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文京区

シンボルマーク
▲ 区制70周年を契機に
制定した区のシンボ
ルマークです。
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学務課学事係　☎（5803）1295

  文化財探訪　文化財調査の現場から 
―小日向一丁目北遺跡の遺跡見学会を 
開催しました―

 読書の楽しさひろがる　布の絵本

  スクール・モバイルミュージアム 
「標本の世界　鳥」

 編集後記

6 区立小学校、幼稚園を紹介します

  区立児童館を紹介します

  TOKYO GLOBAL GATEWAYで 
英語の体験学習を行います

  「歯と口の健康づくり2018」を 
開催しました

 和食の日おすすめレシピ 
 「豆腐の土佐揚げ」
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 　　　　　 区立中学校紹介 
区立中学校の主な取組み

  すべての区立中学校に特別支援教室を 
導入します

 教育長が就任しました

1
特集

区立中学校
オープンキャンパスが
始まります
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　区立中学校の魅力をより詳しく伝えるために、今年度からオープン
キャンパスを各学校にて開催します。内容は学校説明会、授業公開、
体験授業、部活動体験など、特色ある取組みを学校ごとに実施します。
この機会に、ぜひ区立中学校へ訪れてみてください。

期間：９～11月の学校公開日（下表に記載のとおり）
申込： 授業公開は不要　
　　　※ 授業公開以外の申し込みの要・不要は、各学校へお問合せく

ださい。

学 校 名 月　　日 内　　　　　　　　容

第一中学校
小石川5-8-9
3811-7271

9/8（土） 授業公開（8：40～）、学校説明会（10：50～11：30）、部活動体験
10/13（土） 授業公開（8：40～）、道徳授業地区公開講座
11/10（土） 授業公開（8：40～）、個別相談会（10：00～11：30）

第三中学校
春日1-9-31
3814-2544

9/8（土） 授業公開（8：25～）、学校説明会（14：00～）、部活動体験、道徳授業地区公開講座
10/13（土） 授業公開（8：25～）、学校説明会（14：00～）、セーフティ教室、体験授業、部活動体験
11/10（土） 授業公開（8：25～）、学校説明会（14：00～）

第六中学校
向丘1-2-2
3814-6666

9/8（土） 授業公開（8：30～）、キャリア教育説明会（9：30～10：20）、個別相談会（10：30～11：30）
10/13（土） 授業公開（8：30～）、個別相談会（8：30～10：00）、学校説明会（10：45～11：45）
11/10（土） 道徳授業地区公開講座、個別相談会（10：45～11：45）

第八中学校
千駄木2-19-22
3821-7128

9/8（土） 授業公開（8：40～）
10/13（土） 授業公開（8：40～）、学校説明会（11：45～12：15）
11/10（土） 授業公開（8：40～）

第九中学校
本駒込3-28-9
3821-7178

9/8（土） 授業公開（8：40～）、個別相談会（8：40～10：00）、「マナーとおもてなし」交流・講演会（10：00～）、学校説明会（11：45～）
10/13（土） 授業公開（8：40～）、個別相談会（8：40～10：00）、「パラリンピアン」交流・講演会（10：00～）、学校説明会（11：45～）
11/10（土） 授業公開（8：40～）、個別相談会（8：40～10：00）、「日本の伝統文化（能）を学ぶ教室」交流・講演会（10：00～）

第十中学校
千石2-40-17
3944-0371

9/5（水） 部活動体験
9/8（土） 授業公開（8：35～）、体験授業

11/10（土） 授業公開（8：35～）、体験授業

文林中学校
千駄木5-25-10
3827-7671

9/8（土） 授業公開（8：45～）
10/13（土） 授業公開（8：45～）、学校説明会（15：00～）、体験授業、部活動体験
11/10（土） 授業公開（8：45～）

茗台中学校
春日2-9-5
3811-2969

9/8（土） 授業公開（8：40～）、部活動体験
10/13（土） 授業公開（8：40～）、学校説明会（10：50～11：30）
11/10（土） 授業公開（8：40～）、体験授業

本郷台中学校
本郷2-38-23
3811-2571

9/8（土） 授業公開（8：45～9：35）、セーフティ教室
10/13（土） 授業公開（8：45～11：35）、学校説明会（10：45～11：45）
11/10（土） 授業公開（8：45～9：35）、開校20周年記念式典（10：00～11：30）

