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教育だよりのタイトル『きあら』は、「きょういくの、あしたを、輝かせる（light）」という思いを込めて付けた名前です。イタリア語では明るいという意味もあります。
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（ふみのみやこ）
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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　～主な内容～

第一中学校 第三中学校 第六中学校 第八中学校 第九中学校 第十中学校 文林中学校 茗台中学校 本郷台中学校 音羽中学校

  区立図書館おすすめのブックリストを紹
介します

  スクール・モバイルミュージアム 
「昆虫の形と色の不思議 
―オサムシ研究の巨匠・石川良輔博士の
軌跡―」

 SNSトラブルに気をつけよう

 編集後記

6  「アドバンスルーム」を開室しました

  教科・道徳の授業地区公開講座を実施し
ています

 家庭教育講座を開催しています

 区立児童館を紹介します

  「歯と口の健康づくり2019」を開催しました

  学校給食おすすめレシピ 
「さんまのかば焼き」
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 　　　　　 オープンキャンパス日程一覧 
区立中学校の取組み

 区立小・中学校、幼稚園を紹介します

 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を
開催します
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を開催します

区立中学校

　区内の小学生と保護者の皆さんに、各区立中学校の魅力・特徴を知って
いただくためのオープンキャンパスを開催します。この機会に、ぜひお越
しください。

 期　　間  ９～11月の学校公開日※各校の日程は裏面を参照してください。
 開催場所  各区立中学校
 申 込 み   裏面に「（要予約）」と記載されているものは、各学校にお問合

わせ・予約が必要です。

オープンキャンパス
令和元（2019）年度

　区立中学校の授業の様子や、教科担任
制の授業内容についてご覧いただけるよ
う、区では年間10回の土曜授業公開を
実施しています。９月～11月はオープ
ンキャンパスとして、授業公開日の午後
に学校説明会や個別相談、部活動体験を
実施しています。学校ごとに実施時期、
時間、内容が異なりますので各学校にお
問合せください。

授業公開

　校風、生徒の様子、授業内容、部活動、学
校行事、進路状況など具体的な学校生活全般
を説明します。実際に中学校生活を確認でき
る学校説明会への参加は、自分に合った進学
先を見つける絶好の機会です。気になる中学
校へ行き、保護者の方と学校の雰囲気などを
確かめることで、進学への疑問や不安を解消
できる機会としてください。

学校説明会

授業の様子

　日頃、学校で行われている部活動を見学
し、実際に体験する機会を学校ごとにつくっ
ています。部活動は、中学校を選択する際の
重要な選択理由とされています。活動内容が
分かるだけでなく、先輩たちと触れ合うこと
で学校の雰囲気や特徴などが十分感じられる
良い機会です。ぜひ、各学校の実施部活動や
日程などをご確認のうえ、ご参加ください。

※ 実施する学校については、
裏面を確認してください。

部活動体験

部活動の様子
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学務課学事係　☎（5803）1295

オープンキャンパス日程一覧
学 校 名 月　　日 内　　　　　　　　容
第一中学校
小石川5-8-9
3811-7271

9/7（土） 授業公開（8：40～10：30）、学校説明会（10：50～11：30）
10/19（土） 授業公開（8：40～11：30）、個別説明会（10：50～11：30）
11/9（土） 授業公開（8：40～11：30）、個別相談会（10：50～11：30）

第三中学校
春日1-9-31
3814-2544

9/7（土） 授業公開（8：25～10：15）、道徳授業地区公開講座、部活動体験（13：00～14：00）、学校説明会（14：00～15：00）
10/19（土） 小学生授業体験（10：35～11：35）、学校説明会（14：00～15：00）
11/9（土） 学校説明会（14：00～15：00）

第六中学校
向丘1-2-2
3814-6666

9/7（土） 授業公開（8：30～11：30）、進路の日
10/19（土） 授業公開（8：30～11：30）、学校説明会（10：45～11：45）
11/9（土） 道徳授業地区公開講座（8：30～11：30）、いのちと心の授業

