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現場を知ることで、文京区の良さを再確認

　 
教育委員として心がけていることを教えてください。

　実際に現場に足を運び、幼稚園や小学校、中学校で、どんな課題が
あって、どんな努力をされているのかということを知りながら、一緒
に考えていきたいと思っています。学校に伺って先生方の授業を見せ
ていただいたり、講演や発表を聞かせていただいたりすることで、実
際に何がなされているのかというのを知りたいです。運動会や学芸発
表会、文化祭にも伺って、子どもたちがどんな取組みをしているかを
拝見したいと思います。そのために時間の許す限りは、現場に足を運
ぶことを心がけています。やはり現場に行くと、先生たちや子どもた
ちがどんなに頑張っているのか、苦労されているのかが見えてきま
す。教育委員になって、文京区の小中学校もほとんど全部見させてい
ただき、現場を知るということによって、文京区の良さが改めて分か
りました。

　 
教育委員のやりがいを教えてください。

　先ほど話したように、現場に足を運ぶことで詳しい事情が知れるこ
とや、また新たに魅力を感じられることはやりがいです。そして、そ
れを区民の皆さんにもお伝えできるということもですね。
　あと、私は子どもの人権救済活動や子どもの人権擁護という分野を
メインに仕事をしています。そうしたときに、子どもの人権保障の視
点で見ると教育現場において、良いことばかりでなく、違和感を覚え
る場面も少なからずあります。そういったことを教育委員会で伝える
ことができるのです。このように自分のフィールドでやっていること
を子どもたちの幸せに活かしていただくために、教育委員会で発言を
する。少しずつでも、人権保障という感覚を教育現場の中で、理解し
ていただけるような方向性を作っていけたら良いなと思っています。
そういう意味では、この人権保障という理念を教育現場に生かしてい
くための活動が、少しでもできることにやりがいを感じています。

　 
お仕事（弁護士）の魅力について教えてください。

　様々な依頼者の話をきちんと聞き、その依頼者が何に困っているの
かを理解することで、その依頼者が再び立ち上がれるようになる。或
いは、その重荷を下ろせるようになる。そのために法律的に何かお手
伝いし、一緒に戦っていく。それが終わった時に、裁判の勝負という
よりも、依頼者に、「自分が言いたかったことをすべて言い尽くして
くださって本当にありがとうございました」と言っていただけること
が、本当にうれしいです。やはり弁護士は代弁者なので、依頼者に少
しでも幸せになってもらえた時は、弁護士になってよかったなと思い
ます。

自分はひとりぼっちじゃない

　  子どもたちからの相談を受けるようになったきっかけを教えてください。

　弁護士になって６、７年経ってから、いじめや不登校、自殺未遂の
子どもたちの相談を受けたことをきっかけに、子どもたちの人権問題
を考えるようになりました。ですが、その子たちの話が余りにも深刻
かつ壮絶で、最初は打ちのめされ、弁護士として聞いていても、どう
解決したら良いか分からず、本当に仕事を辞めたくなった時期もあり
ました。ある時、自殺未遂をした中学生の相談を受けていたときに、
本当に何も言えなくなり、私もその子の前でおろおろすることしかで
きないことがありました。そうしたら、その子が、「子どもの話をこ
んなに一生懸命に聞いてくれる大人がいると思わなかったよ。坪井さ
んに話をしたら気が楽になり、気持ちが軽くなっ
た。」と言ってくれました。子どもたちの人生を救
うことは、私にはできないかもしれないし、黙っ
て話を聞くことしかできないこともありますが、
彼らには自分の話を一生懸命聞いてくれる人がい
ることを知ってほしいと思いました。自分と同じ
ように一緒に苦しんでくれる大人がいるんだ
という感覚を知ってもらう必要があります。

　文京区には４名の教育委員がおり、日々活動しています。教育委員にはどんな人がいて、どんなことをしているのでしょう。シリーズ第
４回目となる今号では、弁護士でもある坪
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委員にインタビューを行いました。

わたしのまちの教育委員【第4回】
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子 委員
プロフィール
文京区出身。子どもの人権救済活動や人権擁護をメインに活動されている弁護士
であり、平成25年３月より文京区教育委員を務める。

