
P2 みんな集まれ！！こどもの広場

P3 親子環境教室

P4 文京区教育センター　科学教室

P5 文京区教育センター　子どもパソコン教室

P5 文京区教育センター　小学生プログラミング講座

P6 文京区教育センター　中学生プログラミング講座

P6 文京区教育センター　親子理科教室

P7 文京区教育センター　子ども科学カレッジ

P8 夏休み子どもアカデミア

P9 夏休み親子エコ・クッキング教室　

P10 リサイクル親子バス見学会

P10 文京区教育センター　個別学習相談

P11 ハートアンドヘルスサークル

P12 日本動物学会関東支部　公開講演会

P12 ポイントラリーフェスティバルin東大

P13 リサイクルイン文京

平成28年度　学びのポイントラリー　文京区プログラム

http://www.chiiki-manabi.org/img/toudai_40pt.jpg
↓↓↓　詳細はこちらでご覧いただけます。↓↓↓
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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

5/21(土)9/19(祝)

11/6(日)2/5(日)
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

1/15(日) 10:00-12:30 上野公園不忍池周辺 文化　２ 　

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）

5/8(日) 10:00-14:00
多摩川河口

（川崎市小島新田）
文化　３

7/24(日) 小石川植物園

7/31(日) 外堀公園

6003
あきる野横沢入自然観察会（春夏秋）
小・中学生（保護者同伴のこと）
費用：１００円（保護者５００円）

6/12(日)

10/16(日)

3/19(日)

9:30-12:30
東京都あきる野市
横沢入

文化  ２

ネイチャーゲーム
小・中学生(定員30名)
費用：500円

5/7(土) 10:00-12:00 教育の森公園 文化　２

東京のわき水探検・川で生き物を探そ
う　　　　　小・中学生(保護者同伴のこ
と)　　　　　　　　費用：500円

8/21(日) 10:00-14:00
落合川

（東久留米市）
文化  ３

インターン生企画
君は知ってる？絶滅危惧種
小学生　　費用：500円

9/11(日) 10:00-12:00
区民センター
（文京区春日）

文化  ２

葉っぱで染めよう！草木染
小・中学生　費用：７00円

11/27(日) 13:00-15:30
文京区立

本郷小学校
文化  ２ 小学３年以上

6005
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

5/22(日),6/26(日)

11/20(日)

12/18(日) 3/5(日)

10:00-12:00 お茶の水女子大学 教科　２ 小学３年以上

6006
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：1,500円

4/24(日)

5/5(祝）
9/10(土)

10:00-14:00
新光牧場

（埼玉県入間市）
市民　３

山のトンネル工事現場見学会
小・中学生(保護者同伴のこと)
費用：親子共１人500円

5/29(日) 10:00-16:00
館山道天羽トンネ

ル
(千葉県富津市）

職業３

産廃処分工場見学と自転車で世界を
巡る若者のトークショー
小・中学生(保護者同伴のこと)
費用：親子共１人500円

11/12(土) 9:30-15:00

㈱光洲産業
YOKOHAMA

BAY
(横浜市）

職業３ 　

e-mail：kodomonohiroba2007@gmail.com

http://www.en-bunkyo.org/

みんな集まれ！!　こどもの広場　 (6001～6007)
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

10:00-12:30 文化　２  

6004

6007

6001

6002
セミの抜け殻しらべ
小・中学生(定員30名)
費用：500円
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6019
 第１回親子環境教室