第八中学校
千駄木2-19-22
3821-7128

9/7（土） 授業公開（8：40～11：30）、いのちと心の授業
10/19（土） 授業公開（8：40～11：30）、学校説明会（11：45～12：15）
11/9（土） 授業公開（8：40～11：30）、教科の授業地区公開講座

第九中学校
本駒込3-28-9
3821-7178

9/7（土） 授業公開（8：40～12：00）、シエナオーケストラ演奏会、学校説明会（12：15～13：00）
10/19（土） 授業公開（8：40～11：30）、パラリンピアン講演会、学校説明会（11：45～12：30）
11/9（土） 授業公開（8：40～11：30）

第十中学校
千石2-40-17
3944-0371

9/7（土） 授業公開（8：35～11：25）、小学生授業体験（9：35～10：25・要予約）、学校説明会（9：35～10：25）
10/19（土） 授業公開（8：35～11：25）、小学生授業体験（9：35～10：25・要予約）、学校説明会（9：35～10：25）
11/9（土） 授業公開（8：35～11：25）、道徳授業地区公開講座（9：35～11：30）

文林中学校
千駄木5-25-10
3827-7671

9/7（土） 授業公開（8：45～10：35）

10/19（土） 授業公開（8：45～11：35）、小学生授業体験（13：30～14：00・要予約）、部活動体験（14：20～16：00・要予約）、
学校説明会（15：00～16：00）

11/9（土） 授業公開（8：45～11：35）
茗台中学校
春日2-9-5
3811-2969

9/7（土） 授業公開（8：35～11：25）、部活動体験（13：00～）
10/19（土） 授業公開（8：35～11：25）、学校説明会（11：15～12：00）
11/9（土） 授業公開（8：35～11：25）、授業体験（13：00～13：50・要予約）、教科の授業地区公開講座

本郷台中学校
本郷2-38-23
3811-2571

9/7（土） 授業公開（8：45～11：35）、セーフティ教室（10：45～11：35）
10/19（土） 授業公開（8：45～11：35）、学校説明会（10：45～11：45）、部活動体験（13：30～・要予約）
11/9（土） 授業公開（8：45～11：35）

音羽中学校
大塚1-9-24
3947-2771

9/7（土） 授業公開（8：30～11：30）、個別相談会、体験授業（午前・要予約）、部活動公開・体験（午後・要予約）

10/19（土） 授業公開（8：30～11：30）、個別相談会、学校説明会（10：40～11：30）、体験授業（午前・要予約）、
部活動公開・体験（午後・要予約）

※日程、内容は令和元年８月時点での予定です。

区立中学校の取組み
　区立中学校では、さまざまな
取組みを行っています。その一
部を紹介します。

●特色ある教育活動
　良質な演劇や音楽の鑑賞教室、日頃の
部活動の成果を発揮する総合体育大会、
都が開催する中学生「東京駅伝」に区の連
合チームとして参加するなど、生徒の興
味・関心や意欲を高めています。 中学生 「東京駅伝」

● 魅力ある部活動
　スポーツや文化および科学に親しま
せ、興味・関心や意欲を高めるとともに、
責任感、連帯感を養うため、教育活動の
一環として展開しています。さらに、令
和元年度より施行の「文京区部活動ガイ
ドライン」に基づいた部活動指導員を導
入することで、生徒の技術向上、健全育成などに役立てています。

部活動（ソフトテニス部）の様子

● 宿泊体験学習
　移動教室および林間学校では、八ヶ岳
高原学園の広大な自然の中で普段できな
い体験を通じて、豊かな人間関係を育ん
でいます。

八ヶ岳移動教室での登山

● 職場体験学習
　生徒が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。

スーパーでの職場体験学習

● 個に応じた学習指導の充実
　少人数、習熟度別授業、チー
ム・ティーチングによる授業を
実施し、きめ細かな指導を行っ
ています。また、電子黒板やデ
ジタル教科書の導入、生徒用タ
ブレットPCの配置等、学習指導
にICT（情報通信技術）を活用す
る環境整備を図っています。 ICTの活用