２面に続きます。

 きあら映えスポット

  学校給食おすすめレシピ 
「大豆と小魚と芋の炒り煮」

 電子資料サービスをはじめます！

 編集後記

4  コロナウイルスに負けない！各学校・ 
幼稚園の活動や取組みをご紹介します。

  「図書館を使った調べる学習コンクール」
表彰式

  スクール・モバイルミュージアム 
「美しい蛾の世界－舞い飛ぶ天使の化身－」
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　何も答えてあげられなくても、助ける方法など分からないことが多
くあっても、とにかく話を聞く。話を聞いて、そばにいるということ
が、その子にとっては立ち上がるきっかけになると分かりました。み
んなひとりぼっちにされてきたので、自分はひとりぼっちじゃないと
いう感覚を子どもがつかむ。そして、そこから自分の足で立ち上がっ
ていくのです。子ども自身の人生を私たちが踏みにじらないように、
私はあなたに生きて欲しいと思っていることを伝えながら自分の人生
を自分で選ぶまで待ってあげる。それが、傷つき果てた子どもたちが、
元気を取り戻していく過程だということを教えられました。そういっ
た子たちと出会えてこなかったら、今の私はありません。子どもたち
と出会い、それによって私自身の人生は大きく育て上げられたと思っ
ています。

　  子どもたちの相談を受けるときに心がけていることや気を付けて
いることがあれば教えてください。

　まずは、私にはあなたのことがわからないというスタンスで話を聞
いてあげることです。「あなたのことはあなたが一番よくわかってい
るから聞かせて」というところから始めます。そうすると時間はかか
りますが、子どもたちも少しずつ心を開いてくれて、いろんなことを
話してくれるようになります。もちろん、その子どもの個性に合わせ
て聞く方法を考えたり、質問しないと答えてくれない子がいたり、或
いは心を閉じてしまい、ただただ待つしかなかったり、それはもう本
当に千差万別です。ただ、子どもから相談を受けるときには、自分が
無力で、私はこの子のことがわからないという姿勢を崩さないことが
一番大事だと思っていて、私が解決してあげるなんていうのは、思い
上がりだということをいつも頭に叩き込んでいます。そして、子ども
から相談を受けるときは無理に何かを働きかけるのではなく、待つと
いうのも必要な時間だと思っています。

今やりたいと思ったことは何でもやりなさい

　  学生時代に、やっていてよかったことはありますか。

　何一つ無駄になったことはないと思っています。だから、若い人た

ちには「今やりたいと思ったことは何でもやりなさい」と言いたいで
す。将来役に立たないからといって止められることもあるかもしれま
せんが、私は自分の人生で何一つ無駄になったことはなかったと思っ
ています。例えば私の場合、高校時代に１年間カナダに留学をしてい
たことがあります。当時は英語を話せることが将来役に立つかどうか
なんて考えていませんでしたが、弁護士になって国連の「子どもの権
利条約」のためにスイスのジュネーブに行ったときには英語を話せて
良かったと思いました。また、今でも東京弁護士会で「もがれた翼」と
いう演劇をやっていますが、大学１年生のときに演劇部に入っていた
経験が脚本を書いたり、役者をやったりすることに活きています。で
すので、無駄になること何もないし、その時は、将来に役に立つなん
て思っていなくても、後で何が活きるか分からないと実感していま
す。だから、若い時にやることは、損なことはないと本当に伝えたい
です。

　  最後に、子どもたちに、メッセージをお願いします。

　あなたは生まれてきてよかったんだよ。ひとりぼっちにはしない
よ。あなたの道はあなたが歩いていいんだよ。この三つのことをきち
んと子どもたちに伝えてあげた
いと思います。それが子どもの
人権保障ということだと思って
います。

坪井委員、お忙しい中、ありがとうございました。 教育総務課　☎（5803）1291

小日向台町児童館は…
　小日向台町児童館は、服部坂や茗荷坂など
の坂を登りきった小高い丘の上にあります。
小日向台町幼稚園と併設しており、１・２階
が幼稚園、３階が児童館です。児童館内には
小日向台町第一・第二育成室があり、子ども
たちのにぎやかな声が館内いっぱいに響いて
います。
児童館の様子・活動
（午前中の様子）
　午前中は乳幼児さんがホールを広々使っ
て、プラレールや大型積木、コンビカーや三
輪車などで、思い思いに遊んでいます。
　月・水・金曜の誰でも参加できる「ちびっ
こタイム」では、体操、手遊び、読み聞かせ、
楽器あそびを行っており、子どもたちはリズ
ムに乗って元気いっぱい！木曜の登録制幼児
クラブ「あそびましょ」は、運動あそびや工
作、季節行事など、アットホームな雰囲気で
活動しています。
　その他にも、「０歳さんあつまれ」、「幼児
工作」、「親子リトミック」、「ベビーマッサー
ジ」を行っています。日程はおたよりや掲示
板でお知らせしますので、ご確認の上、ぜひ
お越しください。