2100年未来の天気予報
７月23日（土）

午前10時～12
時

文京区教育セン
ター研修室

市民2
参加費：無料

定員22組
終了

6019
 第２回親子環境教室

自然に学ぶ『葉っぱで遊ぼう！』
8月6日（土）

午前10時～12
時

文京区民センター
２Ａ会議室

市民2
参加費：無料

定員22組
終了

6019

 第３回親子環境教室
リサイクル工作

マヨネーズ工場から出るタマゴのカラで
チョークを作ろう！

8月6日（土） 午後2時～4時
文京区民センター

２Ａ会議室
市民2

参加費：無料
定員22組

終了

6019
 第４回親子環境教室
天気予報にチャレンジ

8月20日（土） 午後2時～4時
文京区民センター

２Ａ会議室
市民2

参加費：無料
定員22組

終了

6019
 第５回親子環境教室

この木なんの木 -樹木博士になろう-
10月29日（土）

午前10時～12
時

文京スポーツセン
ター多目的室

市民2
参加費：無料

定員22組
募集終了

6019
 第６回親子環境教室

温暖化で僕たちの地球はどうなるのか
な？～いろいろな発電実験も学ぼう～

12月3日（土）
午前10時～12
時

文京区教育セン
ター実験室

市民2

参加費：無料
対象：区内在住・
在学の小学生と

その保護者
定員22組

対象：区内在住・在学の小学生とその保護者

親子環境教室(No.6019)

　　団体名：　文京区資源環境部環境政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：内田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　問い合わせ先、連絡先：　〒112-8555　文京区春日1-16-21　　文京区役所 資源環境部環境政策課地域環境係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03（5803）1276／ FAX：03（5803）1362

備考：　「第○回親子環境教室」と記入のうえ、児童及び保護者の氏名（3人以上でも可）・フリガナ・学年・郵便番号・住所・電
話番号を明記して、文京区ホームページ（電子申請）、ハガキまたはFAXで環境政策課へ

http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/jouhou/gakusyuu/kankyoukyousitu/h28oyakoboshu.html
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6020
気体もいろいろ！〜化学反応を実験し
よう〜

5/7（土）
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報4/10
号掲載

6020
魚を解剖して調べよう〜ギョギョッと
びっくり！魚の体の進化としくみ〜

6/25（土）
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報5/25
号掲載

6020
音の科学〜音を見てみよう〜　／　調
べてみよう！酸・アルカリ〜ムラサキ
キャベツは“色の魔術師”〜

7/23（土）
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020 じしゃくのサイエンス 7/26(火) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020
植物の中にひそむ数を見つけようⅠ〜
フィボナッチ　不思議の謎解き〜

7/27(水) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020 紙だけで発見？ピタゴラスの定理編！ 7/27(水) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020 ミクロの世界をのぞいてみよう 7/28(木) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020
植物の中にひそむ数を見つけようⅡ〜
フィボナッチ　不思議の発見〜

7/29(金) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020
電流の流れを見てみよう〜電流の正体
は電子の流れ〜

7/30(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6020
気象予報士になろう〜天気図を書いて
みよう！〜

8/20(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報7/25
号掲載

6020 音の話とスピーカーづくり教室 8/22(月) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報7/25
号掲載

6020 電子顕微鏡でミクロの世界を探検！ 8/23〜8/25
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報7/25
号掲載

6020 音の話とスピーカーづくり教室 8/26(金) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報7/25
号掲載

6020 光の科学(仮) 10/29(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報9/25
号掲載

6020 細胞の観察をしよう（仮） 11/26(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報10/25
号掲載

6020 電気分解（仮） 12/10(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報11/10
号掲載

6020 低温の科学（仮） 1/7(土) 10:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報12/10
号掲載

6020 野鳥を観察しよう（仮） 1/28(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報12/25
号掲載

6020 磁石の科学(仮) 2/25(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報1/25
号掲載

6020 本郷台地の成り立ち（仮） 3/11(土)
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報2/10
号掲載

6020 電子顕微鏡でミクロの世界を探検！ 3/30〜4/1
10:00-12:00
14:00-16:00

教育センター 教科　２
詳細は区報2/25
号掲載

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/ed-center/

文京区教育センター　科学教室(No.6020)
対象：区内在住・在学の小学３〜６年生（テーマにより中学生まで）　　定員：各回３０人

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

　ホームページに各講座の詳しい内容・参加費・対象学年・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。
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6021
アルゴロジック　ーアルゴリズムの基礎
に触れてみようー

4/23（土）
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報3/25
号掲載

6021
ビスケット　ーイラストを動かしてプログ
ラミングの考え方を学ぼうー

7/9(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報5/25
号掲載

6021
スクラッチ　ー命令ブロックで簡単なプ
ログラムを組もうー

8/6(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報6/25
号掲載

6021 アルゴロジック② 9/24(土)
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報8/10
号掲載

6021 パソコンで年賀状をつくろう 12/10（土）
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報10/25
号掲載

