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文京版スターティング・ストロング・プロジェクト
～人生の始まりこそ力強く～が始まります!!

「スターティング・ストロング＝人生の
始まりこそ力強く」とは
　乳幼児期のごく早期に、良質の育児環
境を整え、子どもの育ちに積極的に働き
かけることで、学びが学びを呼び、子ど
もたちの豊かな人生につながっていくと
いう考え方です。
　文京版スターティング・ストロング・
プロジェクトは、OECD（経済協力開発
機構）における政策提言「スターティング
ストロング報告」を参考に作られていま
す。
＊ 現在改定が進められている厚生労働
省の保育所保育指針においても、この
OECD報告が取り上げ
られ、乳児期の保育が
重視されています。
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 文化財探訪 
 ［文京区指定有形文化財に指定しました］

  図書等の貸出し・予約の区民優先制度を
導入しました

 学校給食おすすめレシピ 
 ［珍珠丸子（チェンジュワンズ）］

 編集後記

4 模擬選挙に生徒たちが参加しました

  「歯と口の健康づくり2017」を開催します

 第８回中学生「東京駅伝」大会報告

 区立小・中学校、幼稚園を紹介します
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1 特集

文京版スターティング・
ストロング・プロジェク
ト～人生の始まりこそ
力強く～が始まります

文京区のすべての子どもたちの健やかな育ちを応援します!!

　区では、すべての子どもた
ちの健やかな育ちのため、
教育センターの専門家チーム
が、保育園・幼稚園・学校・
児童館・子育てひろばを訪問
するアウトリーチ型の子育て
支援事業を開始します。
　訪問先で専門的ノウハウを
取り入れた発達促進的な遊び
グループや育児相談会を開催
するなどして、子育てを応援
します。
　また、幼稚園等の職員にさ
まざまな専門的スキルを伝達
し、子どもの育ちを支える育
児環境づくりをさらに強化し
ていきます。

　愛着形成を促すスキンシップ遊
び、感覚発達を促す運動遊び、社会
スキルを育てる遊び等、心・からだ・
社会性を育てる発達促進的な遊びグ
ループを開催します。

～子どもへの支援～
遊びグループの開催

　子どもへの発達促進的関わり方や
クラス運営等について、専門的ノウハ
ウを園等の職員に実践的に伝えます。

～先生への支援～
専門スキルの伝達

　基本的な育児知識、発達促進的な
育児スキルを保護者の方に実践的に
伝えます。
　育児講座の開催や発達促進的育児
スキルを紹介する育児冊子を配付し
ます。

～保護者への支援～
育児スキル支援

育ちを支える３つのプログラム

キルを紹介する育児冊子を配付し
す。

教育センター総合相談係　☎（5800）2594

※写真はイメージです。

園や児童館等の先生と協働で実施します！！５月から段階的に開始予定です
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「歯と口の健康づくり2017」
を開催します 第８回中学生「東京駅伝」大会報告

模擬選挙に生徒たちが参加しました

教育指導課　☎（5803）1300

日　時　６月８日（木）
　　　　午後２時～４時30分（予定）
会　場　シビックホール小ホール
内　容　表彰・特別講演
申　込　当日直接会場へ（入場無料）

　公職選挙法の一部改正により、選挙権年
齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
これを機会に学校教育では主権者教育の充
実が図られており、28年11月に音羽中学
校で、12月に第一中学校で模
擬選挙が実施されました。
　選挙管理委員会、明るい選挙
推進協議会と学生団体「i

アイヴォート

vote」
の協力のもと、実際の選挙に近
い環境や本物同様の投票用紙等
の用具を準備し、生徒たちはグ
ループで政策等について話し合
った後、自分で決めた候補者に
投票しました。
　実施後のアンケートから、政
治や選挙に対する生徒の関心が
実施前より大きく高まったこと
が分かりました。どちらの学校
の生徒も、模擬選挙を実際に体

　６月の「歯と口の健康週間」にあわせ
て、本区における口

こう

腔
くう

衛生の向上を目的
とし「歯と口の健康づくり2017」を開催
します。当日は、歯科健診において優秀
な成績を修めた学校・園の表彰や、小・
中学校の児童・生徒から募集した「よい
歯の図画・ポスター」の入賞者の表彰、
特別講演などを予定しています。
　入場無料、申込不要となっていますの
で、ふるってご来場ください。

