろばで仕事をする際に心掛けていることはありますか？
小野さん：ここでは仕事と意識しています。
この仕事を始めたころ「ママ遊ぼう」と言われて、２人で
バドミントンをやったんです。１０分くらいしてから、ふと、
「誰か友達を連れてくるか、ほかで遊んで」と言うと、こ
こでは仕事とわかってくれたみたいです。それ以来ママと
は言わなくなりました。
田中さん：ふざけて「スタッフさん」と呼んだりするんです。
わざと。
（笑）
＊ここでは、母とスタッフと立場をかえてお子さんの様子を見ることが
できますよね。家とひろばで違いますか？
鈴木さん：違いますね。う〜ん、家の方が素かな。
淳平さん：みんな（外では）がんばっているんだよね〜。
あかりさん：
（うなずく）

校庭の木陰で水遊び

スライムづくり

平田運営責任者
「スタッフさんは、公園にいる友達のお母さんと同じように子供たちを
見守ってくれるんです。スタッフさんからのお話で、
地域の様子がわかっ
てとても助かります。
」
みなさん、とても楽しくお仕事をされているようで、その雰囲気が伝
わってきました。

外が暑すぎて、

室内でのスイカ割りになりました

また、ひろばのほかにも地域のなかで、趣味を生かしたお仕事や活動
をされています。活動の範囲を広げて活躍していかれることでしょう。
別のねりっこクラブのスタッフさんからはこんなお話もありました。
「ひろばでの遊びを家に帰ってわが子とやってみたら、とても楽しくて。
ひろばのおかげで、
家でのコミュニケーションのきっかけが増えました。
」
こちらでも楽しいことが増えているようです。
【問合せ】こども施策企画課 放課後児童対策担当係
〔電話 5984-1519〕
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子供たちの活動のようす
平成30年度

練馬区立中学校生徒海外派遣

練馬区では、友好都市提携を結んでいるオーストラリア・イプスウィッチ市に区立中学校生徒６８人（各校２人）を毎年派遣しています。
派遣生は、６回にわたる事前研修を経て、練馬区の親善大使として出発しました。派遣中は、ホストファミリー宅で温かい心遣いの中、過ごしました。
学校では、現地の生徒と英語によるコミュニケーションを楽しむとともに、オーストラリアの文化や習慣について学びました。
帰国前の「さよならパーティー」では、今年で２５回目となるイプスウィッチ市との交流を記念して、お祝いのケーキカットが行われました。
相互交流を通して異なる文化や生活習慣を体験し、友好親善を深めることができました。
【海外派遣の日程】

７月22日（日）出発
７月23日（月）ホームステイ（〜７月29日・７日間）
ホストファミリーとの交流
７月24日（火）ハイスクール体験（〜７月27日・４日間）
ハイスクールで現地生徒との交流
７月27日（金）さよならパーティー
７月29日（日）帰国

【25回目の交流を記
念したケーキカット】
クイーンズランド州
イプスウィッチ市

オーストラリア滞在中の様子

【ホストファミリーとのお別れ】

【ソーラン節の披露】

【日本文化を伝えるワークショップ】

【現地の生徒との交流】

【問合せ】教育指導課 指導主事
〔電話 5984-5759〕

学校応援団の紹介 No.28

食育 〜野菜を育てる
＆調理体験〜 旭町保育園
旭町保育園では、
今年、
キュウリ、
ナス、
ピーマン、
じゃがいも、カボチャ、
ゴーヤ、小玉スイカ等、
幼児クラスを中心にいろ
いろな野菜を育てています。子供たち
が、朝収穫した野菜を調理室へ「よろしくお願いしまーす」と持っ
ていくと、
いろいろな料理になってその日の給食に出てきます。ピー
マンやナスは苦手な子供が多いのですが、給食に出てきた野菜を
ほおばり「おいしい！」と笑顔。自分たちで育てた野菜は格別の味
がするようです。
また、幼児クラスの子供たちは、そら豆やとうもろこしの皮むき
をしたり、サラダ用にキャベツをちぎったり、調理さんのお手伝い
もしています。５歳児はバターづくりを楽しんだ日に、採れたての
じゃがいもをじゃがバターにして食べました。
食にかかわるいろいろな活動を通して、子供たちが食べ物に興
味を持ち、食事が楽しくおいしいと感じ、そして食への感謝の気持
ちを育んでいくのだと感じています。
ナスの苗を植えて、
毎日水やり！
大きくなぁれ！

調理さんのお手伝い！
サラダを作るために
キャベツをみんなでちぎるよ

〜光が丘夏の雲小学校応援団〜
「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等を行っています。今回は、７月14日（土）
光が丘夏の雲小学校で実施された応援団まつり（なつくも小フェス
ティバル2018、共催：保護者と教職員の会、青少年委員）をご紹介
します。写真のほかにも様々なコーナーが設けられました。
開会式

