
No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

小石川植物園の自然観察会（春夏秋
冬）小・中学生(定員30名)
費用：500円

5/19(土),9/1(土
),11/3(土),2/2(

土)
10:00-12:30 小石川植物園 文化　２

不忍池渡り鳥観察会
小・中学生(定員30名)
費用：500円

12/1(土)
3/9(土)

10:00-12:30
上野公園不忍池
周辺

文化　２
12/1(土)は雨

天中止

干潟の観察会
小中学生（保護者同伴のこと）
費用：100円 （保護者500円）

5/5(祝) 10:00-14:00
多摩川河口（東京
都大田区）

文化　３

7/21(土) 教育の森・占春園

7/28(土) 外堀公園

2003
あきる野横沢入自然観察会（春夏秋）
小・中学生（２５名）
費用：１００円（保護者５００円）

6/30(土),10/20(
土),3/30(土)

9:30-12:30
東京都あきる野
市
横沢入

文化  ３

ネイチャーゲーム
小・中学生(定員30名)
費用：500円

7/1(土), 10:00-12:30 教育の森 文化  ２

東京のわき水探検・川で遊ぼう
小・中学生(保護者同伴のこと)
費用：500円

6/17(土) 10:00-14:00
落合川（東久留米
市）

文化  ３

インターン生企画
メッセージカードを作ろう！
小・中学生（定員30名）費用：500円

9/15(土), 10:00-12:00 シビックセンター 文化  ２

大学生企画・古紙をリサイクル
オリジナルカードを作る！
小・中学生（定員30名）費用：500円

10/6(土), 10:00-12:00
痕見学園女子大

学
文化  ２

2005
ひげ博士の環境科学教室
小学3年生～中学生(定員15名)
費用：500円

4/14(土),5/19(
土),6/23(土),12
/15(土),3/2(土)

10:00-12:30
お茶の水女子大
学

教科　２

2006
ドナ号（ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ）と遊ぼう！
小・中学生(保護者同伴のこと)
費用：300円(保護者300円)

4/28(土)
,9/2(日)

10:00-14:00
新光牧場（埼玉県
入間市）

市民　３

2007
建設現場探検隊
小・中学生(保護者同伴のこと)
費用：500円

延期 延期 延期 延期

プログラム
No

プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 ポイント
その他

参加費など

2015
夏休み子ども囲碁連続教室

幼稚園～小学生

入門から上級者
まで棋力に応じ
た５クラスに分
け、4日間連続
の囲碁教室

８月２２日（水）
～25日（土）

９：３０～１１：４５
文京区民センター 文化２ 2,000円

2015
春休み子ども囲碁連続教室

幼稚園～小学生

入門から上級者
まで棋力に応じ
た５クラスに分
け、4日間連続
の囲碁教室

3月２６日（火）
～２９日（金）

９：３０～１１：４５
文京区民センター 文化２ 2,000円

2004

みんな集まれ！!　こどもの広場　 (2001～2007)
自治体・市民団体・NPO・民間企業・大学などが、子供のために優良な教育プログラムを紹介・実施しています。

学びのポイントラリー制度を取り入れ、活動参加を促し、地域教育を活性化するためのツールになるように普及実現を目指しています。
申込＆問合せ先　NPO法人　環境ネットワーク・文京

e-mail：kodomonohiroba2007@gmail.com
URL：http://www.en-bunkyo.org/

2001

2002
セミの抜け殻しらべ
小・中学生(定員30名)
費用：500円

10:00-12:30 文化　２
7/21(土)は雨

天中止

平成24年度　学びのポイントラリー　文京区プログラム

文京区囲碁指導者連絡会
問い合わせ先、連絡先：事務局長　梅沢　忠一　E-mail  ume-chuu@tcn-catv.ne.jp  ℡ 090-6303-7861