音羽中学校
大塚1-9-24
3947-2771

9/8（土） 授業公開（8：30～）、個別相談会（8：30～）、体験授業、部活動公開・体験
10/13（土） 授業公開（8：30～）、個別相談会（8：30～）、学校説明会（10：40～11：30）、体験授業、部活動公開・体験
11/10（土） 授業公開（8：30～）、個別相談会（8：30～）

※日程、内容は30年８月時点での予定です。※内容の詳細は、各学校へお問合せください。
※部活動体験および体験授業は、小学生の方が対象となります。

が始まります

区立中学校
  オープンキャンパス

道徳授業地区公開講座

部活動の様子部活動の様子
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ICT（情報通信技術）の活用
　電子黒板やデジタル教科書
等を全校普通教室等に導入し、
興味・関心を高める学習環境
の整備を図っています。
　なお、30年度２学期からは、
生徒用タブレットPCを導入
します。

地域資源の活用
　東京大学やお茶の水女子大
学等の区内大学と連携し、学
習指導補助員の配置や文京区
科学事業（理科出前授業）を実
施しています。また、部活動
では専門的な指導技術を備え
る地域の人々に部活動指導補
助員として協力していただい
ています。

　31年度から、全ての区立中学校において特別支援教室を開室しま
す。発達障害教育を担当する教員が各校の特別支援教室を巡回して指
導することにより、今まで通級指導学級で行ってきた特別な指導（障
害による学習上または生活上の困難を改善・克服する指導）を生徒が
在籍校で受けられるようになります。

　下記日程で、中学校特別支援教室についての説明会を実施しますの
で、ぜひご参加ください。

区立中学校の主な取組み

すべての区立中学校に
特別支援教室を導入します 教育長が就任しました

区立中学校紹介
宿泊体験学習
　移動教室および林間学校では、
八ヶ岳高原の広大な自然の中で普
段できない体験を通じて、豊かな
人間関係づくりを育んでいます。

防災宿泊体験
　東日本大震災の経験から、自
助・共助の精神を養い、地域の防
災・減災に貢献できる人を育むこ
とを目的に行っています。消防
署、地域、NPO等の協力を得て、
各校で工夫したプログラムに取組
んでいます。

職場体験
　自らの生き方を主体的に考え進
路を選択できるよう、職場体験を
通じて望ましい勤労観・職業観を
育むことを目的とした指導を行っ
ています。

　前教育長　南新平の任期満
了に伴い、７月８日から新た
に佐藤正子教育長が就任しま
した。これにより、教育委員
会の構成は右表のとおりとな
ります。
　佐藤教育長より寄せられた
区民の皆さんへのごあいさつ
を紹介します。

タブレットPCを使用した授業の様子

部活動指導補助員の方から専門的な指導を受ける

　文京区の区立中学校では、さまざまな独自の取組みを行っ
ています。今号ではその代表的な取組みを紹介します。

八ヶ岳移動教室での登山

スーパーで商品の陳列を行う様子

担架を使用した運搬方法を学ぶ

学務課学事係　☎（5803）1295

教育指導課特別支援教育担当　☎（5803）1298 教育総務課庶務係　☎（5803）1291

職　名 氏　名　（敬称略）

教育長 佐
さ

藤
とう

　正
まさ

子
こ

教育委員
（教育長職務代理者）

清
し

水
みず

　俊
とし

明
あき

（順天堂大学医学部教授）

教育委員 田
た

嶋
しま

　幸
こう

三
ぞう

（日本サッカー協会会長）

教育委員 坪
つぼ

井
い

　節
せつ

子
こ

（弁護士）

教育委員 小
お

川
がわ

　賀
か

代
よ

（日本女子大学理学部教授）

　本年７月に、新たに教育長に任命されました。
　平成29（2017）年３月に改訂された新学習指導要領
は、小学校では2020年４月から、中学校では2021年
４月から全面実施となり、資質・能力を育む「主体的・
対話的で深い学び」に視点を置いた授業改善が求められ
ております。
　将来予測が困難な時代を生き抜いていくためには、
知識や技能の習得だけでなく、自ら課題を発見し、得
た知識等を活用して解決に取組む力、探究し適切に発