ダンボールめいろ

暑さを考慮して、最初に行
きたいコーナーごとに列を
つくって速やかに移動しま
した。

頭と体を使って楽しい時間を過ごしました。この迷路は、
学校が避難所となったときは間仕切りとして使われます。
迷路の周りには歴代の子供たちの手型が貼られています。
去年と比べて大きくなったかな？

つり（釣り）くじ

障害者疑似体験

ソフトクリーム

磁石のついた釣竿で、ホチ
キスどめしたくじを釣り上
げました。狙った景品は取
れたかな？

障害者支援ホームの協力の
もと、目隠しをして、折り
紙を折ったり、点字を体験
しました。

わたあめやかき氷、ミニ焼
きそばもふるまわれ、長い
列ができました。

【問合せ】保育課 管理係
〔電話 5984-5839〕

【問合せ】子育て支援課 学校応援団・開放係
〔電話 5984-1057〕
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お知らせ
地域で見守るみんなの子 〜11月の講演会のお知らせ〜
練馬子ども家庭支援センターでは、児童虐待防止のためのネットワークをつく
り、虐待の予防・早期発見と子育て支援に努め、子育ての悩みなどの相談に応じ
ています。11月は児童虐待防止推進月間事業として、虐待防止の啓発イベントを
開催します。子育て家庭をみんなで支え、子供たちの笑顔を守っていきましょう。
●養育家庭体験発表会と講演会
①里親による養育体験発表会（東京都共催）
②講演会「地域で子育てのためにできること」
講師 水木 理恵 氏（社会福祉法人子どもの虐待防止センター 臨床心理士）
日時：11月10日（土）午前10時00分〜午前11時45分
会場：Coconeri（ココネリ）３階 研修室１ 〈ホームページはこちら〉
定員：先着100名
申込・問合せ：下記の電話番号へお問合せください。
※ 手話通訳あり、保育室利用はホームページ
をご覧ください。
●児童虐待防止パネル展
日時：11月１日（木）〜11月15日（木）午前８時30分〜午後８時
（土・日曜、祝日は午前８時45分から、最終日は正午まで）
場所：区役所本庁舎２階通路掲示板（やすらぎ歩道側）

子ども虐待防止の
オレンジリボン

【問合せ】練馬子ども家庭支援センター 管理係
〔電話 3993-8155〕

平成31年度の教科書が採択されました

人権週間行事「青少年のための講演と映画のつどい」を開催します

平成31年度に使用する小学校の教科書と、平成31年度か
ら教科化される中学校「特別の教科 道徳」の教科書が、 主催：練馬区教育委員会
平成30年８月３日の教育委員会において採択されました。 後援：練馬区小学校PTA連合協議会、練馬区立中学校PTA連合協議会
１ 小学校教科書の採択結果
平成32年度から新しい学習指導要領に基づい
た教科書を使用するため、これらの教科書は平
成31年度のみ使用します。
種 目
発 行 者
国 語
光村図書
書 写
光村図書
社 会
教育出版
地 図
東京書籍
算 数
東京書籍
理 科
大日本図書
生 活
教育出版
音 楽
教育出版
図画工作
開隆堂出版
家 庭
東京書籍
保 健
学研教育みらい
※「特別の教科 道徳」については、昨年度「光
村図書」を採択しています。

２ 中学校「特別の教科 道徳」の採択結果
使用期間は、平成31年度および32年度の２
年間です。
種 目
特別の教科 道徳

発 行 者
光村図書

【問合せ】教育指導課 管理係
〔電話 5984-5746〕

【第１部】講演「オリンピック・パラリンピックの歴史を人権の視点から読
み解き、東京2020大会開催のレガシーについて考える。
」
講師 舛本 直文 氏（首都大学東京オープンユニバーシティ
特任教授）※手話通訳あり
【第２部】映画「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」
大きくて無愛想なくまと、
小さなネズミの出会いと冒険を描いた、
心あたたまる作品です。 ※日本語字幕付き
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■日 時：平成30年12月８日（土） 12時45分開場・受付開始
【第１部】午後１時〜２時
【第２部】午後２時15分〜３時35分
第１部か第２部のどちらか一方だけでもご覧いただけます。
■場 所：練馬区立生涯学習センターホール（豊玉北６- ８- １）
■対象等：小学生以上250名
■申 込：当日会場受付（先着順、入場無料）
■その他：保育室（１歳以上の未就学児対象・定員４名）
、車いす席（定
員２名）を利用される方は、
11月12日（月）から11月29日（木）
の間に受付（先着順）しますので、青少年課育成支援係へ
電話またはFAXで詳細をおたずねください。駐車場はありま
せんので、車での来場はご遠慮ください。
【問合せ】青少年課 育成支援係
〔電話 5984-1292〕
〔FAX 5984-1221〕
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