第 165号
平成 25 年
（2013 年）11月15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/gakkou/kyoikulink.html

学
校の安全対策に取り組んでいます
学校の安全対策に取り組んでいます
教育委員会では、子供たちが登下校中や学校で安心して過ごせるよう、関係機関や地域の方々とも連
携して様々な安全対策に取り組んでいます。下記にその一部をご紹介します。

安 全 対 策 に 関 わ る 事 業（ 一 部 を 紹 介 ）
●安全・安心パトロールカーの巡回
安全・安心パトロールカーが小学校や通学路などを巡回しています。
●セーフティ教室
警察や関係機関の協力のもと、児童・生徒に犯罪被害防止などを指導するセーフティ教室を実施し
ています。
●学校連絡メール＝関連記事３面
災害時や緊急時に保護者のメールアドレスに情報を配信する「学校連
絡メール」を平成25年９月から導入しました。
●学校安全安心ボランティア事業＝関連記事２面
区立小学校で保護者や地域の方々が校内の見回りなどの活動を行って
います。
●防犯カメラの設置
全区立小中学校に防犯カメラを設置しています。
●防犯用品の配備
さすまた、催涙スプレー、カラーボール、ネットランチャーを各学校
学校連絡メールの導入
に配備しています。

学校安全安心ボランティアの見回りの様子

安全・安心パトロールカー

【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984−5609〕

主な内容
■学校応援団の紹介 ■本の探検ラリーの紹介 …… ６面
■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 ■障害児遊遊スクールのご案内 ■青少年育成
地区委員会の紹介 ………………………………… ７面
■教育長就任のあいさつ ■教育委員会の動き ■学校教
育の信頼回復について …………………………… ８面

■学校安全安心ボランティアの紹介 ■感謝状の贈呈
………………………………………………………… ２面
■学校・学童クラブ・保育園連絡メール ■学校は避難
拠点となります …………………………………… ３面
■11月は児童虐待防止推進月間です ■教育相談室の紹介
■小中一貫教育を進めています ……………………… ４面
■中学校生徒海外派遣 ……………………………… ５面
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ＰＴＡの方や地域住民の方々のご協力により、区内の区立小学校で活
動している「学校安全安心ボランティア」。この活動では、来校者への声
かけや、校舎内・校庭等の巡回をして授業中の児童の安全確保をしたり、
児童と一緒に昼食をとる「ふれあい給食」などで児童と交流しています。
今回は、豊玉小学校の学校安全安心ボランティア活動に参加していた
だいている方に、その活動についてお話しを伺いました。

Q

学校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？またいつから参加していただいていますか？

A

Q

（松原さん）子供が小学校に入学したのをきっかけに参加しました。それ以来、子供が卒業してか
らも活動に参加し、現在９年目です。
（小関さん）下の子が２年生の時、松原さんに誘われて参加しました。現在７年目になります。

この学校は特色として校内の見回りだけではなく、学校周辺の見回りをしていただいているとの
ことですが、活動するときに心がけていることはありますか？

A

Q

松原さん
小関さん、
（左から）
お話をうかがった

外回りをするときは「見ているんだ」ということがわかるようにアピールをしたり、最近は不審
者情報があるので、何気なく「怪しい人はいないか」に気をつけています。

お二人ともお子さんが卒業後も活動をしていただいてますが、今後こんなふうになればいいなと
いうことや、感想があればお話しください。

A

この学校は活動日を曜日で決めていて、私たちは毎週木曜日の午前中という形で来ています。雨
が降ったり行くことが大変と思うこともありましたが、二人いるから続けられるというところもあ
ります。今後ボランティアの輪が広がって、たくさんの方に活動をしていただけると、一日の活動
人数も増やせて一人一人の負担も少なくなって、いいのかなと思います。