2015
柳町教室

幼稚園～小学生

入門から上級者
まで棋力に応じ
てクラスを分
け、囲碁のレベ
ルup教室

毎月第２・４土
曜日９：３０～１

１：４５

文京区立
柳町小学校

文化２ １回500円

2015
湯島教室

幼稚園～小学生

上級者に対する
囲碁のレベルup
教室

毎週土曜日
９：３０～１１：４５

アカデミー湯島 文化２ 1,500円

プログラム
No

プログラム名 実施内容 実施日時 実施場所 ポイント
その他

参加費など

2016
英語学習ゲーム広場

スペラせんだぎ
（小・中学生対象）

「英語スペラ
ゲーム」を使用
して英単語を作
るゲームを楽し
もう！単語力
アップまちがい
なし！！

夏・冬・春期休み
中に　1回

汐見地域活動
センター

教科２ １回200円

プログラム
No

プログラム名 実施日時 実施場所 対象者 ポイント
その他

参加費など

2017

挑戦☆作ってみよう

子どもが自ら進める調理体験：手作りナ
ン、夏野菜入りカレー、パンナコッタ

８月４日（土）
アカデミー茗台

実習室
小学生以上 市民２

700円
エプロン、三角
巾、飲み物持

参

2017

挑戦☆作ってみよう

子どもが自ら進める調理体験：内容未
定

１２月中旬
アカデミー茗台

実習室
小学生以上 市民２ 未定

プログラム
No

プログラム名 実施日 実施時間 実施場所 ポイント
その他

参加費など

2019
 親子環境教室第１回

お天気実験
お天気パワーで電気を作ろう！

8月11日（土） 10:00 ～ 12:00 区民センター 2
申込期間：
7/22～31

参加費：無料

2019
 親子環境教室第２回

お天気実験
水のふしぎ、水のめぐみ

8月25日（土） 10:00 ～ 12:00 区民センター 2
申込期間：
8/5～14

参加費：無料

2019
 親子環境教室第3回

「昭和エコクイズに挑戦！」
9月29日（土） 10:00 ～ 12:00 区民センター 2

申込期間：
9/9～18

参加費：無料

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

　　団体名：　文京区 環境政策課　　　　　　　　　　　担当：阿部

　　問い合わせ先、連絡先：　環境政策課　地域環境係　電話　03-5803-1276

    備考：　申込みは期間内（必着）に電子申請・ハガキ・ＦＡＸのいずれかに、第○回参加希望、親子氏名（ふりがな）、学年、〒住所、電話番号を。

日本スペラ協会
文京区本郷2-17-5-80１　　http://www.spella.jp

団体名：　地域ネットワークとらいあんぐる　　　　　　　　　担当：大和田

問い合わせ先、連絡先：　　　　　　　03-5879-2757

文京区教育センター　科学教室(2020)



2020
「宇宙と星の話〜月・惑星・太陽
〜」　小学3〜6年生（定員 各回
30名）

5/20(日)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「魚のからだのしくみ」 小学3〜
6年生（定員 30名）

6/23(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2020
「化学変化と指示薬」 小学3〜6
年生（定員　各回30名）

7/21(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「ミクロの世界」　小学3〜6年生
（定員 各回30名）

7/21(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「原子の世界」　中学生（定員 各
回30名）

7/28(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「音の不思議」　小学3〜6年生
（定員 各回30名）

8/8(水)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「天文工作」　小学3〜6年生（定
員　各回30名）

8/8(水)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「水の汚れを調べよう」　小学3〜
6年生（定員 各回30名）

8/23(木)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「エジソン電球の実験」　中学生
（定員 各回30名）

8/25(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「日光写真機をつくろう」　小学3
〜6年生（定員　各回30名）

10/27(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「葉脈標本をつくろう」　小学3〜6
年生（定員　各回30名）

10/27(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「酸アルカリと化学反応」　小学3
〜6年生（定員　各回30名）

11/18(日)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「燃焼の科学」　小学3〜6年生
（定員 各回30名）

1/12(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「不忍池の野鳥観察」　小学3〜6
年生（定員　各回30名）

1/26(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

2020
「日周運動と年周運動」　小学3
〜6年生（定員 各回30名）

3/2(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　１

プログラムは変更される場合があります。必ずホームページで確認してください。

問合せ先　　文京区教育センター

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・申込方法などが載っています。

申込詳細：　　http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

TEL 03-5800-2591



No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

2021
「パソコンで名刺をつくろう」　小
学生と保護者（定員 各回10組）

4/14(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでぬりえをしよう」 小
学生と保護者（定員 各回10組）