信する力を身に付けなくてはなりません。
　移行期間である現在、本区では、国際社会を見据えた英語教育の充実の
ほか、論理的思考を育むプログラミング教育の研究、ICTを活用した指導
の実践に取組んでおります。
　人生100年時代を生きていくこれからの子どもたちに、未来を切り拓く
礎となる力を与えるべく、さまざまな取組みを進めてまいりますが、一方
で、「個が輝き共に生きる」という文京区の教育ビジョンは、どんな変化の
中にあっても決して色褪せることのない、揺るぐことのない理念と考えます。
　このビジョンを土台に、ひとつひとつの課題に対応し、文京区の教育の
責任者として、与えられた職責を果たしていく所存です。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

日　時　①９月15日（土）午前10時30分～11時30分
　　　　②10月４日（木）午後１時30分～２時30分
会　場　 ①・②ともに教育センター（湯島4－7－10）

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

教育長
佐藤　正子

現在の通級指導学級

　通級指導学級設置校に生徒が通級し、指導を受ける。

各中学校 【通級】 【通級】
茗台中学校
わかたけ学級 各中学校

今後の特別支援教室

各中学校 【巡回】 【巡回】
拠点校

茗台中学校 各中学校

　区内すべての公立中学校に特別支援教室を設置し、教員が巡回して
指導する。
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窪町小学校 所在地　大塚3-2-3
開　校　大正15年４月

ここが特徴
　今年で開校110周年を迎える歴史ある学校です。通級制の教室
である「ことばときこえの教室」も区内では金富小学校から始まり
ました。また、車椅子マラソンの体験教室や地域企業所属のパラ
リンピック選手を招いたオリンピック・パラリンピックに向けて
の取組みを近隣の茗台中学校と合同で行っています。他にも水道
保育園が本校で避難訓練を行うなど保・小・中の連携した活動も
行っています。
いじめ防止活動
　毎年、子どもたちが中心となったいじめ防止活動を年３回「いじ
め防止キャンペーン」と称し、実施しています。期間中、集会委員
会では校庭で学年を問わず、みんなで仲良く遊ぶ取組みをしてき
ました。また、子どもたちがいじめ防止の標語を考え、代表委員会
が標語の入ったワッペンを作成しキャンペーン期間中はワッペンを
身に付けるなど各委員が工夫をしながらいじめ防止に努めています。
体験型の食育授業
　昨年から和食に関する体験型の授業を行っています。６年生は
自分達で鰹節を削った削り節とパック
の鰹節、昆布からとった出汁の飲み比
べを行い、本物の出汁の味に触れまし
た。和食の良さを知るとともに国際理
解教育としても自国のことを知ること
でさらに学びを深めています。今後は
他の学年でも和食ならではの食材を作
りながら学んでいきます。
最後に一言
　協力的な地域の方が多く、地域の人が先生となり、子どもたち
にさまざまなことを教えていただいております。今後も、学校と
地域が一体となって子どもたちの健やかな成長を支えていきます。

小日向台町幼稚園 所在地　小日向2-2-2
開　園　昭和45年４月

ここが特徴
　日当たりの良い高台に位置し、シイノキやさまざまな樹木に囲ま
れた自然豊かな幼稚園です。体を動かすことが好きな園児が多く、
園庭の天然芝の上では、裸足で伸び伸びと遊び、「こひなたハウス」
でのままごとも楽しめます。
　今年度は、「意欲的に環境に関わって遊ぶ幼児の育成」を研究テ
ーマに、子どもたちが意欲的に遊具に関わり、遊びを生み出してい
けるような環境の工夫を図っています。友達や先生と考えを出し合
って遊びを進める楽しさを味わい、笑顔があふれる幼稚園を目指し
て取組んでいます。
保護者とのつながり
　小日向台町幼稚園は、保護者同士がとても仲が良く、PTA活動
が盛んに行われています。特に父親の集まりである「お父さんの
会」は毎年、園内にお楽しみコーナーを作るイベントを開催する
など活動が活発であり、多くのイクメンで溢

あふ

れています。
　また、週に３回チャイルドクラブ（施設開放）を行っており、地
域の３歳以下の未就園児の受け入れを行っています。
小学校との連携
　同じ敷地内にある小日向台町小学校５年生と５歳児が「５