6021 パソコンでマイカレンダーをつくろう 12/17（土）
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報11/10
号掲載

6021 ビスケット② 1/21（土）
9:30-11:00
13:30-15:00

教育センター 教科　１
詳細は区報12/10
号掲載

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6021
キッズ・プログラミング体験講座（連続
講座　全３回）

6/11・18・25(土) 9:00-11:00 教育センター
教科　２（１
回につき）

詳細は区報5/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 6/11(土) 13:00-15:00 教育センター 教科　２
詳細は区報5/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 6/18(土) 13:00-15:00 教育センター 教科　２
詳細は区報5/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 6/25(土) 13:00-15:00 教育センター 教科　２
詳細は区報5/25
号掲載

6021
キッズ・プログラミング体験講座（連続
講座　全３回）

10/15・22・29(土) 13:00-15:00 教育センター
教科　２（１
回につき）

詳細は区報9/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 10/15(土) 9:00-11:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 10/22(土) 9:00-11:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/10
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 10/29(土) 9:00-11:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/25
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 3/4(土)
9:00-12:00
13:00-15:00

教育センター 教科　２
詳細は区報1/25
号掲載

6021 キッズ・プログラミング体験講座 3/11（土）
9:00-12:00
13:00-15:00

教育センター 教科　２
詳細は区報1/25
号掲載

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

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・対象学年・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。

文京区教育センター　小学生プログラミング講座(No.6021)
対象：区内在住・在学の小学４〜６年生　　定員：各回１５人

問合せ先　　文京区教育センター
TEL 03-5800-2591

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・対象学年・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。

文京区教育センター　子どもパソコン教室(No.6021)

対象：区内在住・在学の小・中学生（プログラムにより異なる）　　定員：１０〜２０名
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6021
スマートフォンアプリの制作（連続講座
全３回）

5/14・21・28(土) 9:00-12:00 教育センター
教科　２（１
回につき）

詳細は区報4/10
号掲載

6021 スマートフォンアプリの制作 5/14(土) 13:30-16:30 教育センター 教科　２
詳細は区報4/10
号掲載

6021 スマートフォンアプリの制作 5/21(土) 13:30-16:30 教育センター 教科　２
詳細は区報4/10
号掲載

6021 iphoneアプリ開発体験会 5/28(土) 13:30-16:30 教育センター 教科　２
詳細は区報4/25
号掲載

6021
iphoneアプリ開発体験会（連続講座　全
３回）

11/5・19・26(土) 13:30-16:30 教育センター
教科　２（１
回につき）

詳細は区報9/25
号掲載

6021 iphoneアプリ開発体験会 11/5(土) 9:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/25
号掲載

6021 iphoneアプリ開発体験会 11/19(土) 9:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報10/10
号掲載

6021 iphoneアプリ開発体験会 11/26(土) 9:00-12:00 教育センター 教科　２
詳細は区報10/25
号掲載

6021 iphoneアプリ開発体験会 2/18(土)
9:00-12:00
13:30-16:30

教育センター 教科　２
詳細は区報12/25
号掲載

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6022
ようこそ！光とかがみのワールドへ〜
万華鏡を作ってもようの変化を楽しもう
〜

5/14(土)
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報4/10
号掲載

6022
ストロー楽器をつくろう〜音の正体はな
んだろう？〜

7/9（土）
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報5/25
号掲載

6022
紙の科学〜紙を使った実験や紙すきを
体験しよう〜

9/17（土）
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報8/10
号掲載

6022 トンビ凧をつくろう（仮） 11/12（土）
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報10/10
号掲載

6022 ゴムを使ったおもちゃをつくろう（仮） 1/14（土）
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報12/10
号掲載

6022 シャボン玉の不思議（仮） 3/4（土）
10:00-11:30
14:00-15:30

教育センター 教科　１
詳細は区報1/25
号掲載

対象：区内在住・在学の小学１〜３年生と保護者　　定員：各回３０組

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

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。

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・対象学年・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。

文京区教育センター　親子理科教室(No.6022)

文京区教育センター　中学生プログラミング講座(No.6021)
対象：区内在住・在学の中学生　　定員：各回１５人

問合せ先　　文京区教育センター

TEL 03-5800-2591

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。
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6023
ムシのウィルスで薬をつくる　〜実は身
近な虫の病気〜

