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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。
ラ イ ト

編集・発行／文京区教育委員会　〒112-8555 文京区春日1-16-21
代表☎（3812）7111　https://www.city.bunkyo.lg.jp/

（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。

 きあら映えスポット

 学校給食おすすめレシピ 
 「ぎせい豆腐」

  １人１台のタブレット端末で子どもたち
の学びが変わりました。

 編集後記

4  根津児童館にようこそ

 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
 『“蝶”─魅惑の昆虫─』展 開催中

 文京文化財探訪 
 区指定有形文化財に指定しました
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    少年自然の家八ケ岳高原学園はリニュー
アル再開します

 図書館に行こう（第１回）

1 特集 皆さん、ご入園・ご入学
おめでとうございます！
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桜舞い、春の温かな日差しの中、区立幼稚園・学校で入園・入学式が開催されました。

皆さん、ご入園・ご入学おめでとうございます！



令和4年4月24日

2

少年自然の家八ケ岳高原学園はリニューアル再開します

　窓際に並ぶ児童席でお
すすめの本を読み始める
と、思わず時間を忘れて
しまうかもしれません。

　思わず手に取り
たくなる特集の本
は、季節ごとに変
えています。

　調べものに困っ
たら、こちらのコ
ーナーへお立ち寄
りください。

　真砂児童遊園に隣接しており、館内で本を読んだり外で遊
んだり、気分に合わせて楽しむことができます。
　また、静かに読書ができるYAルームもあります。

※YA（ヤングアダルト）…主に10代の読者あるいは図書館利用者を図書館界・出版界で呼称するときに使う用語。

　調べものならお任せください。調べものおうえんコーナー
では「しらべかたのこつ」やブックリストを用意しています。
また、図書館スタッフがお手伝いしますので、気軽にお声掛
けください。

真砂中央図書館（本郷4-8-15） 小石川図書館（小石川5-9-20）

明るい児童席 季節の展示特集

調べものコーナー

　木のぬくもりあ
る本棚に囲まれ、
落ち着いて読書が
できるお部屋で
す。

　YAルームを訪
れた人だけが、自
由にメッセージや
イラストなどを書
くことができる伝
言帳があります。

独立したYAルーム

YAノート

図書館に行こう（第１回）
　文京区には８つの区立図書館と２つの区立図書室があります。こ
のコーナーでは、区立図書館を紹介します。今回は真砂中央図書館
と小石川図書館です。図書館では、児童フロアや中高生のための
YAコーナーで、さまざまなテーマの本を紹介しています。ぜひ遊
びに来てください！ 真砂中央図書館　☎（3815）6801

　改修工事のため令和２年９月より休園しておりました当施設は、令和４年
４月より再開いたします。
　この度の工事では、浴室棟・トイレ棟の増改築、トイレ洋式化、エレベー
ター増設などを行いました。
　また、従来の小学５年生と中学１年生の利用（令和４年度は中学２年生も
利用予定）と区内在住・在勤の方10名以上での利用に加えて、少人数でのキ
ャンプ利用等のプランを用意し、利用しやすくなりました。
　新しく生まれ変わった学園をぜひご利用ください。
学園所在地： 長野県南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ケ丘

19番1
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により利用を制限する
場合があります。詳細は学園HPをご覧ください。 学園HP

学務課施設担当　☎（5803）1958
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（乳幼児活動）
　乳幼児親子は図書室で玩具（ままごと・電
車・車・その他）、絵本などで和やかに過ごし、
ホールではコンビカー・すべり台・三輪車
などで元気に遊んでいます。
　乳幼児活動では毎週月曜・金曜に「ちびっ
こひろば」を開催しています。体操・手遊び・
読み聞かせ・ゲーム・楽器遊びの内容で気
軽に参加できる人気の事業です。月に一度の「ちびっこスペシャル」は、
通常のプログラムに誕生日会・工作をプラスした予約制の事業です。そ
の他、「０歳あつまれ」では身体測定・足形採取を行い、保護者の方に好
評の事業です。「１歳ひろば」、「親子リトミック」も体を使った楽しい事
業となっています。登録制の幼児クラブ「ねづっこランド」ではお友だち
と一緒に楽しく遠足・季節行事・工作などたくさんの内容のプログラム
によりさまざまな体験をさせ社会性や自立心を育む事業となっています。