ゴー

・５
ゴー

交流」を行っています。共に遊ぶことで顔見知りになり、園児は
給食体験を通じて小学校入学への期待を高めていきます。隣り合

っているからこそ、連携交流が
できやすい環境です。
最後に一言
一人一人を大切にしたきめ細

かな指導を心掛けています。
教職員はとてもチームワーク

が良く、これからも気持ちや力を
合わせて教育に励んでいきます。

ここが特徴
　大正15年に開校し、今年度で92周
年を迎えます。児童数は772人（４月
７日現在）となり、区内で一番多い学
校となりました。
　窪町小学校には三つのシンボルがあ
ります。「菊の花」には「自分のよさを輝
かせ、思いやりの心をもって共に生き
よ」という願いが込められ、「水辺の馬」には「自分から進んで学び、
意欲をもって生きよ」という教えが込められています。「かやの木」
は「たくましく、まっすぐのびろ。高く高く。」と語りかけています。
　特色ある教育活動の一つである縦割り班活動では、異学年の温
かみのある交流により豊かな心を育んでいます。また、クラブ活
動として４～６年生の希望者で組織されている吹奏楽クラブは、
朝会や運動会で演奏を披露し、下学年の憧れの的です。
文京区教育研究協力校
　「主体的に学び、考えを広げ深める児童の育成～カリキュラム・
マネジメントの視点に立った単元づくりを通して～」を主題に、今
年度から２年かけて研究をすすめます。他の教科等と関連付けて
学ぶ学習計画を作成し、国語で身に付けた力を他の教科等で発揮
することにより、理解を深めたり、更に追究したいという気持ち
を育んだりします。
保護者ボランティア
　読み聞かせ、図書室の整備、菊作り、体力テスト、地域探検等、
さまざまな形で児童の学習を支えていただいています。児童のボ
ランティア精神を育成する上でとてもよい手本となっています。
最後に一言
　建学の精神である三つのシンボルを大切に受け継ぎながら、「一
人一人が輝き、活気あふれる学校」を目指して、教職員一丸とな
って取組んでいきます。

金富小学校 所在地　春日2-6-15
開　校　明治41年４月

ここが特徴
　根津幼稚園は、根津小学校の１階部分に設置されていて、校庭
や弥生の森など、小学校と共有して遊ぶことができます。小学校
との交流も行いやすく、図工や音楽の授業や給食体験、行事への
参加など、年間を通じてさまざまに関わっています。
特に力を入れている教育活動について
　「自ら体を動かして遊ぶことを楽しむ幼児の育成」を目指して、
のびのびと体を動かして遊ぶことを楽しんだり、遊びや生活の中
で幼児が自分の体をコントロールする力を身に付けたりできるよ
う工夫しています。
地域との関わり
　根津幼稚園は地域との関わりが深く、根津青少年健全育成会主
催の「どじょうつかみ大会」「親子もちつき大会」や、「根津神社祭
礼」「七

なな

ケ
か

町
まち

レクリエーション」「根津・千駄木下町まつり」「ふれあ
い館まつり」など、年間を通してさまざまな行事にたくさんの園
児が参加しています。地域の皆様に見守られながら子どもたちが
育っていることを実感しています。
オリンピック・パラリンピックに向けての取組
　地域の方を講師にお招きし、日本舞踊や囲碁を教えていただ
く、江戸太神楽を見せていただく、琴の演奏を聴いたり琴を弾か

せてもらったりするなど、日本
の伝統文化に触れる機会を設け
ています。
最後に一言
　今年度、開園50周年を迎え
ます。50年の歴史を大切にし、
これからも発展し続ける幼稚園
でありたいです。

所在地　根津1-14-2
開　園　昭和43年４月根津幼稚園

区立学校・幼稚園の特色を紹介するこのコーナー。今号もたくさんの魅力をお届けします。

区立小学校、幼稚園を紹介します

食育授業の様子

鬼遊びで先生に捕まらないように
逃げる子どもたち

ワールドカップごっこに夢中な子どもたち

12年目を迎えた校舎
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住所　千石1-4-3
開設　昭和44年12月１日
電話　（3947）9221