●体験型英語学習施設の利用
　体験型英語学習施設TOKYO 
GLOBAL GATEWAY（以下、
TGG）を利用し、英語力の向上
を目指しています。TGGでは、
授業で学んだ英語を活用して外
国人と会話をしたり、外国の文
化に触れることを通じて、積極
的に英語を使おうとする姿勢を
身に付けています。

TGGの利用

●地域資源を活かした学習支援
　お茶の水女子大学との連携に
より、科学に関する興味・関心
を高めるための「文京区科学事
業（理科出前授業）」を全校で実
施しています。また、大学生な
どを活用した放課後学習支援事
業を実施している学校もあり、
放課後の自主的な学習や学習習
慣の確立を支援しています。 大学生による学習教室
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汐見小学校 所在地　千駄木2-19-23
開　校　昭和２年４月

ここが特徴
　全校生徒が青少年赤十字社(JRC)に加盟し、社会の一員としてボ
ランティア活動へ積極的に取り組んでいます。特に、近隣に保育園
や幼稚園、小学校がある環境を生かし、駒込保育園や千駄木幼稚園
での絵本の読み聞かせや、千駄木幼稚園の夕涼み会・運動会の手伝い、
千駄木小学校の子供フェスティバルの手伝いなどを行っています。
また、吹奏楽部・茶道部による老人ホームでの出し物なども行って
おり、奉仕の精神と思いやりの心を育てています。
少人数校の強み
　現在、全校生徒63名と区内で最も小規模の学校です。その分、
生徒一人ひとりが主体的に活動できる場があり、学校生活を通し
て豊富な経験をすることができます。また、先輩・後輩のつながり
が強く、運動会では、各種目を全学年
で実施します。特に、全校生徒で踊る
ソーラン節は圧巻です。
　部活動も他校と合同チームを組んで
大会に出場するなど、やり方を工夫して
取り組んでいます。
英語教育の充実
　平成27年度から放課後の課外講座として、英会話スクールを
活用した英会話講座を実施しています。毎週水曜日の放課後に希
望する生徒が参加し、初級・中級・上級のレベル別に計６クラス
に分かれ、外国人の講師と楽しく英会話を学んでいます。本講座
により、英語によるコミュニケーション能力の一層の育成と、実
際に使える「生きた英語」の習得を目指しています。
最後に一言
　現在、生徒の考える力・伝える力・見せる力の向上を図るため、プ
レゼンテーション学習に力を入れています。今後も少人数校の強みを
生かし、生徒一人ひとりを重視した丁寧な指導を実施してまいります。

千駄木小学校 所在地　千駄木5-44-2
開　校　明治42年６月

ここが特徴
　今年は、開校110周年を迎える節目の
年に当たります。千駄木小学校のPTA、
卒業生、地域の方のご協力をいただいて
実行委員会を立ち上げ、子どもたちの記
憶に残る周年になるよう、記念行事など
を企画しています。
　10月５日に記念式典・祝賀会を行います。10月４日には子ども
たちの企画によるおめでとう集会を予定しています。
地域とのつながり
　近隣地域とのつながりが深く、夏にはラジオ体操、お祭りなどの
子どもたちの活躍の機会をいただいています。PTA活動も充実し
ていて、今年は星空映画会を実施し、周年を意識して校舎の移り
変わりの写真を投影します。５月の運動会では、児童席にテントを
設置する際、多くの方にご協力いただき、大変有り難かったです。
　隣接する文林中学校とは、小中連携教育実践モデル事業に取り
組んでいて、校庭の落ち葉掃きを小中学生がともに行ったり、お
すすめの本を中学生から小学生が紹介してもらったりと、児童・
生徒が触れ合う機会も増えています。
オリンピック・パラリンピックに向けた取組み
　車いすバスケットボール選手を講師に招き、全校児童に講演・実
演を、５年生には実技指導をしていただきました。熱い思いをもっ
ている講師の先生の話は、子どもたちの心にもしっかりと響き、真
剣に聞き入っていました。今後は、ボッチャなど他の種目にも広げ、
スポーツへの親しみと障害がある方への理解を深めていきます。
最後に一言
　千駄木小は、さまざまな場面で地域の方や保護者の皆さまに支
えていただいています。「地域・保護者ともに子供を育てる学校」
を目指して、学校と家庭、地域が一体となって子どもの成長を見
守り支えていくよう努めてまいります。