豊玉小学校は現在46名ほどの方に、午前と午後の交代でボランティア活動をしていただいています。午前
と午後で見回りの場所を変えるなど、児童の行動に合わせて見回りをしているというお話しを聞き、工夫し
て活動されていると感じました。
また、副校長先生からは「ボランティアの方たちはよく活動してくださっていて感謝しています。活動されて
いる方が友だちをボランティアに誘うなど活動の輪が広がっているようです。」とのお話をいただきました。
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。「私もボランティア活動をしてみよ
う！」と興味を持たれた方は、ぜひこの機会にご参加をお願いします。
【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984−5609〕

廣戸 勇さんに感謝状を贈呈
平成25年６月28日に発生した大泉第一小学校前路上での傷害事件
で、児童を切りつけた犯人に応戦し、被害の拡大を防いだ交通安全指
導員の廣戸勇さんに志村豊志郎区長より感謝状が贈呈されました。
また、事件解決および児童の救護に協力いただいた３名の方にも
感謝状を贈呈いたしました。
感謝状を手にする廣戸勇さん（左）と志村豊志郎区長（右）
【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984−5609〕
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〜練馬区学校連絡メール・学童クラブ連絡メール・
保育園連絡メールの利用登録のお願い〜
教育委員会では、災害時や緊急時にあらかじめご登録いただいた保護者のメールアドレスに、区立の
学校、幼稚園、学童クラブ、保育園からお子様に関する情報を配信する「学校連絡メール」「学童クラ
ブ連絡メール」「保育園連絡メール」システムを平成25年９月に導入しました。
まだ利用登録をされていないご家庭におかれましてはぜひ登録をお願いします。（登録はお子様が通
われている施設ごとに必要です。）
※メール配信システムを個別に先行して導入している幼稚園・小学校・中学校・小中一貫校において
は、利用開始時期が異なる場合があります。詳しくは各学校、幼稚園にお問い合わせください。
●登録するには・・・
お子様が通われている学校、幼稚園、学童クラブ、保育園から配布されました登録手順書をご覧ください。
●登録、操作について困った時はコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター TEL 03−5464−7225
対応時間 午前９時〜午後６時まで（月〜金曜日。年末年始および祝日は除く。）
※お問い合わせいただく際は、区名およびお子様が通われている施設名をお伝えください。
【問合せ】学校連絡メールについて
学童クラブ連絡メールについて
保育園連絡メールについて

教育総務課 庶務係
〔電話
子育て支援課 子ども育成係〔電話
子育て支援課 運営支援係 〔電話
保育課 保育所係
〔電話

5984−5609〕
5984−5827〕
5984−1078〕
5984−5842〕

大地震が起きた際
区立小・中学校は避難拠点となります
区では
区では、大地震が起きた際に備え、区立の小・中学校全99校を避難拠点（避難所＋防災拠点）として
大地震が起きた際に備え 区立の小 中学校全99校を避難拠点（避難所
指定しています。避難拠点は、水、食料、毛布やおむつ等の生活用品、発電機、煮炊き用バーナー、組
み立て式トイレ等の資器材を備え、避難者支援を行います。ご自宅に留まることが困難である場合は、
最寄りの避難拠点へ避難してください。（住所や学区域による避難場所の指定はありません。）
また、避難拠点は区内の状況を明らかにすることで、迅速な災害対
応ができるよう地域の被害情報をいち早く収集します。
避難拠点は、区の職員・学校教職員・地域住民により運営されま
す。各拠点では日頃から、防災無線や発電機等の資器材を実際に使用
し、実践的な訓練を繰り返し実施しています。
訓練を通じて防災意識を高め、いざというときに落ち着いて対応が
できるようにしていただきたいと思います。皆さんも、ぜ
担架搬送訓練の様子
ひお近くの避難拠点訓練にご参加ください。
【問合せ】危機管理室 防災課 区民防災第一係〔電話 5984−2601〕
危機管理室 防災課 区民防災第二係〔電話 5984−2605〕
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平成25年度 練馬区立中学校生徒海外派遣
11月は児 童 虐 待 防止 推 進月間 です
練
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待の防止・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として、児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーンに協力
し、講演会、発表会、パネル展を行いました。（オレンジリボンには、児童虐待を防止する
というメッセージが込められています。）
●養育家庭体験発表会と講演会を開催しました。
(1) 里親による里子の養育体験発表会（東京都主催）
(2) 講演会「児童虐待はなぜ起きるのか〜傷つく子どもを支えるためにおとなができること〜」
講 師 ◆ 作家 石川 結貴 氏
開催日：平成25年11月１日（金）（生涯学習センターホール）
●児童虐待防止パネル展を行いました。
展示期間：平成25年11月１日（金）〜15日（金）（練馬区役所本庁舎２階通路）