（小学生活動）
　小学生の遊びとしてホールでは、スーパードッチボール・三歩
当てが人気です。そのほか、キックベース・ろくむし・ドッカン
などの球技も好んで行っています。
　図書室では、漫画・ボードゲームなどで思い思いにリラックス
して過ごしています。
　週３回の「工作」はお便りを見て楽しみに参加する小学生もいま
す。そのほか「小学生自由工作タイム」も創作意欲のある児童に人
気です。
　行事では、「ビンゴ大会」が一番人気
で、球技を使った大会・季節の行事（七
夕・ハロウィン・節分パーティー・バレ
ンタインクイズ・キャンディーキャッチ
など）・「ストーリーテリング」（お話会）・
「卓球タイム」も参加者が多い事業です。

根津児童館は…
　根津児童館は、根津総合センターの中にあります。根津育成室、根津交流館が併設しており、子どもから高齢者ま
で地域の居場所となっています。また、根津小学校と隣接しており、日常的に連携を取りながら運営をしております。
　地域密着型児童館で、平時であれば青少年健全育成会と共催して６月には遠足に行き、根津の７つの町会が行う夏
祭りでは、ゲームコーナー・工作コーナーを担当しています。乳幼児事業では区内で比較的参加人数が多い児童館で
もあり、１日を通して子どもたちの元気な声が絶えません。
児童館の様子・活動

最後に一言
　児童館では新型コロナウイルスの感染対策に十分配慮して運営しております。そのため、ご利用いただく方々にもマスクの着用や手指の消毒
などにご協力をお願いしています。皆さんが安心・安全に楽しく過ごしていただけるよう職員一同心掛けておりますので、ぜひ一度遊びに来て
ください。

住所　根津１－14－３　　開設　昭和62年12月１日
☎（3824）6466

根津児童館にようこそ このコーナーでは、区立児童館を
紹介します。今号は、根津児童館
です。

区立児童館を
紹介します

『“蝶”─魅惑の昆虫─』展

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

日　　時　 ５月13日（金）～10月31日（月）　９時～17時（日曜・祝日を除く）
会　　場　 教育センター２階大学連携室
展示監督　 東京大学総合研究博物館　矢後勝也講師・遠藤秀紀教授
対　　象　どなたでも
費　　用　無料
申　　込　不要　直接会場へ
※ 状況により、会場内の人数制限を行う場合があります。車での来場はご遠
慮ください。
お問合せ　〒113-0034文京区湯島４-７-10　教育センター☎（5800）2591

     nformation  ··················································I 展示概要
　蝶といえば、艶やかな色彩を輝かせて飛ぶことから、可憐で美しく、
映える昆虫の代表です。時には人の心を惑わすほど、魅力いっぱいの
昆虫でもあります。その翅

はね

の色彩・模様の多様性はどのように進化し
たのでしょうか？種間や雌雄の識別、敵に毒があることを示す警告
色、身を潜めるためのカムフラージュなど、実は生きるための術から
生じてきたのです。今回の展示では、東京大学総合研究博物館所蔵の
蝶類標本に触れながら、翅の多様性を創り出した進化の軌跡のほか、
生態、行動、遺伝に関する研究を紹介します。また、蝶が教える近年
の生態系破壊や温暖化などの環境変化を、自然との共生も見据えなが
ら解説します。美麗な蝶が放つ魅惑に引き込まれながら、科学的な好
奇心や探求心を抱いてもらえれば幸いです。

　麟祥院文書は、三代将軍・徳川家光の乳
め の と

母
春
かすがのつぼね

日局によって寛永元年（1624）湯島に創建
された臨済宗妙心寺派の寺院・天

てん

沢
たく

山
ざん

麟祥院

に伝来した古文書群です。
　駒込村（現在の本駒込、千駄木周辺）などに
麟祥院が拝領した寺領300石にかかわる古文
書は、江戸時代の地域を知る史料として重要
です。また、徳川将軍家や大名との関係を示
す古文書や、寺の建設に関わる古文書も残
り、幕府の寺社支配や近世寺院の建築史にお
いても貴重です。さらに近代仏教史をうかが
うことができる寺院経営や妙心寺派教団に関
わる史料も含まれるなど、近世及び近代にお
ける古文書群として文化財的価値が高いこと
が指定の理由となりました。 教育総務課文化財保護係　☎（5803）1305
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区指定有形文化財に指定しました