千石児童館の特徴
　千石児童館は平成25年３月に現在の新し
い建物になり、来年で開館50周年となりま
す。大原地域活動センター、千石保育園と併
設の建物の３階にあり、「コ」型の建物の中心
には千石公園があるなど子どもたちの遊び場
として素晴らしい環境の中にあります。そし
てすぐ近くにある小石川植物園の緑が広がる
閑静な住宅地の中にある児童館です。
　児童館の中に２つの育成室と子育てひろば
があり、児童館をあわせた４つの施設がある
ことも特徴の１つです。

区立児童館を紹介します このコーナーでは、区立児童館を紹介します。
今号は、しおみ児童館と千石児童館です。

子育てひろば
　子育てひろばは、午前10時から午後４時
まで開館しています。１歳までのお子さん対
象の保育室と１歳以上のお子さん対象の集会
室があり、おもちゃや本、すべり台、おまま
ごとなどで親子楽しく過ごしています。
　月曜と金曜は０～１歳前後のお子さん対象
の「げんきっず」、水曜は２歳前後のお子さん
対象の「ちびっこタイム」、火曜と木曜は登録
制幼児クラブの「みんなともだち」、その他に
も親子ヨガやリトミック、おはなし会、お父
さんも参加できる「パパと一緒」などお子さん
のみならず、保護者の方も一緒に楽しめるプ
ログラムを行っています。
　子育ての悩みなどを気軽に話せる月１回の
「相談会」で子育ての大変さと同時に楽しさ
を分かちあう機会も設けています。
小学生から高校生までが集う児童館
　児童館は午前10時から午後６時まで（土曜
は午後５時まで）開館しています。小学生か
ら高校生までがプレイヤードでサッカーや野
球、バスケットボール等の球技、一輪車やホ
ッピング、大縄などで思い切り体を動かして
遊んでいます。遊戯室では卓球や一歩あて、
ガガなどのボール遊びにみんな夢中です。卓
球の先生による卓球教室では多くの子どもた
ちが熱心に参加し、卓球大会では、毎回優勝
目指して白熱した試合が繰り広げられています。
　工作室では、毎月３種類以上の工作会を実

施しています。最近忘れがちな季節や行事に
ちなんだ工作からお世話になっている方への
プレゼント工作など子どもたちはどの工作に
も目を輝かせて取組んでいます。
ボーナスチケットをもらおう
　千石児童館では、イベントで上位に入ると
「ボーナスチケット」がもらえます。これを使
うと遊戯室での遊び内容を自分の好きな遊び
に優先的に変えられるなどさまざまなボーナ
スが受けられることもあり、各イベントに一
生懸命取組んでいる子どもたちも多く、千石
児童館ならではの取組みになっています。

住所　千駄木2-27-8
開設　昭和43年７月29日
電話　（3827）9129

しおみ児童館は・・・
　しおみ児童館は、しおみ保育園と汐見第二
育成室との併設の建物４階にあります。団子
坂の途中にあり、近隣には本郷図書館、本郷
保健サービスセンター、子育てひろば「汐
見」、森鷗外記念館と子育ての施設が点在す
る地域の中にあります。
乳幼児の親子の交流の場
　午前中は、乳幼児の親子の自由な遊び場に
なっています。曜日・時間帯によって、「ぷ
ちタイム」・「あかちゃんタイム」・「しおみラ
ンド」等の活動があります。毎週木曜には「ち
いさななかま」という２歳児～３歳児の登録
制の活動を行っています。
　「あかちゃんタイム」では、０歳児のお子さ
んを対象に身長、体重測定と手形、足型取り
ができ、さらに、お子さんの成長の１ページ
にと、毎月の季節に合わせた背景の前で写真
撮影ができるコーナーは人気のコーナーにな
っています。

　民生委員や主任児童委員の方のご協力もい
ただきながら、お子さんにとって楽しい場所
になり、保護者の方々には意見交流の場や子
育ての相談ができる場として、地域の中でサ
ポートができたらと心がけています。
小・中学生の交流の場
　午後になると、「こんにちは」「きたよ～」と
元気に子どもたちが来館してきます。登録カ
ードを出した後、お友達とゲームを楽しむ
子、黙々とマンガを読む子等それぞれの過ご
し方でリラックスした時間を過ごしていま
す。
　そして、それぞれの時間を過ごすなか、工
作室で行っている週ごとに変わる企画工作に
興味を持ち、「今日の工作なに？」と参加して
くる子どもたち。さまざまな素材や季節の行