　２月５日、第８回中学生「東京駅伝」大会が味
の素スタジアム・都立武蔵野の森公園で開催さ
れました。
　この大会は、都内各区市町村からそれぞれ選
抜された中学校２年生による区市町村対抗駅伝
競走です。文京区は、国立、私立、区立中学校
13校で編成した文京区代表チームで参加しま
した。

壮行会

　大会に先立ち、１月27日にはシビックセン
ター区民ひろばで壮行会を行いました。選手の
紹介や代表生徒の言葉の後、この日のために駆
けつけてくださった東洋大学陸上競技部長距離
部門男子監督の酒井俊幸さんから体験談を通し
た激励をいただきました。選手たちは、酒井監
督の話や区民の皆さんの拍手に、改めて、大会
への思いを高めていました。

大会当日

　大会当日は、女子が16人で30km、男子が17
人で42.195kmを走破しました。選手は、スタ
ジアムに入ってくると、チームの仲間や保護

者、学校関係者の大きな声援を受け、残る力を
振り絞って、襷

たすき

をつなぎました。
　結果は、女子41位、男子43位で総合順位は
42位でした。
　11月にチームを結成してから、約３か月、
歴代の文京区駅伝選手の意志を受け継ぎ、チー
ムとしての結束を高めながら総監督をはじめと
するチームスタッフや保護者に支えられ、練習
に励み、当日に臨むことができました。
　29年度も、代表選手に大きな応援をよろし
くお願いします。

験することにより、自ら考えて投票するこ
との意義を考え、18歳になったときの投
票への意欲につながる貴重な経験となりま
した。

◆「よい歯の図画・ポスター展」
を開催します◆

　小・中学校の児童・生徒から募集
した「よい歯の図画・ポスター」の入
選作品を展示します。ぜひご観覧く
ださい。

日　時　５月20日（土）
～６月11日（日）

　　　　午前８時～午後10時
　　　　（５月24日（水）を除く）
会　場　 区民ひろば（シビックセン

ター地下２階）

学務課学校保健担当　☎（5803）1956 教育指導課　☎（5803）1300

主権者教育の推進
　国では、政治の仕組みについて必要な知識を
習得するだけにとどまらず、主権者として社会
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
う力を育むことを目的として、主権者教育を推
進することとしています。

     nformation  ·······　　　　I 　　開催概要

     nformation  ············　　　　I 　　開催概要

候補者演説（第一中学校）

投票風景（音羽中学校）
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指ヶ谷小学校

第一幼稚園 所在地　西片2-17-6
開　園　明治20年６月

所在地　白山2-28-4
開　校　大正４年４月

ここが特徴
　礫川小学校は、今年で創立
145周年を迎え、区立学校の中
でも歴史のある学校の一つで
す。
分け隔てのない交流
　同校の児童たちは、他学年と
の交流も活発です。高学年にな
ると恥ずかしがって下級生との
ふれあいを避けてしまいがちですが、同校では、学年を超えて学
校生活をみんなで楽しむ姿が印象的です。また、特別支援学級を
設置しており、同学級に在籍する児童との交流も周りの大人たち
が驚くほど自然で、思いやりが見られます。
論語を身近に
　独自の取組として、外部の講師をお招きして年３回開かれる論
語教室があります。大人にとっても難解な論語ですが、同校では
１年生から学んでいます。また、毎月発行している学校だよりで
も「今月の論語」と題して、論語ワンフレーズをその意味と併せて
紹介するコーナーを掲載し、子どもたちと一緒に保護者も論語を
学ぶきっかけとなっています。
最後に一言
　「チーム礫川」を学校運営方針に掲げ、学校の教職員全員が学級
担任のように児童一人ひとりと向き合い、学校全体で子どもたち
の成長を支えていきます。