【問合せ】練馬子ども家庭支援センター 管理係〔電話 3993−8155〕

練馬区では、毎年、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）を派遣しています。今年で20回目となる節目での訪
問となった派遣団は、６回にわたる事前学習を生かし、練馬区の親善大使として活躍し
る文化や生活習慣を直接体験でき、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26日（金）
７月27日（土）

出発
ホームステイ（〜８月２日・７日間）

７月29日（月）

ホストファミリーとの交流
ハイスクール体験（〜８月１日・４日間）
ハイスクールで現地生徒との交流

８月 １日（木）
８月 ２日（金）
８月 ３日（土）

さよならパーティー
ブリスベン・ゴールドコースト市内見学
帰着
ALTの先生に
「質問はありま
すか？」と言われたときに、
自ら 手を挙げて聞くことが
できました。
また、
知らない人
と協力する場面が多かったの
で、自ら 話しかけることも
できました。
次回の目標は 笑
顔 です。

教育相談室をご利用ください
教育相談室では、不登校やいじめ、発達の遅れなど、子供や保護者の方のさまざまな悩みに対し、教育・心
室では 不登校やいじめ 発達の遅れなど 子供や保護者の方のさまざまな悩みに対し
理・医療の専門スタッフが相談に応じています。相談の内容に応じて、カウンセリング、プレイセラピー、箱庭
療法等を行います。相談室は区内に３か所あります。ご都合のよい相談室にお申込ください。
また、電話での相談や子供電話相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。
※来室相談は予約制です。
◎相談日時 月〜土曜 午前９時〜午後５時（金曜は午後６時まで）※祝休日を除く
◎来室相談申込・電話相談 各教育相談室へ
・ 練馬教育相談室（豊玉北５−15−19）
TEL 3991−3666
・ 光が丘教育相談室（光が丘３−３−１−102）
TEL 5998−0091
・ 関教育相談室（関町北１−21−15）
TEL 3928−7200

ホストファミリーとの絆

スクールバディとの交流

日本紹介ブースの盛況

オーストラリアという異文化の中で生活するため

に︑私たちは様々な努力をしました︒英会話はもち

ろんのこと︑協力しての活動︑そして支え合う仲間

との信頼を築くために︑誰もが必死でした︒しかし︑

助け合って全ての時間を共に過ごした友達︑この場

所で出会えた仲間は︑本当にかけがえのない存在に

なりました︒

英会話が未熟で緊張していた私を︑ホストファミ

リーは温かく︑優しく出迎えてくれました︒オース

トラリアでの﹁新しい家族﹂と築いた絆は︑私に

とって生涯の宝物です︒

海外派遣生全員で創り上げたものは大きく︑そし

て貴重な体験になりました︒私達が学んだのは︑英

会話だけではありません︒壁にぶつかって乗り越え

る辛さ︑努力の大切さ︑大きなことを成し遂げる達

成感の素晴らしさです︒そして︑支えられて生きて

いることを改めて実感しました︒この経験を将来に

役立てることが︑支えてくださった方々への恩返し

だと思います︒

今︑日本は平和ですが︑世界には食糧不足で困っ

ている地域︑戦争が多発している地域などがたくさ

んあり︑世界的には平和とは言えません︒だから︑

【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/ikkan/index.html
【問合せ】教育企画課 新しい学校づくり担当係〔電話 5984−1034〕
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夕食後には、
ホストファミリーに
五十音表を教えました。
うまく説
明できなかったけれど、
私の話
を一生懸命聞いてくれて、
日本
語で家族の名前を書いてくれま
した。
一番心に残ったのは、
ホス
トマザーが「あなたは家族の一
員よ」
と言ってくれたことです。