ここが特徴
　汐見小学校は今年度で開校92周年を迎えます。現在の校舎は
昭和62年、開校60周年の年に完成しました。広い廊下と２階ま
で吹き抜けの広い玄関ホールが自慢の校舎です。玄関ホールのス
テンドグラスは児童にデザインを呼びかけました。「波、太陽、鳥」
と汐見のテーマの作品が選ばれました。
対話型授業
　これからの時代を生きる子どもたちは、多様な立場の人たちと
対話しながら、新しい価値を「共」に「創」り上げていく共創社会の
中で生きていきます。汐見小学校では昨年度から朝学習の時間「け
やきタイム」で、毎週「対話のスキル学習トレーニング」を行ってい
ます。自分の考えをより分かりやすく人に伝えたり、仲間から得
た情報に自分の感想を加えて返したりする活動を重視しています。
地域は学校　地域は先生
　児童の知的好奇心を高め、地域の良さを知るために、地域の方
や専門家を講師の先生としてお招きし、特別授業を実施していま
す。昨年度は、年間66回の授業を行いました。今年度は、６月に
太鼓芸能集団鼓童を招き授業を行いました。
オリンピック･パラリンピックに向けた取組み
　体力測定の実態改善策として、元プロ野球選手による投げ方教
室を実施しています。スポーツだけでなく伝統文化や日本の良さ
を知ること、外国の文化を紹介してくださる方とのふれあいで国際
理解に繋げることもオリ・パラ教育とし
てとらえています。
最後に一言
　地域を知り、地域のよさを大事にし、
人生を前向きに生きようとする主体性
を育てる教育を目指し、「すべては汐見
の子のために」家庭・地域・学校が一丸
となって教育に取り組んでいきます。

文林中学校 所在地　千駄木5-25-10
開　校　昭和35年４月

ここが特徴
　東京ドームや小石川後楽園のそばにある、４歳児・５歳児各１
学級のアットホームな雰囲気が自慢の幼稚園です。園庭には四季
折々の草花が咲き、大型プランターでは季節の野菜を子どもたち
が栽培しています。また、サクランボやミカンなど実のなる木も
あり、収穫を楽しみにしています。そして、チャボやカメなど子
どもたちが世話をして可愛がっています。
　小さいながらも緑豊かな園庭は、子どもたちの元気な声が響い
ています。
地域とのつながり
　近隣の保育園や小・中学校との交流はもちろんのこと、隣接し
ている都立文京盲学校や町会、高齢者クラブの方々との交流が盛
んに行われています。さまざまな方々とのふれあいの中で、人と
関わる楽しさを感じる機会になっています。
　また、地域の就園前の乳幼児と保護者の
ための施設開放「なかよし広場」を実施して
います。３歳児対象の「きいろ組」は毎週火
曜日に行っています。詳しくは、ホームペ
ージでご確認いただき、遊びに来てください。
オリンピック・パラリンピックに向けた取組み
　地域の方を講師にお迎えし、日本舞踊や生け花を教えていただい
たり、大学の相撲部の方と一緒に相撲を取ったりするなど、日本の
伝統文化に親しむ機会を大切にしています。また、昨年度より地域
の日本語学校に通っている方から、さまざまな国の挨拶や食文化に
ついて聞くなど、幼児にも分かりやすい国際交流を行っています。
最後に一言
　今年度、開園40周年を迎えます。40年の歴史のもと、これか
らも一人ひとりを大切にし、直接体験を重視した教育を教職員一
丸となって進めてまいります。