住所　小日向２－２－２　　開設　昭和49年５月18日
☎（3941）1740

小日向台町児童館にようこそ このコーナーでは、区立児童館を
紹介します。今号は、小日向台町
児童館です。

（午後の様子）
　放課後、育成
室の子どもたち
が「ただいま！」
と帰ってくると
すぐ、「ホール
で 遊 ぶ 人 い る
～？！」と、 ボ
ール遊びのメン
バーを誘い合っています。メンバーが集まる
と、さっそく試合スタート！そのうち児童館
来館の子どもたちも「こんにちは！」と入って
きて、どんどん盛り上がっていきます。高学
年の強くて速いボールにも、低学年の子たち
は果敢に挑んでアウトを取ろうと奮闘！時に
は、「〇〇くんはボールのキャッチが上手だ
よね」などと、お友だちの良い所に気付く素
敵な場面も。
　週替わりの工作コーナーには、「今日の工
作なあに？」と、工作好きたちが集まります。
じっくり作品に向き合う子、「どうやるの？」
と戸惑いながらも頑張る子……「できた
よ！」と完成した作品をお友だちや職員に見
せに行くときは笑顔です。図書コーナーでは
お気に入りのマンガを広げてリラックス。人

気のコミックス
は時に順番待ち
ができるほどで
す。
　雨が降ってい
なければ、「サ
ッカーやろう
よ！」と声を掛
け合って屋上に元気よく飛び出していく子ど
もたち。鬼ごっこ、野球、テニスなど、のび
のび体を動かします。ベランダでは一輪車の
練習。最初は手すりにしがみついていた子
も、だんだんと乗れるようになるとスイスイ
走らせて気持ちよさそうです。
　児童館は感染症対策のため、３月から６月
下旬まで臨時閉館していました。閉館中、「早
く児童館に遊びに行きたいなぁ」と職員に話
していた子どもたちが、再開後には待ってま
した！とばかりに遊びに来てくれて、元のに
ぎわいを取り戻しています。
　児童館が乳幼児さん親子から小学生、そし
て大きくなってからも、地域の中で気軽に立
ち寄れる場所、ホッとできる場所であればと
思います。ぜひ、遊びに来てください！

区立児童館を
紹介します

自
じ

慢
まん

の図書コーナー

ホールで遊ぶ子どもたち
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　新型コロナウイルス感染症による不安な状況が続く中、新型コロナ
ウイルス感染症について正しく理解し、適切な行動がとれるように指
導の充実を図っています。具体的には、子どもの発達段階に応じて次
のような指導を行っています。
● 感染予防に関して、子ども自身が実践できる内容を伝えるとともに
「３つの密」を避ける必要があること。
● 予防に注意していても、り患してしまうことがあることや、り患して
もその後の対応によって早期に回復したり感染の拡大を防いだりす
ることができること。

● 誤った情報や認識、不確かな情報から誤解や偏見に基づく差別が起
こっていること。

　 　今後も、各学校・園で子どもたちの健康・安全に配慮し、感染者
や濃厚接触者、医療従事者等の家族に対して、偏見や差別につなが
るような行為がおこらないよう指導してまいります。

「美しい蛾の世界
－舞い飛ぶ天使の化身－」

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

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎ、安全・安
心な学校・園を確保するよう努めています。罹患者が
発生した際に、検査の対象範囲を拡大し、また、体調
不良等で勤務に懸念があり、検査を希望する職員に
PCR検査を実施しています。

　学校施設における新型コロナウイルスへの感染リスク
低減のため、区立小・中学校に非接触型体温計「サーマ
ルカメラ」を導入しています。この機器は、同時に複数
人の体温測定が可能であり、児童・生徒の登校時、学校
行事など多くの方の来校時に、効率的に検温することが
でき、様々な場面において活用しています。

　区立幼稚園、小・中学校の手洗い場等の既設水栓の一
部を、自動水栓に付け換えています。自動水栓にするこ
とで手洗い後にハンドルに触れる必要がなく、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止になります。