事の工作など職員が考え、作った見本に、子
どもたちそれぞれの個性が加わってできた作
品と出来上がったときの子どもたちの笑顔は
とても素敵です。
　また、毎週月曜の「ビンゴ大会」やマンスリ
ーイベントとして行っている「ガチャポン」・
「スクラッチ」等は、子どもたちから人気のイ
ベントで「今月はなにやるの？」と期待感を持
って参加している様子がみられます。
イベントを通して
　毎月１回程度、乳幼児の親子の方や地域の
方が参加できるようなイベントを開催してい
ます。
　保護者の方とお子さんのスキンシップや保
護者の方のリラックスの場として、また、子
どもたちにいろいろな体験を楽しんでもらえ
る場として毎回、ご好評いただいております。

しおみ児童館へようこそ

千石児童館へようこそ

「インスタ映え」のスポットに

書道イベントの講師に書いていただいた筆文字

ボーナスチケットの使い方

イベント「ベビーマッサージ」

各児童館の詳しい活動内容は区ホームページにも掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/seshonen/jidokan.html
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ATEWAYで
英語の体験学習を行います

　１学期の和食の日に実施した献立から、豆腐のおか
ずを紹介します。カリッと香ばしい、かつお風味引き立
つ料理です。

和食の日おすすめレシピ

豆腐の土佐揚げ
★作り方

① 豆腐はキッチンペーパーで包んで、30分ほど重石をし
て（または電子レンジで３分ほど加熱して）水気を切る。

②おろし生姜、調味料を混ぜてタレを作る。

③ 豆腐を８～10等分に切り、水気をふいて小麦粉、溶き
たまご、削り節の順に衣をつける。

④ ③の豆腐を170℃の油で３～４分揚げ、熱いうちにタレ
をかける。

★ 多めの油で全面を揚げ焼きにしても。

学務課給食担当　☎（5803）1299

★材料（４人分） 

・木綿豆腐 １丁（300g）

・小麦粉 大さじ２

・たまご １個

・削り節 10ｇ

・揚げ油 

・おろし生姜 小さじ１

・しょうゆ 大さじ２

・砂糖 小さじ１

　TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）とは、東京都教
育委員会と株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAYが提
供する、体験型英語学習施設のことで、平成30年９月、
江東区青海にオープンしました。
　英語を効率よく身に付けるには、実践の場が必要で
す。部活動に例えるなら、試合が実践に当たり、TGG
の利用は部活動でいう試合の役割を担うことが期待され
ます。
　区では、このTGGの利用を30年度の区重点施策「英語
体験学習事業」に位置付け、児童・生徒が、教室で学ん
だ英語を活用するとともに、外国人との会話や外国の文
化等に触れさせ、英語を積極的に使おうとする態度を身
に付けられるようにします。今年度の対象学年は小学校
５・６年生及び中学校２・３年生です。各学校では半日
コースを利用し、利用料は、公費で負担します。また、
移動は区借り上げのバスを利用します。

「歯と口の健康づくり2018」を開催しました

　本会は毎年６月の「歯と口の健康週間」にあわせて、児
童・生徒のむし歯予防についてのご理解と関心の深い
方々を中心に、本区における口

こう

腔
くう

衛生の向上と発展を期
するため開催しており、今年で56回目を迎えました。
　当日は、首都大学東京名誉教授　星

ほし

　旦
たん

二
じ

氏の特別講
演『なぜ、かかりつけ歯科医がいると長生きか』のほか、

学務課学校保健担当　☎（5803）1956

礫川小学校３年　諏訪 良太さん

礫川小学校５年　来栖 仙之介さん 音羽中学校２年　林 英資さん

教育指導課　☎（5803）1300

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・生徒のみなさんから募集した「よ
い歯の図画・ポスター」の入賞者の表彰を行いました。
　「よい歯の図画・ポスター」において、金賞を受賞され
たのはこちらの３作品です。

近未来的な空港をイメージしたエントランス
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編集後記
今回は、紙面が通常よりも増えていたことにお気づきでしょうか。
これは、区立中学校の魅力をみなさんにより知ってもらいたく、
特集として取り上げたためです。ぜひ、オープンキャンパスに参

加し、各中学校の雰囲気や様子を直に感じてみてください。
また、佐藤教育長が新たに就任しました。新教育長の下、さらに
魅力ある“文京区の教育”について発信していきます！