所在地　後楽1-7-7
開　園　昭和54年４月後楽幼稚園

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・中学校、幼稚園を紹介します

お揃いの法被を着て踊るソーラン節 祖父母や後楽クラブの方と
一緒に遊びを楽しむ園児

運動会６年表現

鼓童体験学習の様子
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教育総務課庶務係　☎（5803）1291

教育指導課特別支援教育担当　☎（5803）1298

教育総務課地域教育支援担当　☎（5803）1306

教育指導課　☎（5803）1300

教育長が就任しました

　前教育長　佐
さ

藤
とう

正
まさ

子
こ

の
副区長就任に伴い、６月
13日から新たに加

か

藤
とう

裕
ゆう

一
いち

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。
　加藤教育長より寄せら
れた区民の皆さまへのご
あいさつを紹介します。

職　名 氏　名　（敬称略）

教育長 加
か

藤
とう

　裕
ゆう

一
いち

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）

「アドバンスルーム」を開室しました

　生徒一人ひとりに個性があり、学び方にもそれぞれ違いがありま
す。発達の多様性、個々の特性に応じて、生徒の成長や社会性の育成
につながるのが、中学校特別支援教室「アドバンスルーム」です。「ア
ドバンスルーム」は、令和元年度より全ての中学校に開設し、巡回指
導を行っています。このことにより、これまで通級指導学級で行って
きた特別の指導（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）が在籍校で受けられるようになります。これまでの通級指
導学級による指導を全ての中学校で実施することで、より多くの生徒
が支援を受けられるようになり、在籍校での個別指導や小集団指導を
通して生徒の学習能力や在籍学級における集団適応能力の伸長が図ら
れます。本区における特別支援教育の充実ならびにさらなる推進に向
けて、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

家庭教育講座を開催しています

教科・道徳の授業地区公開講座を実施しています

　「教科・道徳の授業地区公開講座」は、学習指導の方法・内容の充実
への取組として教科や道徳の授業を保護者や地域に対して公開してお
ります。そこでは、学習についての意見交流、講師による指導助言の
機会を設けることによって、小・中学校における教育活動の充実と開
かれた学校づくりの実現を目指します。また、意見交換を通して、学
校・家庭・地域社会が一体となり道徳教育を推進しています。日程は、
区教育委員会のホームページに掲載していますので、お越しください。

　６月に、教育長に就任しました、加藤と申します。
　突然ですが、皆さんはタイムマシーンを作ることがで
きると思いますか。相対性理論を前提とするならば、光
の速さで移動することで、未来に行くことも可能といわ
れていますが、現代の科学では不可能というしかありま
せん。しかし、時間を旅することはできないとしても、
教育の力を借りれば未来を創ることは可能だと思います。
　これからの時代は、変動が激しく、複雑で不確実なも
のとなることが予想されます。そのような時代を生きる

子どもたちのために、今私たちにできることは、一人ひとりの子どもが、自
分の可能性を信じ、個性に応じて活躍できるよう教育環境を整えることです。
　教育の本質は、単に知識を習得するだけでなく、子どもたちがより良く生
きるために必要とされる力の獲得を手助けすることにあります。私は、文京
区教育委員会が、これまで進めてきた、知・徳・体を育む教育を更に深める
とともに、社会への扉である学校教育と社会との結びつきを強めることで、
子どもたちの生きる力を更に高めたいと思います。このことは、これから全
面実施される、新しい学習指導要領とも、軌を一にするものと考えており 
ます。
　学校教育に加え、保護者の皆さまや地域の支えが、子どもたちの健やかな
育ちへとつながります。今後とも、皆さまのお力添えをお願いいたします。

教育長
加藤　裕一

教科の授業地区公開講座の様子

　子育てのための知識の習得や、親子のつながりを高めることを目的とし、
区内在住・在勤の保護者を対象とした「家庭教育講座」を開催しています。
　６月11日（火）には、特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事加