4/16（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報3/25
号掲載

6023 共生がささえる植物のくらし 5/8(日) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報4/10
号掲載

6023 「型」でモノづくり 5/21(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報4/25
号掲載

6023 恐竜の進化とその研究 6/11(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報5/10
号掲載

6023
太陽系を学ぼう　〜監修者が案内する
宇宙ミュージアム「TeNQ」見学会〜

7/2（土） 9:30-12:00
東京ドームシティ

TeNQ
教科　２

詳細は区報5/25
号掲載

6023
磁石のスゴイところをみてみよう　〜
モーターからナノサイズの磁石まで〜

7/16(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報6/25
号掲載

6023 動物の進化と病気 8/6（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報7/10
号掲載

6023
飛行ロボット　〜ロボットは世界をどう
見ているか〜

9/10（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報8/10
号掲載

6023 遺伝子をつくる 10/1（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/10
号掲載

6023 卵の調理の不思議 10/8（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/10
号掲載

6023 銀河のABC 10/16（日） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報9/25
号掲載

6023 遺伝子の話 11/5（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報10/10
号掲載

6023
こわい空間・楽しい空間の心理　〜人と
建築〜

11/19（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報10/25
号掲載

6023 超電導　〜電子は凍らない〜 12/3(土) 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報11/10
号掲載

6023
レーザー入門　〜基礎から最先端技術
まで〜

1/21（土） 14:00-16:00 教育センター 教科　２
詳細は区報12/25
号掲載

問合せ先　　文京区教育センター
TEL 03-5800-2591

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。

文京区教育センター　子ども科学カレッジ(No.6023)
対象：区内在住・在学の小学４年生〜中学生　　定員：各回３０人
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6025
ぴかぴかどろだんごを作ろう
小学1〜4年生(定員 各20名)
受講料：1100円　教材費：1100円

①7/23(土)
②8/ 3(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

6026
アートブック(本)をつくろう
小学1〜6年生(定員 30名)
受講料：無料　教材費：600円

7/23(土) 13:00-15:00
貞静学園短期大

学
文化  ２

6027

君も研究者になってみませんか　Part Ⅵ

小学5〜6年生・中学1〜2年生(定員 20
名)
受講料：無料　教材費：1000円

7/25(月)〜
27(水)（３回連

続）
13:00-16:00

日本医科大学
基礎医学大学院
棟

教科　２
（１回につき）

6028
キッズマネーアカデミー
小学3〜6年生(定員 30名)
受講料・教材費：無料

7/26(火) 13:00-16:00
りそな銀行
東京営業部

職業　２

6029

弁理士のおしごと：「商標」と「意匠」を
考えてみよう！
小学1〜4年生(定員 30名)
受講料・教材費：無料

7/30(土) 10:00-11:30
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

職業　１

6030
自分の天体望遠鏡を作ってみよう！
小学1〜3年生(定員 各30名)
受講料：500円　教材費：2700円

7/31(日)
①10:00-12:00
②13:30-15:30

アカデミー文京
レクリエーション
ホール

教科  ２
小学１、2年生は
保護者同伴

6031
ミニ紙芝居を作ろう
小学1〜4年生(定員 20名)
受講料：無料　教材費：1000円

8/1(月) 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

6032

学ぼう！作ろう！都市ガスが家に届く
まで
小学3〜6年生(定員 25名)
受講料・教材費：無料

8/1(月) 14:00-15:00
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

市民　１

6033

バランスの達人〜スラックラインと伝承遊び

〜

小学1〜6年生(定員 各30名)
受講料：無料　教材費：500円

8/2(火)
①9:30-11:30
②13:30-15:30

貞静学園短期大
学

文化  ２

6034

親子で心の歌をよもう
　　〜百人一首とわたしの一首〜
小学3〜6年生と保護者(定員 15組)
受講料：1400円　教材費：無料

8/2(火) 14:00-15:30
跡見学園女子大
学文京キャンパス

文化  １

6035
親子で香道「伝統の香遊び」
小学1〜6年生と保護者(定員 15組)
受講料：1400円　教材費：1000円

8/3(水) 13:00-14:30
跡見学園女子大
学文京キャンパス

文化  １

夏休み子どもアカデミア　 (６025～６038)
問合せ：　(公財)文京アカデミー　アカデミー文京　学習推進係

TEL 03-5803-1119
講座詳細：　下記ホームページまたは区報ぶんきょう6/10号・(公財)文京アカデミー広報誌スクエア６月号

http://www.b-academy.jp/

ホームページの【まなびと出会う】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。
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。申込締切は６月２４日（金）です。
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6036