名称及び員数：麟
りん

祥
しょう

院
いん

文
もん

書
じょ

　1,229点
種　別：区指定有形文化財（古文書）
指定日：令和４年３月１日
所有者：宗教法人　麟

りん

祥
しょう

院
いん

所蔵先：湯島四丁目１番８号　麟祥院

     nformation  ···················· 　　　I 　　概　要

麟祥院殿七年忌御香
典金銀并鳥目納相渡
申覚
慶安２年（1649）
年代がわかるものの
うち、もっとも古い
もの。

駒込村の検地帳　
宝永４年（1707）
駒込村の田畑・屋
敷地についての土
地調査台帳。

おとうさんといっしょ

親子リトミック

バレンタインクイズ
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編集後記

印刷物番号：L0121001

桜の花の季節が過ぎ、瑞々しい青葉の季節となりました。今号の

きあらは少し時期をずらしての発行となりました。今年度もきあ

らはさまざまな区の教育の取組みについて発信します。皆さんに

楽しんでいただけるよう張り切って編集します。

学校給食おすすめレシピ

ぎせい豆腐
鶏ひき肉 80ｇ
卵 ３個
砂糖 小さじ3/4
塩 小さじ1/2
酒 小さじ１
しょうゆ 小さじ１
油 小さじ２

★作り方
① 木綿豆腐はキッチンペーパーに包
み、バット等で軽く重しをして水

学務課給食担当　☎（5803）1299

切りする。
②野菜はみじん切りにする。
③卵は溶いて、調味料を混ぜ合わせる。
④ 卵焼き用のフライパンに油を入れ
て熱し、切った野菜と鶏ひき肉を
炒める。肉の色が変わったら水切
りした豆腐を裏ごし、または細か
く崩して加える。
⑤ ④に③の卵液を加えてよく混ぜ合
わせ、アルミ箔をかぶせて中心に
火が通るまで弱火で焼く。

　ぎせい豆腐とは、お寺のお坊さ
んが考えた精進料理のひとつで
す。水気を切った豆腐に野菜、溶
き卵を加えて味をつけ、形を整え
て蒸したり焼いたりしたもので
す。ほぐした豆腐を元のような豆
腐の形に作るところから、この名
がついたそうです。

★材料（２人分） 
木綿豆腐 1/2丁
長ねぎ 1/3本
にんじん 中 1/4本

１人１台のタブレット端末で
子どもたちの学びが変わりました。 教育指導課　☎（5803）1300

教育委員会では、各学校と連携しながら、
児童・生徒が学びの主体となるよう、１人１
台のタブレット端末の日常的・効果的な活用
を含めたICT教育を推進してきました。
今号では、昨年度の各校の取組によって変
化した子どもたちの学びの姿について紹介し
ます。

● 子どもたちがタブレット端末で学習支援ソ
フト等を活用する機会が増えたことで、自
ら「この活動なら紙がいい、この活動なら
タブレット端末が向いている。」と話すな
ど、学習道具の使い分けの意識が芽生えて
きました。

● 授業のノート、ワークシート、板書の写真
をタブレット端末に蓄積することで、子ど
もたちはいつでも、どこでも自分の学びの
過程を確認できるようになり、予習や復習
に活用することができました。

● タブレット端末の学習支援ソフトを活用し
て、自分の意見を書き込むことができるた
め、発表の苦手な子どもたちも自分の意見
を表現することができるようになりました。

　今後も、すべての児童・生徒が１人１台の
タブレット端末を自分専用の文具として日常
的に使えるだけでなく、子どもたちが情報モ
ラルについて理解し、安心して活用できるよ
うに、引き続き、情報活用能力の育成に取り
組んでまいります。

青空に響く
伝統の太鼓

の音

文京区立湯島小学校
　湯島小太鼓は代々受け継
いできた伝統の１つです。
現在は総合的な学習の時間
の選択授業として取り組ん
でいます。湯島小学校は令
和3年度で開校150周年を
迎えました。記念式典後の
アトラクションでは太鼓を
選択した5・6年生の児童
が学習の成果を披露し、湯
島小の青空に太鼓の音を響
かせていました。ぼくたちのジオラマはくぶつかん

毎年恒例のボランティア清掃

小日向台町幼稚園
　電車好きの年長の子ども
たちが集まって鉄道博物館
で見たジオラマを「自分た
ちで作ってみよう！」と友
だちと協力して作りました。
　年少さん、年中さんの目
もキラキラ！できあがった
ジオラマは、幼稚園の人気
者になりました。

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。
どれも良い写真で、とても映えていますね！

きあら映え
スポット

文京区立第十中学校
　美化委員会主催の朝のボ
ランティア清掃。十中校庭、
周辺道路、千石公園を各学
年が交代で回りました。
7:30に集合して学年ごと
に分かれて30分ほど落ち
葉掃きをします。各学年と
もほとんどの生徒が参加し
てくれました。

 増築校舎完成！

文京区立大塚小学校
　令和２年12月より建設
中だった増築校舎が令和３
年11月に完成しました。
１階に育成室、２～４階に
普通教室と倉庫がありま
す。既存校舎とつながり、
エレベーターも設置されて
います。