手作りフェイス
シールドの配布
　第六中では、ボラン
ティア部と保健委員会
の生徒で全校生徒分の
フェイスシールドを作
成しました。

Zoomを活用した
「１年生を迎える会」
　汐見小では、今年度は密を
避けるため、「一年生を迎え
る会」をZoomで開催しまし
た。全校児童は各教室で、画
面を通して一年生の紹介の様
子を見ています。

お弁当の時間に
アクリル板の設置
　区内の幼稚園では、お弁当
の時間にアクリル板を設置し
ています。

展示期間　 令和３年１月９日（土）～３月27日
（土）９時～17時（日曜・祝日を除く）

会　　場　 教育センター
対　　象　どなたでも
費　　用　無料
申 込 み　直接会場へ
所 在 地　湯島４-７-10
※ 展示期間等が変更になる可能性があります。
詳細は教育センターホームページをご覧く
ださい。※車での来場は不可です。

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

教育センター　☎（5800）2591

教育総務課　☎（5803）1291

　教育センターでは、東京大学総合研究博物
館と連携し、「美しい蛾の世界－舞い飛ぶ天
使の化身－」を開催します。
　多くの方のご来場をお待ちしております。
展示指揮：助教 矢
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京大学総合研究博物館）のコメント
　一般に蛾

ガ

といえば、夜に鱗粉を散らしなが
ら飛ぶイメージなどから、地味で気味の悪い
印象が強いかもしれません。ところが、よく
観察すると、翅

はね

の形は多種多様で、色彩も艶
やかで美しいものが多いことに気付かされま
す。そのような翅を羽ばたいてひらひら舞う
姿は、天使の化身に例えられることもあります。
　今回の展示では、日本蛾類学会会長・岸田
泰則氏の寄贈標本を中心に、東京大学総合研
究博物館所蔵の多くの蛾類標本に囲まれなが
ら、その多様性を創り出した系統発生の道筋

のほか、擬態、フェロモン、翅の進化、最近
発見された新種・新亜種などに関する研究を
紹介・解説します。美麗な蛾の魅力に触れな
がら、科学的な関心や興味を抱いてもらえれ
ば幸いです。

　調べる学習コンクールは、主体的
に学ぼうとする意欲をもって、テーマ
を追究し、図書館の蔵書、検索シス
テム、レファレンス機能などを活用し
て研究レポートにまとめたものを応
募するコンクールです。手紙や取材
による情報収集等、様々な方法を取
り入れた作品の応募がありました。
　令和２年11月５日（木）に入選した
方々を表彰しました。

「図書館を使った調べる
学習コンクール」表彰式

PCR検査の拡充非接触型体温計
「サーマルカメラ」の導入

「非接触型自動水栓」の導入

偏見や差別を生まないための指導
　幼稚園・小学校・中学校においては、
文京区版「学校感染症対策ガイドライ
ン」に基づき、新型コロナウイルス・
インフルエンザ等の感染症対策に努め
ております。
　保護者の皆さまにおかれましてもご
家庭において、改めて日頃の手洗いや
健康管理を入念に行っていただき、家
庭内感染を防ぎ、園児・児童・生徒が
ともに健康に過ごせるよう、幼稚園・
小学校・中学校の運営にご協力いただ
きますようお願いします。

●保護者の皆様へのお願い●

真砂中央図書館　☎（3815）6801

第22回 文京区「図書館を使った調べる学習コンクール」入選作品一覧
賞 学 校 名 学年 応募者名

区長賞

文京区立湯島小学校 1 浅田　詩絵
文京区立湯島小学校 3 竹内　応輝
文京区立湯島小学校 6 小野ひかり
文京区立茗台中学校 2 寺部　修志

教育長賞

文京区立林町小学校 1 小川雅カイーナ
文京区立誠之小学校 4 東　　侑輝
文京区立窪町小学校 6 金森　周子
お茶の水女子大学附属中学校 3 藤井　美佑

特別賞
文京区立千駄木小学校 3 山口　叶翔
文京区立昭和小学校 5 岩崎　紗友
東京学芸大学附属竹早中学校 3 岡﨑　初音

奨励賞 文京区立大塚小学校 2 石河　文都

賞 学 校 名 学年 応募者名

奨励賞

文京区立関口台町小学校 1 内藤　大智
文京区立湯島小学校 2 東　　美紀
文京区立柳町小学校 3 清家　美紘
文京区立柳町小学校 4 木下　美菜
文京区立明化小学校 4 和田　彩葉
文京区立青柳小学校 5 土橋　未奈
文京区立汐見小学校 6 髙柳　風花
文京区立本郷小学校 6 中西　朱音
跡見学園中学校 1 豊田萠乃桜
文京区立茗台中学校 3 松榮　千佳