人工イクラ(アルギン酸ボール)をつくろ
う！
小学1〜3年生(定員 30名)
受講料：無料　教材費：500円

8/4(木) 13:00-14:30
文京学院大学女
子中学校高等学
校

教科　１

6037

地図でバッ地理
　　〜世界の国旗でおもてなし〜
小学3〜6年生(定員 30名)
受講料：500円　教材費：無料

8/4(木) 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

6038
スノードームを作ろう！
小学1〜6年生(定員 20名)
受講料：1000円　教材費：2100円

8/5(金) 13:30-15:00
アカデミー文京
レクリエーション
ホール

文化  １
小学１、2年生は
保護者同伴

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6041
夏休み親子エコ・クッキング教室（第1
回）

7月21日（木） 10：45～14：00
がすてなーにガスの
科学館（江東区豊洲
6-1-1）

市民2 現地集合・解散

6041
夏休み親子エコ・クッキング教室（第2
回）

7月22日（金） 10：45～14：00
がすてなーにガスの
科学館（江東区豊洲
6-1-1）

市民2 現地集合・解散

夏休み親子エコ・クッキング教室

団体名：文京区資源環境部リサイクル清掃課
対象：区内在住の小学生（第１回は１～２年生、第２回は３～６年生）と保護者　※2人1組

〆切：7月6日（水）必着

問い合わせ先：〒112-8555文京区春日1-16-21文京区リサイクル清掃課
ＴＥＬ：03（5803）1135／ＦＡＸ：03（5803）1362

講座の詳細や申込方法についてはホームページをご覧ください。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/recycling/event/eco-cooking.html

9 / 13 ページ

http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/recycling/event/eco-cooking.html


No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6042

リサイクル親子バス見学会
小学生４年生以上(中学生以下は保護
者同伴のこと)
費用：大人2,700円、中学生以下1,300円

8月24日（水） 7:45～17：30

・エフピコ関東リサ
イクル工場（茨城
県結城郡八千代
町大字平塚4448）
・埼玉環境科学国
際センター（埼玉
県加須市上種足
９１４）

市民3
文京シビックセン
ター集合・解散

No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6046

「個別学習相談」
文京区と東京大学教育学研究科市川
伸一研究室との連携事業として、認知カ
ウンセリングの手法を用いた個別学習
相談を行っ ています。「授業がわからな
い」「家での勉強方法がわからない」な
ど、教科学習で困っていることについ
て、教育心理学を専門とする相談員（大
学教員、大学院生、大学生）が相談・指
導を行います。

平成２８年４月１
日〜平成２９年
３月３１日 で随
時

１回６０～９０分
文京区教育セン
ター

教科１

申し込み方法：
対象の児童・生徒
に学校を通じて配
布される書類に必
要事項を記入し、
申し込んでくださ
い。

リサイクル親子バス見学会

団体名：文京区資源環境部リサイクル清掃課
対象：区内在住・在勤・在学の小学生４年生以上（中学生以下は保護者同伴）

〆切：8月3日（水）
問い合わせ先：〒112-8555文京区春日1-16-21文京区リサイクル清掃課

ＴＥＬ：03（5803）1135／ＦＡＸ：03（5803）1362

講座の詳細や申込方法についてはホームページをご覧ください。

文京区教育センター　個別学習相談

対象：文京区在住在学の小学校５年生から中学校３年生

問合先：　東京大学教育心理学研究室助教　植阪友理
　電話　（０３－５８４１－４９１５）

　Email: y_uesaka@p.u-tokyo.ac.jp

http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/recycling/event/buskengakukai.html
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No. プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