　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、埋蔵文化財発掘調査と
遺跡見学会についてご紹介します。

　６月９日(土)に小日向一丁目23番地内の
小日向一丁目北遺跡において遺跡見学会を行
いました。
　小日向一丁目北遺跡は、縄文時代・古墳時
代・奈良時代・平安時代・江戸時代の遺跡と
して登録されており、これまでも今回の調査
地点周辺で発掘調査が行われています。
　今回の調査は、老人ホーム建設工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査として30年３月から行
っていました。調査では、古墳時代後期の竪
穴建物跡や、江戸時代の武家屋敷の区

く

画
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などが見つかり
ました。遺物は、古墳時代の土器、江戸時代
の陶磁器・炻

せ っ き

器・土器・土製品・瓦などが出
土しました。

文化財
探 訪
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文化財
探 訪
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の遺跡見学会を開催しました―

教育総務課文化財保護係　☎（5803）1305

　見学会当日は天候にも恵まれ、200人近く
の参加者が熱心に見学していました。
　また、同日、小日向二丁目13～15番地内
の小
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遺跡にて東京都埋蔵文
化財センターによる遺跡見学会も開催され、
そちらも多くの見学者が来場していました。

　発掘調査が終了した後は、その成果を報告
書にまとめていきます。出土した遺物は遺跡
から持ち帰って保管し、発掘調査が終了した
後でも見ることができます。しかし、建物跡
などの痕跡(遺構)は地面に残されたものなの
で持ち帰ることはほぼできず、発掘調査中に
しか見ることができません。その遺跡の様子
を実際に見ることができるのは遺跡見学会が
最後の機会といえます。これからも遺跡見学
会開催の際には多くの方のご参加をお待ちし
ております。

布の絵本とは
　厚手の台布に、フェルト・ボタン・ファス
ナー・マジックテープなどを使った絵をアッ
プリケしたもので、絵本としても、遊具とし
ても楽しめます。絵本の中の人や物を動かし
たり、ボタンをはめたり、ファスナーの上げ
下ろしをしながら、自分でお話を作っていく
こともでき、紙の絵本では味わうことのでき
ない、ぬくもりと面白さがあります。

図書館の布の絵本
　区では、水道端図書館と小石川図書館で所
蔵しており、貸出もしています。30年以上
にわたりライブラリーパートナー（＝ボラン
ティア）として活動している「なずな会」（水 

　古今東西を問わず、鳥は人々の敬意を集める
存在です。その訳は、空を飛ぶことができると
いう、生身の人間にとって不可能なことを華麗
にも見せてくれるからでしょう。鳥の美は、そ
うした鳥を見る人間の憧れと無縁ではないでし
ょう。「標本の世界」は、鳥と対面する機会とし
ましょう。東京大学が古くから集め続けてきた
鳥類標本は、飛ぶことを可能にする鳥の体の機
能美を物語り、博物館標本の魅力を伝えてくれ
るはずです。

真砂中央図書館　☎（3815）6801

「標本の世界　鳥」

東京大学総合研究博物館
スクール・モバイルミュージアム

読書の楽しさひろがる
布の絵本

道端図書館）、「小石川図書館布の絵本を作る
会」の皆さんによって作られた作品は、多く
の子どもたちに親しまれています。

すべて手づくり
　布の絵本の最大の特徴は、手づくりである
ということ。

　色鮮やかで温かく、子どもたちが遊ぶこと
を考慮して丈夫に作られており、ひと針ひと
針、心をこめて作られています。
　ぜひ一度、ふれてみてください。

見学会の様子

「きしゃぽっぽ」なずな会制作 「おおかみと七ひきのこやぎ」小石川図書館布の絵本を作る会制作

「標本の世界　鳥」展示の様子

展示監督のお話会
「人と鳥が築いた文化」
日　　時　９月15日（土）
　　　　　午後１時30分～２時30分
講　　師　 東京大学総合研究博物館特任研究員
　　　　　工
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定　　員　90人（先着順）
対　　象　どなたでも
料　　金　無料
申　　込　直接会場へ
　　　　　※車での来場は不可。
所 在 地　湯島４-７-10

展示期間　10月20日（土）まで
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　（日曜・祝日を除く）
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