か

藤
とう

篤
あつし

氏を招き、「うんち講座」を開催しました。講座の中では、子どもたちが
元気に「うんち」をするための４つのコツ（①ぐっすり眠る②おいしく食べ
る③元気に遊ぶ④安心できるトイレ）や、排便後のすっきり感の大切さ、
便秘になった際には早めに病院へ行ってみることなど、「うんち」に関する
多くのアドバイスをいただきました。

　今後も右記のとおりさまざまな
講座を開催します。多くの皆さん
のご参加をお待ちしております。

「うんち講座」の様子

・対　　象：区内在住・在勤で子育て中の方
・費　　用：無料
・申 込 み：原則不要（一部申込み制）
・定　　員：原則当日先着順100人
・ 開催予定：
 ９月10日（火） 放射線をもう一度考える～文京区立小学校の授業から～ 
10月11日（金）  「算数を通して、子どもたちが社会に出て求められる 

力をつける家庭教育」
11月14日（木）  『子育て座談会』怒らない子育て～講演と話し合い～
12月12日（木）  子どもが「学校に行きたくない」と言ったら 

～不登校のきっかけと対応～
 １月20日（月）  教育委員の講演
 ２月18日（火）  文の京を歩く

 
※ 各回の詳細は区ホームページでご確認ください。

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

家庭教育講座HP

教科の授業地区公開講座HP

道徳の授業地区公開講座HP

「アドバンスルーム」の説明会
日時：９月27日（金）13時～

場所：教育センター（湯島４-７-10）

     nformation  ··············································· 　　　　I 　開催概要
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児プールも実施しています。
　幼児が優先して使える畳の部屋「幼児室」で
は、小学生が利用する午後の時間帯もこの部
屋で楽しんでいます。人気のおもちゃやまま
ごとセットなど取り揃えており、長時間過ごす
ことで大人どうしの憩いの場になっています。

午後の様子
　放課後になると小中学生が来館、育成室の
子どもたちは「ただいま」と帰ってきます。「ホ
ール何やるの？！」が第一声の子どもたち。
ホールの人気は三歩あてです。最近はＰＫも
リクエストが多く、１対１のシンプルな勝負
が子どもたちのワクドキ心理にはまったよう

住所　本駒込３－11－14　　開設　昭和47年１月１日
☎（3823）3253

本駒込南児童館にようこそ このコーナーでは、区立児童館を
紹介します。今号は本駒込南児童
館です。

区立児童館を
紹介します

本駒込南児童館は…
　本駒込南児童館は吉祥寺の裏手に位置して
おり、本駒込南保育園・本駒込南育成室と併
設の建物の３階にあります。ボール遊びや卓
球ができる「ホール」、工作ができる「工作
室」、本を読んだりレゴブロックやドミノ、
ボードゲームができる「図書室」、畳のスペー
スの「幼児室」があります。また、学区域の境
にあるため、複数の学校の子どもたちが一緒
に遊べるのも特徴です。
乳幼児活動の様子
　月・火・水の午前中は、だれでも参加でき
る「ひよこタイム」があり、「わ～お！」の体操
で気持ちと体をほぐして、手遊びやパネルシ
アターなど親子で楽しんでいます。金曜日は
０・１歳児向けの「すくすくタイム」がありま
す。第２金曜日には、体重・身長測定、手形・
足型スタンプ取りをしています。主任児童委
員、民生委員の方のご協力を得て、地域の乳
幼児親子の皆さんの交流や子育ての相談の場
となっています。不定期ですが、リトミック
やベビーマッサージを開催したり、夏には幼