6053 日本文化にふれてみよう 11月26日（土）
１０：００～１２：０

０
文京区礫川地域

活動センター
文化　２ 参加費500円

団体名：ハートアンドヘルスサークル　　　　　　　　　担当：内海由紀

季節のお花を一輪いけて、おいしいお抹茶とお菓子も一緒に楽しみましょう。いけたお花は持ち帰っていただきま
す。

問い合わせ先、申し込み先：　　　　　　　０３-３９４２-１６０１
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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

C6008

日本動物学会関東支部　公開講演会

「２１世紀動物学の夢」
日本の動物学をリードする研究者による成果発表
に加え、研究者自身の未来の夢を語っていただき
ます。
小学生から一般の方まで、わかりやすくお話しし
ます。

8月6日（土） 13:00～15:30
東京大学弥生
キャンパス弥生
講堂

教科２
参加無料、参加
申し込み不要

う プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

C6020
NHK番組「プロフェッショナル　仕事の
流儀」を見て

3/26（土) 14：40～15：40
東京大学

　（赤門総合棟
A200）

職業１ 参加費無料

C6021 東大探検ツアー 3/26（土) 15：50～4：50 東京大学構内 市民１ 参加費無料

C6022 英語で歌おう 3/26（土) 15：50～4：50
東京大学

　（赤門総合棟
A200）

学習１ 参加費無料

学びのポイントラリー・フェスティバルin東大

近年東京地区で認定証を取得した児童・生徒を東京大学に招き、認定証取得者の懇親の集いを行います。
　今年度より、認定証取得者のみでなく、学びのポイントラリーに参加している児童・生徒を広く募り、活動紹介、茶話会、ポイントになる体

験プログラム、
東大探検ツアーなどを実施することにしました。

午後1：30～4：50

申込み＆問合せ先　地域の学び推進機構　http://www.chiiki-manabi.org/
＜事務局＞〒113-0033 文京区本郷7-3-1　東京大学教育学研究科　市川研究室内

連絡先　chiiki@p.u-tokyo.ac.jp TEL：03-5841-3947 / 080-5039-7817 （専用携帯）　  ＦＡＸ　03-5841-3919

http://www.chiiki-manabi.org/program/common2015.pdf

下記の共通プログラムもご確認ください

日本動物学会関東支部　公開講演会
テーマ：21世紀動物学の夢

対象：小・中・高校生・一般社会人　　　問い合わせ先：赤染康久
〒216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1　聖マリアンナ医科大学解剖学教室

TEL:044-977-8111 FAX: 044-976-7083 E-mail: zome@marianna-u.ac.jp

http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp
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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

C6051 「折り紙でトントン相撲作り」
201６年5月８日

（日）

10：00～15：00
の間

自由参加

教育の森公園体
育館内　わんぱく
相撲大会会場（メ
トロ茗荷谷駅下
車）

市民　1 無料

C６051
３Ｒ実践リサイクル工作

「和とじで自由研究ノート作り」
201６年７月２３

日（土）

10：00～15：00
の間

自由参加

フリーマーケット
会場（文京区シ
ビックセンター地
下２階区民ひろ
ば）

市民　1 無料

C６051
「自然とあそぼう！」松ぼっくりや木の

実で自由にオリジナル作品作り
201６年１０月２

２日（土）

10：00～15：00
の間

自由参加

文京エコ・リサイク
ルフェア会場：教
育の森公園（メト
ロ茗荷谷駅下車）
※小雨開催

３ブース合
計で市民１

ポイント
無料

C６051
３Ｒ実践リサイクル工作

「紙の再利用：ハート型小物入れ＆折り
紙コマ作り」

201６年１１月１
９日（土）

10：00～15：00
の間

自由参加

文京区ボランティ
アセンターまつり
会場リサイクルイ
ン文京ブース
（文京区民セン
ター内）

市民１ 無料

C６051 春休み親子で「エコ和とじノート作り」
２０１７年３月２８

日（火）
13：15～受付、
13:30～15:30

文京区民センター
４階、ボラセンA活

動室
市民２

申込み順親子１５
組程度、一人参加
の方は一人で作
業できる方。参加
費200円（保険・資

料代）

　　団体名：　リサイクルイン文京

　　問い合わせ先、申込先：　　０８０－１０６１－８０８７　担当：和田真澄　
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