ワークショップには、
たくさん
の人が来て、
いろいろな人と
英語で話しました。
以前の私
ならきっと無理だっただろう
なぁと思い、少しは成長した
なと感じました。

今の状況を少しでも改善できるように志を高くもっ

て生きていきたいです︒

最後に︑練馬区︑そして教育委員会の皆様︑引率

安定した
学校生活

してくださった先生方︑家族︑私達を支えてくだ

学力・体力
の向上

麻里

滑らかな接続による

徳永

授業改善による

さった全ての方々に改めてお礼を申し上げます︒本

豊かな
人間性・社会性
の育成

区では、小学校と中学校の９年間を見通した指導方針のもとで子供た
ちを育てる小中一貫教育に取り組んでいます。
現在、小中一貫教育校大泉桜学園をはじめ、６組16校（小学校10校、
中学校６校）の小中一貫教育研究グループと10組23校（小学校13校、
中学校10校）の小中一貫教育実践校で研究や実践を進めており、今後、
全区に広げていきます。
また、昨年開催した「ねりま小中一貫教育フォーラム」で報告された
小中一貫教育の成果と課題を踏まえ、小・中学校それぞれの実情に応じ
た効果的な小中一貫教育の進め方を検討していきます。検討状況につい
ては、区ホームページでお知らせしています。

上石神井中学校

連携指導による

当にありがとうございました︒

小中一貫教育を進めています

バディとは別れたくなかった
が、
日本に帰らなければなり
ません。バディは涙ながらに
「Thank you very much.」
と言い、
ハグをしてくれました。
バスが出発しても、
走って手
を振り続けてくれたのが、
と
ても胸にしみました。

︵解団式の謝辞より抜粋︶

【問合せ】総合教育センター〔電話 3904−4881〕

事前研修の様子
（英会話学習）

ゴールドコーストの海岸にて

志をもって生きる

【ホームページアドレス】
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikucenter/kyoikusodan/kyoikusodanshitsu.html

イプスウィッチ市●

ました。イプスウィッチ市の皆様からとても温かい歓迎を受け、相互交流を通して異な

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984−5759〕
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学 校 応 援 団 の 紹 介 Nｏ.9
地域の方が中心となって、放課後の児童の遊び場の確保・異年齢児の交流・読書の推進を図る組織「学校応援
団」。シリーズ第９弾は２つの学校応援団を紹介します。

練馬 第 二 小 学 校応援 団 学 校応 援団 まつ り
練馬第二小学校では、夏休みに先生方、学校応援団、ＰＴＡ、地域の方々などの協力を得て、「葉かげ
のつどい学校応援団まつり」が行われ
ました。
子供たちは、工作をしたり、先生と遊
んだり、応援団や地域の方にベーゴマ
を教えてもらうなどしてまつりを楽しみ
ました。みんなで仲良く過ごし、夏休み
ベーゴマ上手く回るかな？
体育館で先生と遊びました。
の良い思い出を作ることができました。

大泉第六小学校応援団 工作イベント
大泉第六小学校応援団では、お楽しみ工作としてプリンカップで「風鈴」を作りました。子供たちはプリ
ンカップに好きな絵を書いて、願い事を書いた短冊と鈴をひもにつけて、ステキな風鈴を作っていました。
工作イベント
は大盛況で、世
界に一つだけの
オリジナルの風
鈴に歓声をあげ
ていました。
どんな絵を書こうかな？