です。５時からは卓球タイム。毎日の練習の
成果が児童館対抗卓球大会で花開き、優勝に
つながりました。企画工作に加え、月曜日の
自由工作が根強い人気を保っています。
最後に一言
　「娘です～！」、「娘が里帰りしてきたので
孫を連れてきました」と児童館に来館してい
た子どもが親となって戻ってきています。と
てもうれしい瞬間です。
　思いきり体を動かしたり、のんびり過ごし
たりと思い思いの
過ごし方ができる
よう、安心して過
ごせて地域に愛さ
れる場所でありた
いなと思います。

今回は、子どもたち
に好評な魚料理を紹
介します。秋が旬の
さんまに甘辛味のタ
レをからめます。

学校給食おすすめレシピ

さんまのかば焼き
★作り方
① さんまに酒をふり、片栗粉をまぶして油で揚げる。

②しょうゆ～水を加熱してタレを作り、①のさんまにからめる。

★ 学校ではご飯にのせて、かば焼き丼として提供することも
あります。魚が苦手な子どもも、かば焼きだと骨も気にな
らず、ペロリと食べています。

★ イワシやアジでも美味しくできます。

★ 多目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） 

・ さんま 開いて半分に切ったもの 
 ×４枚（２尾分）
・酒 小さじ１
・片栗粉 大さじ３
・揚げ油 適量
・しょうゆ 大さじ１
・砂糖 大さじ１と1/3
・みりん 小さじ１
・水 大さじ２

「歯と口の健康づくり2019」を開催しました

　本会は毎年６月の「歯の衛生週間」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57回目を迎えました。当日は、
お茶の水女子大学名誉教授　榊

さかき

原
はら

　洋
よう

一
いち

氏の特別講演

学務課学校保健担当　☎（5803）1956

礫川小学校６年　小林 睦実さん礫川小学校３年　小川 怜那さん

本郷台中学校３年　須関 乃愛さん

『口と子どもの発達』のほか、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
の皆さんから募集した「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。

ひよこタイム

カプラタワー
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編集後記
令和最初のきあらはお楽しみいただけたでしょうか。今号では、
昨年度に引き続きオープンキャンパスを取り上げました。校章を
見ていると、自分の母校はどうだったかなと懐かしく感じます。

また、区教育委員会では、加藤教育長が新たに就任し、新体制で
スタートすることになりました。加藤教育長の下、令和の時代も
魅力ある“文京区の教育”についてお届けしますのでお楽しみに！

　教育センターでは、現在、東京大学総合研
究博物館と連携し、「昆虫の形と色の不思議

スクール・モバイルミュージアム

日　時  10月５日（土）まで
 ９時～17時（日曜・祝日を除く）
昆虫学者による講演会
日　時  ９月28日（土）14時～15時
「オサムシを分ける錠と鍵」
講　師 東京都立大学名誉教授・石

いし

川
かわ

良
りょう

輔
すけ

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。
会　場 湯島４-７-10

     nformation  ················· 　　　　I 　　　展示概要

教育センター学校支援係　☎（5800）2591

印刷物番号：I 0118089

巣鴨少年センターではどのようなことを
行っているか教えてください。

　少年センターは都内に８か所あり、関係機
関・団体やボランティアと協力して、少年の
補導、少年相談、被害少年の保護を行ってい
ます。巣鴨少年センターでは、行政・学校関
係者・ボランティアと協力して、不良行為少
年の補導活動、家出少年の発見・保護、非行
防止の広報、有害環境の排除、心理士職員に
よる少年相談、心のケアを行っています。

SNSによる被害はどのようなものがある
か教えてください。

　援助交際といった児童買春や、児童の裸の
写真を送る児童ポルノ、深夜の外出の制限や
有害図書販売を禁止する青少年保護育成条例
の違反などがあります。特に児童ポルノによ
る被害が近年増えてきています。

　図書館では、「すべての子どもに読書の楽
しみを」と願い、０歳児から中学生までを対
象として、それぞれの年代ごとのおすすめ本
のリストを発行しています。一人でも多くの
子どもたちが自分にぴったりの本、心から楽
しめる本と出会えることを願っています。
〈ブックリスト〉
①えほんがすき
　未就学児向けの親子で楽しんでほしいおす
すめ絵本のリストです。
②読んでみましょう
　小学校入学から卒業までの間に読んでほし