コロナウイルスに負けない！各学校・幼稚園の活動や取組みをご紹介します。
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編集後記

印刷物番号：I 0119108

今回は、インタビューとして坪井委員のもとへお邪魔させていた
だきました。記事を見て、区の教育委員の方々に少しでも親近感

を持っていただけると嬉しいです。次号以降もお楽しみに！

電子資料サービスをはじめます！
文京区立図書館

真砂中央図書館　☎（3815）6801

学校給食おすすめレシピ

大豆と小魚と芋の炒り煮
醤油 小さじ1.5
砂糖 大さじ1.5
酒 小さじ1.5
白いりごま 大さじ１

★作り方
① 大豆は水気を切り、片栗粉をまぶ

学務課給食担当　☎（5803）1299

して揚げる。
② さつま芋は１cm角に切り、素揚げ
する。

③ちりめんじゃこも素揚げする。
④ 調味料を合わせてよく加熱し、熱
いうちに①～③をからめて、ごま
を振る。

子どもたちに大人気で、カルシウ
ムがたっぷりとれる一品です。

★材料（４人分） 
大豆水煮 65ｇ
片栗粉 大さじ1.5
ちりめんじゃこ 25ｇ
さつま芋 100g
揚げ油 適量

　令和３年１月11日（月）より電子書籍の
貸出・オーディオブックの利用を開始しま
す。
　パソコンやスマートフォンなどからイン
ターネットに接続してご利用いただくサー
ビスとなります。
◆利用できる方
　文京区在住・在勤・在学の方で文京区立
図書館の図書館利用カードをお持ちの方
は、図書館利用カードの番号とパスワード
で利用できます。
　利用者IDは図書館利用カードの番号で、
パスワードは図書館と共通になります。
　パスワードを登録していない方は、ホー
ムページから登録してください。
　図書館利用カードをお持ちでない方（区
内在住・在勤・在学の方）は、区内の図書館・
図書室にて利用者登録をお願いします。
　住所を確認できる証明書類（保険証・運
転免許証・学生証等）をお持ちください。

『11ぴきのねことあほうどり』ⓒ
馬場のぼる・こぐま社刊

こどもトップページ

YAトップページ

1月11日（月）より文京区立図書館の
ホームページが新しくなりました。

◆利用について

＊ 電 子 書 籍 ＊
１人３点まで　２週間借りることができます。予約も３点まででき
ます。
画面上での文字の拡大、縮小、読み上げ機能があるものもあります。

＊ オ ー デ ィ オ ブ ッ ク ＊
返却期限、貸出制限はありません。
図書館のホームページから、パソコンやスマートフォンを通じて、
本を耳で聴くという形で読書を楽しむことができます。

　タイトルは今後、順次増やしていきます。

柳町幼稚園
　捕まえたバッタを見なが
ら、バッタの動きを研究して
いる子どもたち。お面と翅を 
作り、虫になりきって良く見
ています。
　ジャンプのやり方を覚え、
バッタになりきって、ジャン
プの練習！！
　ジャンピングマットを使っ
て上手に飛べるようになった
かな？

林町小学校
　本校の自慢は、地域や
PTA、同窓会等、学校を
愛し支えてくださる皆様で
す。たいさん木の広場の皆
様は、校庭開放や各種イベ
ントで子どもたちを楽しま
せてくださっています。写
真は、恒例となっている
ペットボトルロケット体験
の様子です。

学校

第三中学校
　区内10校ある中学校の中
で一番広い校庭を持つ三中
は、150ｍトラックをつくる
ことができます。僕達三中生
の昼休みの楽しみは「校庭に
出てサッカーをすること」、
サッカー部も都大会出場を目
指し頑張っています。

指ヶ谷小学校
　指ヶ谷小学校のプールは、
今年度リニューアルしまし
た。自慢はプールサイドで
す。やや日陰にあるプール
なので、今までは少し暗かっ
たのですが、黄色の床にし
たことで明るくなりました。
来年こそ、みんなで元気よ
く気持ちよく泳げたらいい
なと楽しみにしています。

虫になってジャンプ！

ピカピカプー
ル

区内中学校で一番！

今号も区立の各幼稚園や小学校、中学校自慢の
きあら映えスポットを紹介します！

きあら映え
スポット

学校を支えて
くださる皆様

（ペットボト
ルロケット体

験）