ここが特徴
　指ヶ谷小学校は白山通りの近くに位置しますが、校庭にはけや
きの木々がそびえ、鳥の声が聴こえるほど静かで落ち着いた雰囲
気です。また、地域とのつながりが強いのも特徴です。そんな場
所で過ごす子どもたちは人懐こく、地域の方からも愛されている
と感じます。
伝統あるさすがやのフェスタ
　11月に２日間で開催する「けやきの森フェスタ」は、伝統的な
一大イベントです。１・３・５年が音楽、２・４・６年が演劇と
いうように毎年発表を行うのが特徴です。低学年の児童が高学年
の発表を見て憧れをもち、高学年になるのを楽しみにしていま
す。保護者や地域の方の出し物もあるので、より地域のつながり
が深まります。
子どもたちも自慢のおいしい給食
　おいしい給食も自慢のひとつです。特に「キムチチャーハン」が
子どもたちに大人気です。
最後に一言
　「明日も来たくなる学校」を
目指して、地域の方々と一緒
に、子どもたちが心豊かで輝
く個性を持てるよう、その成
長を支えていきます。

ここが特徴
　第一幼稚園は、今年で開園
130周年を迎える地域に根ざし
た幼稚園です。「子ども中心」「の
びやかな生活」「遊びが大切」と
いうことを代々受け継ぎ、虫が
集まる環境の整備をして自然に
関わる機会を多くつくるなど、
直接体験、感動体験を重視した
心豊かな幼児の育成に努めています。
最近のトピックスは？
　28年度から３歳児保育がスタートしました。３歳児が入った
ことにより、自然体の異年齢交流が盛んになりました。４歳・５
歳児が年上の自覚を以前よりももち、お互いに刺激を受けながら
人との関わり方を身に付けています。
他校との交流も
　今までも第六中学校の保育実習や職場体験を園で受け入れてき
ましたが、最近は中学校のボランティア部の方たちが預かり保育
の時間に園児の遊び相手をつとめてくれるなど、交流がさらに盛
んになり、とても強い味方となっています。
最後に一言
　これからも一人ひとりの個性を大切にする教育を行い、地域の
幼児教育のセンター的役割を担っていきたいと思います。

ここが特徴
　第一中学校の生徒は「文武両道」や「あいさつ」を大切に、学校生
活を過ごしています。区夏季大会で優勝した野球、バドミントン、
バスケットボールの各部や公立中学では珍しいダンス部を始め、
文化部を含めて部活動が大変盛んです。
学業に打ち込める快適な環境
　27・28年度に「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業
改善」をテーマに研究を行い、誰もが分かる授業づくりに取り組
んでいます。
　閑静な住宅地にありながら駅
からも近く、快適な環境で学校
生活を送ることができます。
保幼小中連携
　最近は、保幼小中連携を進め
ている久堅保育園の子どもたち
が、第一中学校の特色の一つで
もある広い土のグラウンドで楽
しく遊んでいます。
　また、今年度からは、小中連携教育実践モデル事業として大塚
小学校の児童との交流等も今まで以上に行っていく予定です。
最後に一言
　今年度は新入生が増え、通常学級は２クラスになりました。卒
業する時に「一中に入って良かった」と言われるような生徒の満足
度の高い学校を目指しています。

所在地　小石川5-8-9
開　校　昭和22年４月第一中学校

区立小・中学校、
　　幼稚園を紹介します

　現在、区立学校は、小学校20校、中学校10校、
幼稚園10園があります。区立学校と一口にいっ
ても、規模や施設、学校独自の取組がさまざまあ
り、その特色はとても豊かです。
　今号から、区立学校を紹介していきます。ぜひ
区立学校の魅力や特色を感じてください。

礫川小学校 所在地　小石川2-13-2
開　校　明治６年３月

六中の生徒さんとの交流

論語教室を受ける児童たち

学校のシンボルであるけやきの森

一致団結する運動会
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編集後記
　今号から新企画である区立学校紹介が始まりました。編集委員
が各校・園に足を運び、校長先生方に直接インタビューした内容
をもとに、記事を作成しています。独自の取組みや子どもたちに

関わることを、少し誇らしげに話す先生方が印象的でした。身近
なようであまり知らないあの学校のこと、これからも少しずつ紹
介していきます。

学校給食おすすめレシピ

珍珠丸子（チェンジュワンズ）
　蒸しあがったもち米が、光を受けて輝くと、珍珠
（真珠）のように美しく見えることからついた名前と
いわれる『珍珠丸子』。中国では飲茶（ヤムチャ）とし
て親しまれ、中国茶と一緒に食べるそうです。
　作り方が簡単な上に見栄えがするので、おもてな