児童青少年課青少年係　☎（5803）1186

真砂中央図書館　☎（3815）6801

SNSトラブルに
気をつけよう

区立図書館おすすめの
ブックリストを紹介します

SNS被害に合わないためにどのようなこ
とが必要でしょうか。

　まず初めにスマートフォンを使用するとき
は、１日何時間までしか使用できない、イン
ターネットの買い物は必ず親の許可を取る、
SNSなどで見知らぬ人と会わないことなど、
家庭ルールを決めましょう。もちろんフィル
タリングは必ず設定した方がいいですが、子
どもの方がスマートフォンには詳しく、かい
くぐってしまうため、そうさせないための環
境づくりが必要なのです。

もしSNS被害に合ってしまった場合、ど
うすればよいですか。

　必ず警察に相談してください。１番良いの
は、親に言って一緒に警察に来ることです。

い本を集めました。
③年間よんでみましょう
　小学生を対象に、その年のおす
すめする面白い本のリストです。
④ぶんきょう来

らい

ぶらり～
　新中学１年生を対象に、図書館
の利用案内とおすすめ本・CDな
どを紹介した冊子です。
⑤y

ヨ ミ タ ン

omitan―読書探偵―
　中学生を対象にしたおすすめ本のリストで
す。夏休み前に区立中学校生徒全員に配付し
ています。

中には誰にも相談できない子どももいるの
で、親は子どもをよく見てください。子ども
は被害に会えばふさぎ込むなど何かしらの兆
候があるので、それを見逃さないようにして
話し合ってください。心配していることを伝
えれば話してくれるかもしれません。
　また、被害に会っていなくても、その疑い
があれば電話でもいいので警察に連絡してく
ださい。ヤング・テレホン・コーナー※は24
時間繋がりますし、巣鴨少年センターでも相
談を受け付けていますので、お気軽にご相談
ください。

―オサムシ研究の巨匠・石
いし

川
かわ

良
りょう

輔
すけ

博士の軌
跡―」を開催しています。
　９月28日（土）には昆虫学者による講演会
を行います。多くの方のご来場をお待ちして
おります。
展示指揮 矢

や

後
ご

勝
まさ

也
や

博士（東京大学総合研究博
物館助教）のコメント
　「東京都立大学名誉教授である石川良輔博
士は、オサムシの研究で有名な昆虫学者で
す。自家用車で日本中を隅々まで走り回り、
昆虫の種分化や地理的変異を調べ上げ、多く
の新種や新亜種を記載し、やがてオサムシの
形や色の進化を極めた巨匠でもあります。東
京大学総合研究博物館に保管されている石川

昆虫の形と色の不思議

※SNSとは…
　会員登録した人同士が交流できるインター
ネット上のサービス。
（例：LINE、Instagram、Twitterなど）

※ヤング・テレホン・コーナーとは…
　学校生活・友人関係での悩みの相談を24
時間受付けています。
☎（3580）4970

　各ブックリストをご希望の場合は、お近く
の図書館にお尋ねください。

博士の多数・多様かつ美麗な標本に触れなが
ら、昆虫研究をめぐる博士の軌跡を紐解くこ
とで、昆虫に対する科学的好奇心を育むこと
ができれば幸いです。」

巣鴨少年センター
住所： 豊島区巣鴨３丁目

19番７号
☎（3918）9214

「昆虫の形と色の不思議
　―オサムシ研究の巨匠・石川良輔博士の軌跡―」

いし かわ りょうすけ

①

③
④

⑤ ②

　昨今SNS※が普及し、青少年でも利用することが当たり前の時代になりつつあります。
SNSはとても便利なものの、使い方を間違えると、トラブルに巻き込まれる可能性があり
ます。SNSトラブルに会わないために気をつけることを、巣鴨少年センターの薬

やく

師
し

寺
じ

所長
に教えていただきました！