ステキな風鈴ができました。

【問合せ】子育て支援課 学校応援団・開放係〔電話 5984−1057〕

本の探
本の探検ラリー
検ラリー

子供たちが本と出会い、
本に親しむ事業

区立図書館では、幼児や小中学校の児童・生徒を対象に、本の探検ラリーを実施しています。本の探検ラ
区立図書館では 幼児や小中学校の児童 生徒を対象に 本の探検ラリ を実施して
リーは、会場内に用意された本の中からクイズの問題用紙に書かれた本を探し出し、本を読んでクイズに答え
る参加型のイベントです。子供たちはクイズを解きながらさまざまな本と出
会い、本に親しむことができます。参加者からは、「いろんな本があって楽
しかった。」「自分では選ばないような本と出会えるのがとてもよかっ
た。」といった声をいただいています。
子供の読書活動のきっかけとなる機会を提供する事業として、ボランティア
団体「ねりま子どもと本ネットワーク（NCBN)」と図書館が協働で実施してい
ます。平成24年度は、小学校37校、中学校３校、図書館２館で実施しました。

練馬区立図書館ビジョン〜これからの図書館サービスのあり方〜を策定しました
図書館に求められる多様なニーズや直面する課題にどのように対応していくかなどを明らかにするため
に、図書館ビジョンを策定しました。区立図書館は、「情報拠点として 区民に役立ち 頼りにされ
愛される図書館」を基本理念に掲げ、「情報発信拠点の機能の充実」「学校および子育て家庭などへの
支援」「図書館の資料や人材の活用」「区民や地域との協働」の４つを、これからの図書館サービスの方
向性としています。
【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/oshirase/toshokanbijon.html
【問合せ】 光が丘図書館〔電話 5383−6500〕
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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
講

演 「感動の共有〜人と人が感動を共有して支え合う社会へ〜」

講

師

くりき

第１部

栗城

のぶかず

史多さん（登山家）

インターネット生中継登山（8000m峰３座を単独で､酸素ボンベを使用せず登
頂）を通して、見えない人生の山を登る、すべての人たちと冒険を共有するとい
う新しい挑戦を始めた栗城さん。「感動の共有とは」「人と人のつながりの大切
さ」について語っていただきます。

映

第２部
■と

■と
■対

こ
象

■講 演 会
申込方
■そ

画 「ファインディング・ニモ」ディズニー作品／ピクサー・アニメーションスタジオ制作

人間にさらわれたカクレクマノミの子二モを探しに、父マーリンは果てしない海の旅へー。美しいグレー
ト・バリアリーフの海を舞台に、個性的なキャラクターたちがくり広げる感動の冒険ストーリー。

の

き：平成25年12月７日（土）午後２時30分開場・受付開始
【第１部】午後３時〜４時15分 【第２部】午後４時30分〜６時15分
第１部か第２部のどちらか一方だけでもご参加いただけます。
ろ：練馬区立生涯学習センターホール（豊玉北６−８−１）
等：小学生以上250名（講演会のみ申込みが必要です）
※小学生は保護者同伴、区内在住・在学者優先 ※入場無料
の：11月21日（木）から12月４日（水）の間に電話またはＦＡＸで受付
法 （電話での受付時間は平日午前８時30分から午後５時15分までです。氏名・学年・住所・電話番号
をお伝えください。）
他：保育室（１歳以上の未就学児対象・定員５名）、車いす席（定員２名）を利用される方は、11月21
日（木）から11月29日（金）の間に受付（申込順）しますので、青少年課育成支援係へ電話で詳細
をおたずねください。駐車場はありませんので、車でのご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〕