5/12(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンで写真シールをつくろ
う」 小学生と保護者（定員 各回
10組）

6/2(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでプリントTシャツをつく
ろう」　小学生と保護者（定員 各
回10組）

7/7(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでうちわをつくろう」　小
学生と保護者（定員 各回10組）

8/4(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「アルゴロジック」　小学生と保護
者（定員 各回10組）

9/1(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでDVDフォトムービー
をつくろう」　小学生と保護者（定
員 各回10組）

10/13(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでフォトブックをつくろ
う」　小学生と保護者（定員 各回
10組）

11/10(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンで年賀状をつくろう」
小学生と保護者（定員 各回10
組）

12/1(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンでカレンダーをつくろ
う」　小学生と保護者（定員 各回
10組）

1/12(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「ビスケット」　小学生と保護者
（定員 各回10組）

2/2(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

2021
「パソコンで紙工作をしよう」　小
学生と保護者（定員 各回10組）

3/2(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

プログラムは変更される場合があります。必ずホームページで確認してください。

文京区教育センター　親子理科実験教室(2022)
問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

申込詳細：　　http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・申込方法などが載っています。

文京区教育センター　親子パソコン教室(2021)

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

申込詳細：　　http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・申込方法などが載っています。

プログラムは変更される場合があります。必ずホームページで確認してください。



2022
「万華鏡をつくろう」　小学1〜3年
生と保護者（定員 各回30組）

5/12(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

2022
「回り灯籠をつくろう」 小学1〜3
年生と保護者（定員 各回30組）

7/7(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

2022
「ポンポン船をつくろう」 小学1
〜3年生と保護者（定員 各回30
組）

9/22(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

2022
「フライングウィングをつくろう」
小学1〜3年生と保護者（定員 各
回30組）

11/10(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

2022
「オリジナル凧をつくろう」　小学1
〜3年生と保護者（定員 各回30
組）

12/1(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

2022
「紙の科学」　小学1〜3年生と保
護者（定員 各回30組）

3/16(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

2023
「ビッグバンとブラックホールとロ
ケット」　小学5〜中学生（定員30
名）

4/14(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「バイオテクノロジーの世界」 小
学5〜中学生（定員30名）

4/21(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　１

2023
「植物の声を聴く」 小学5〜中学
生（定員30名）

5/19(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「ミクロの世界をのぞいてみよう」
小学5〜中学生（定員30名）

5/26(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　１

2023
「広がる宇宙のすがた」　小学5
〜中学生（定員 60名）

6/16(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　１

2023
「衛星リモートセンシング〜空か
ら見える地球の姿〜」　小学5〜
中学生（定員 60名）

7/8(日) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「ロボット工学」　小学5〜中学生
（定員 60名）

8/4(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「七宝焼きを作ってみよう」　小学
5〜中学生（定員30名）

8/28(火) 13:00-16:00 教育センター 教科　２

2023
「放射線を知ろう」　小学5〜中学
生（定員 60名）

9/16(日) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「天気予報はこうしてできる」　小
学5〜中学生（定員 60名）

10/14(日) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

2023
「生物科学」　小学5〜中学生（定
員 60名）

11/11(日) or
11/17(土)

14:00-16:00 教育センター 教科　１

2023
「リズムオーケストラの不思議な
世界」　小学5〜中学生（定員 60
名）

12/22(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　１

文京区教育センター　子ども科学カレッジ(2023)

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

申込詳細：　　http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・申込方法などが載っています。

プログラムは変更される場合があります。必ずホームページで確認してください。



No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

2024
「パソコンで写真シールをつくろ
う」　小学3〜6年生（定員 20名）

4/21(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンでミニかざり凧をつくろ
う」　小学3〜6年生（定員 20名）

5/19(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンで豆本をつくろう」 小
学3〜6年生（定員 20名）

6/9(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンで紙工作をしよう」　小
学3〜6年生（定員 20名）

7/21(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンで写真シールをつくろ
う」　小学3〜6年生（定員 20名）

8/11(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「アルゴロジック１」　小学3〜6年
生（定員 20名）