し料理とし
てもおすす
めの一品で
す。

★作り方
① もち米は洗ってから30分以上水に浸け、ザルにあげて

おきます。

②★をよく混ぜ合わせ、８等分にします。

③一つずつ丸めます。

④ バットに①のもち米を広げ、そこに丸めた団子を転が

して、もち米を周りにつけます。

⑤ ④の団子を、クッキングシートの上に、間隔をおいて

並べます。（クッキングシートのかわりにキャベツや

レタスの葉を敷いてもよい。）

⑥中火で約20分蒸して、出来上がりです。

★ポイント
• 豚肉と調味料を先によく練っておくと、口当たりのよ

い肉団子になります。

・ 玉ねぎの代わりに長ねぎやたけのこ、干し椎茸などを

みじん切りにして加えても、美味しく食べられます。

　区内のさまざまな文化財を紹介していくこ
のコーナー。今回は、先月新たに指定された
ばかりの区指定文化財をご紹介します。

　目白台三丁目に所在する村川家住宅は、明
治時代後期から昭和戦前に建設された中規模
の和洋折衷住宅です。主屋・西洋館・石蔵・

離れ・表門の５棟と石塀２
基から構成されます。
　施主は、熊本藩士の系譜
をひく西洋史学者の村川堅

けん

固
ご

で、各棟の建築年代及び
施工者が判明しています。
　住宅の造りは、和風住宅
に西洋館を付属させた近代
化された中規模住宅の典型
例であり、「中廊下形住宅
様式」の最も古い現存遺構
の一つといえます。わが国
の住宅の近代化の過程にお
ける中小規模の住宅形式を

★材料（4人分８個） 分量
・もち米 1/3カップ

・豚ひき肉 160g

・酒 小さじ１

・塩 小さじ1/4

・こしょう 少々

・しょうゆ 大さじ1/2

・玉ねぎ（みじん切り） 1/4個

・生姜（すりおろす） 少々

・にんにく（すりおろす） 少々

・卵 1/4個

・片栗粉 大さじ1

学務課給食担当　☎（5803）1299

★

文化財
探 訪
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文京区指定有形文化財に指定しました

教育総務課文化財保護係　☎（5803）1305

名　称：「村川家住宅　付
つけたり

　建築関係資料」
種　別：区指定有形文化財（建造物）
指定日：29年３月１日
所有者：個人

示す極めて貴重な事例です。
　また、建設時の測量図や設計図のほか、証
書や仕様書、明細書や家計簿などの関係資料
24点が残されています。これにより、着工
から完成までの動きや住生活の変化を追うこ
とができ、建築史のみならず、近代以降のわ
が国の都市中流知識層の生活様式の変化をう
かがうことができる、貴重なものです。
　現在も住宅として使用されているため、普
段は一般公開していませんが、毎年10月の
東京文化財ウィークには特別公開を行ってい
ます。

　４月１日から、図書等の貸出し・予約に関
する区民優先制度が始まりました。
　「予約している本の順番がなかなか回って
こない」「聴きたいCDがいつも貸出中…」「区
民に優先的に貸してほしい」。こうした声に

真砂中央図書館　☎（3815）6801

図書等の貸出し・予約の区民優先制度を導入しました

お応えするため、貸出し・予約点数等の取扱
を下表のように変更することとしました。在
勤・在学を含む区民の皆さん
に、よりスムーズに資料の提
供ができるようになります。

● 区内在住・在勤・在学を確認できる証明書
が必要です

　制度導入に伴い、２年ごとの利用カード更
新手続の際、住所などを確認できる証明書（運
転免許証、健康保険証、個人番号カード、発
行後３か月以内の住民票など）を提示してい
ただきます。
　また、在勤・在学の方は文京区内に在勤ま
たは在学していることを証明できるもの（社
員証、学生証など）もお持ちください。
●利用カードの有効期限をご確認ください
　有効期限の切れた利用カードでは、貸出し
や予約ができませんので、ご注意ください。
　カードの有効期限は各図書館窓口か電話で
お問合せいただくか、図書館ホームページま
たは館内検索機で確認できます。

貸出点数 予約点数 リクエスト
(未所蔵資料) 新着資料の予約

本 CD DVD 本 CD DVD

区民
(在勤・在学含む) 30 10 ２ 20 ５ ２ ○ ○

区民以外 15 ５ １ 10 ３ １ × 受入１か月後から
予約可

＊カセットテープ、レコードはCDに、ビデオはDVDに準じます。
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