『地域で子どもを育てよう
『地域で子どもを育てよう！
！』
』〜子供の教育に関する講座を団体に
企画・運営を委託し実施しています〜
障害児遊遊スクール ・・主に知的発達障害のある小・中学生の児童・生徒を対象とし
て、工作、料理、音楽、スポーツなどを休日に開設しています。
★『秋さがしのハイキングにいこう！』を企画しています。
11月24日（日）巾着田（埼玉県日高市）周辺の秋の自然の中でクイズ、スポーツ、ハイ
キングを親子で楽しみます。定員40名（申込順）、11月１日（金）から申込み受付開始。
＜今後の予定＞
★クリスマスのかざりものつくり12月15日（日）旭町南地区区民館
★みんなでチャレンジ!!親子で和太鼓とエイサー！12月21日（土）光が丘春の風小学校
★親子で作ろう！野菜たっぷりハンバーグ３月１日（土）石神井公園区民交流センター
★公園の春をさがそう３月中旬 花とみどりの相談所予定
※参加者募集については、毎月発行する「練馬区教育委員会委託講座 情報誌」（図書館、
体育館などにあります）、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〕

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達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、第六地区委員会の七夕会について紹介します。
七夕会は、
青少年育成第六地区委員会と都立光丘高校生徒会の共同事業になってから、
今年で
15回目になります。
主に高校生が企画運営し、
ボランティアの中学生と旭町小学校PTAが協力しま
す。
主催者の中高生だけでなく参加した小学生も双方が主役になって準備を進めるのが特徴です。
当日は41名の小学生が、高校生等スタッフの指導で短冊に願い事を書き、折り紙で笹飾りを作
成しました。後半は紙芝居やパネルシアターを楽しみ、最後は、小学生と高校生が「じゃんけん列
車」
等のゲームで大いに盛り上がりました。
今後も中高校生の主体的な活動の機会を提供し、支援していきたいと考えています。
【問合せ】青少年課 青少年係〔電話 5984−4691〕
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かわぐち

平成25年11月15日

ひろし

河 口 浩 教 育 長 が 再 任
平成25年10月21日に開催された平成25年第20回教育委員会定例会において、
河口浩教育長が再任されました。任期は平成25年10月29日から４年間です。
私は、このたび教育長を再び務めることとなりました。その重責に改め
て身の引き締まる思いであります。
私が初めて教育長を拝命したのは平成23年６月、東日本大震災の直後で
ありました。就任に際し、子供たちの命と安全を守ることは教育委員会の
最大の責務であると申し上げ、この間、学校施設の耐震化や児童生徒への
防災教育の充実に努めてまいりました。しかし、昨年、今年と区立小学校
において、児童の命が脅かされる事件が発生するにおよび、防災防犯の両
河口 浩 教育長

面から対応の徹底を図る決意を新たにしております。

また、昨年４月からは保育所、学童クラブなど子育て事業も教育委員会の所管となりました。組織
が一体となった利点を最大限生かしながら、乳幼児期から青年期に至る切れ目のない総合的な成長支
援を更に充実させていきたいと考えております。
皆様の温かいご支援とご協力をいただければ幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

教 育 委 員 会 の 動 き（平成25年７月〜10月）
平成25年７月から10月までの教育委員会は、定例会８回を開催いたしました。主な議案、協議等はつぎのと
おりです。詳細な案件につきましては教育委員会ホームページもしくは【問合せ】にてご確認ください。

議

案 ・特別支援学級教科用図書の採択について
・練馬区子ども・子育て会議委員の選定について
・平成25年度教育関係予算案（補正第１号）について
・練馬区教育委員会教育長の任命について

（他２件）

協

議 ・平成25年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価について

視

察 ・立野小学校における授業
・光が丘第一中学校における授業

〜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、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://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〕

学校教育の信頼回復について
保護者をはじめ学校関係者の皆様には、区立学校における一連の不祥事により多大なご心配とご迷惑を
おかけしたことについて、深くお詫び申し上げます。
教育委員会では、再発防止に向けて取り組みを強化し、学校教育における信頼回復に努めてまいります。
練馬区教育委員会
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