9/8(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「アルゴロジック２」　小学3〜6年
生（定員 20名）

10/27(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンでフォトブックをつくろ
う」　小学3〜6年生（定員 20名）

11/24(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「パソコンでカレンダーをつくろ
う」　小学3〜6年生（定員 20名）

1/19(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「ビスケット１」　小学3〜6年生
（定員 20名）

2/9(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

2024
「ビスケット２」　小学3〜6年生
（定員 20名）

3/9(土) 9:30-11:00 教育センター 教科　１

ホームページから申込もできます。みなさんのご参加をお待ちしています。

　ホームページの「子どもアカデミア講座一覧」に、各講座の講師や詳しい内容・申込方法などが載っています。

講座詳細：　　http://www.b-academy.jp/　(または区報ぶんきょう6/10号・スクエア６月号)

TEL 03-5803-1119

文京区教育センター　子どもパソコン教室(2024)

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

問合せ先　　(公財)文京アカデミー　アカデミー文京　学習推進係

夏休み子どもアカデミア(2025〜2036)

プログラムは変更される場合があります。必ずホームページで確認してください。

申込詳細：　　http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・申込方法などが載っています。



No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

2025

化石を知ろう〜アンモナイトを削り出せ
〜　                   小学3〜6年生（定員
各回24名）                受講料1,000円
教材費1,100円

7/21(土)
10:00-12:00
13:30-15:30

お茶の水女子大
学

教科　２

2026
〜親子で体験〜データでわかる安全教
室小学1〜3年生と保護者（定員15組）
教材費500円

7/23(月) 10:00-12:00
ア カ デ ミ ー 文 京
レクリエーション
ホール

市民　２

2027
卵の殻でモザイクアート
小学3〜6年生（定員20名）
受講料1,200円　教材費1,300円

7/24(火) 13:00-16:00
ア カ デ ミ ー 文 京
レクリエーション
ホール

文化　２

2028
君も、研究者になってみませんかⅢ
小学5年生〜中学2年生（定員20名）
教材費1,000円

7/25(水)〜
7/27(金)

13:00-16:00 日本医科大学 教科　２

2029
ぴかぴかどろだんごを作ろう
小学1〜4年生（定員各回20名）
受講料1,050円　教材費1,050円

7/28(土)
8/8(水)

10:00-12:00
ア カ デ ミ ー 文 京
レクリエーション
ホール

文化　２

2030
楽しく踊ろう！キッズダンス
小学1〜4年生（定員30名）
受講料1,000円

7/30(月) 10:30-12:00
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

文化　１

2031
キッズマネーアカデミー
小学4〜6年生（定員30名）　無料

8/3(金) 13:00-16:00

りそな銀行　東京
営業部（文京区後
楽2-5-1飯田橋
ファーストビル7
階）

職業　２

2032
パズル de 算数
小学1〜3年生（定員各回20名）
受講料800円　教材費800円

8/4(土)
10:30-11:30
12:00-13:00

アカデミー文京
レクリエーション
ホール

教科　１

2033
プロに学ぼう　小学生絵画教室
小学1〜6年生と保護者(定員25組）
受講料1,200円　教材費1,800円

8/6(月) 9:30-12:30
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

文化　２

2034
実験しよう！燃料電池って何？
小学3〜6年生（定員30名）　無料

8/7(火) 13:30-15:00
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

教科　１

2035
液状化って何？〜実験で学ぶ地盤工
学〜小学3〜6年生（定員40名）　無料

8/9(木) 13:30-15:30
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

教科　2

2036
光のサイエンス　万華鏡を作ろう
小学1〜6年生（定員28名）
教材費300円

8/25(土) 10:00-11:30
文京学院大学女
子高等学校

教科　１
１、２年生は保

護者同伴

プログラム
No

プログラム名 実施日 実施時間 実施場所 ポイント
その他

参加費など

2050
夏休みリサイクル工作教室

３Ｒ実践！　「かんさつノートづくり」
7月28日（土） 10：00～15：00

文京区シビック
センター

B2フリマ会場
市民　１ 無料

　　                                          団体名：　リサイクルイン文京　　　　　　　　　　　　　担当：　和田真澄


