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b-lab 活動レポート

第１号.２０１５年３月６日

文京区青少年プラザ

ビ－ ラ ボ
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b-lab[外観図]

b-lab は区内初の中高生向け施設です。
b-lab 通 信とは？
本年 4 月 1 日にオープンする区内初の中高生向け施設「b-lab」の運営や、活動をお知らせするため、毎月、区内の中学校及び
高等学校の教員の皆様に向けて発信する報告書です。第一弾の今号は、内覧会のご案内とオープンまでに活動している中高生
スタッフの様子をお届けします。

b-lab とは 、区内の中高生が自主的な活動を通じて
自らの可能性を広げ、社会性を身につけた自立した大人へ
成長を目指すために設置される施設です。談話スペース、
勉強、バンド活動、ダンスやバスケなどのスポーツや料理が
できるスペースがあるほか、文化スポーツ、学習支援などの
イベントを実施します。
本施設は文京区教育センター（学校支援センターとして
の機能と、障害の早発見・早期療養など乳幼児の発達を支
援する施設）との複合施設として設置されます。
ぜひ、学校活動や部活動で b-lab をご活用ください。
▶▶▶施設利

２.  ごあいさつ  

b-lab 館長 今村亮
認定 NPO 法人カタリバ
熊本大学・慶應義塾大学非常勤講師

1.  お知らせ  

【内覧会のご案内】

開館に先立ち、b-lab内覧会を実施いたします。是非、ご来場ください。
文 京区 教育 センタ ー及 びb-lab内 覧会

●日時：3月14日（土）午後 1時～午後4時
15日（日）午前10時～午後4時
●場所：文京区湯島四丁目７番１０号
*見学は順路に沿った自由見学です。開催時間内に直接会場にお越しください。
*入口は北側の正面入口をご利用ください。お車でのご来場は、ご遠慮ください。
【連絡先】文京区児童青少年課(b-lab 担当) 鈴木・杉山/ Tel:03-5803-1186

“中高生の好奇心に追いつける施設に。 “
ついに「中高生の秘密基地 b-lab」が、文京区湯島に誕生します。
b-lab は、ほぼ 365 日、朝 9 時から夜 9 時（中学生の利用は 8 時）までオープンして
いる施設です。この施設の自慢は、施設をつくる過程に総勢 50 名ほどの中高生が
参画し、多彩な個性を発揮してくれたことです。予想を大幅に上回る人数でした。
若く未熟なスタッフたちが試行錯誤しながら運営する施設ですが、文京区の
中高生の「やりたい！」という好奇心に追いつけるように、成長していきたいと
思います。先生方のお力添えをお願いすることばかりかと存じますが、ご指導
ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
中高生の活動レポート
施設利用については裏面へ ▶▶▶  
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３.  授業  
  レポート  

第１号.２０１５年３月６日

b-lab の立ち上げに関わった中高生スタッフは３３名。
彼 ら、 彼女 らの、これ ま で の活 躍をご 紹介 しま す！

● 11 /22 先輩と 何で も話せる
課外授業「 文京区×カタリ場」
中高生 100 人が湯島の体育館に集ま
り「カタリ場」が開催されました。
カタリ場には、親や先生、友達ではな
く、少し年上の先輩たちが集まってくれ
て、自分の将来や好きなことなど、いろ
んな悩みを語り合いました。参加した
中学生は「似たような悩みを持ってい
た先輩や同世代の人と話すことで、自
分がやりたいことへの第一歩を踏み出
せそうな感じがした。」と話していまし
た。

●12 /7 b-lab MUS IC 12 /13D AN CE
本格的なスタジオで実施された b-lab
MUSIC!区内の中高生バンドが 8 組出演
しました。スタッフは、出演者と観客の誘
導、ライブステージの盛り上げをしまし
た。本番前の出演者の緊張をほぐし、応
援する姿が頼もしい。いろんな人と話し、
友だちの輪が広がった一日でした。

★感想 「参加者募集のために、学内外へ
チラシを配って友だちに声をかけたり、参
加者のオリジナル名札を作ったりしました。
参加者に喜んでもらえる姿を見て、わたし
も嬉しかったです。【跡見中学３年女子】

● 2/ 8 中高生ス タッフ 企画
座談会イ ベン ト「外国×にっぽん 」
中高生が自由に発想する「やってみた
い！」アイディアを形にしていく企画第
一弾。13 ヶ国にわたるルーツを持った中
高生と学生、大人が集まり、”学校生活
の魅力と不思議”について白熱したディ
スカッションを繰り広げました。

★感想「イベントを提供する側から参加して、
作ることの楽しさを知りました。出演者と関わ
ったり、参加者みんなを楽しませることを考え
るのは難しいけど、交流する中で濃い時間を
過ごせたと思います。」【小石川中等教育学
校 4 年女子】

★感想 「僕たち中高生がアクションを起こ
せ！起こしたアクションが大きな一歩となる。
多文化共生は難しいことではないけど、それ
を目指す為には、自分たちがきっかけを作る
ことが大事だと感じた。」【獨協中３年男子】

４.  館内紹介  

●中高生ス タッフ 14 名による 広
報誌「Cha !Cha !Ch a!」3 号完成！
ページの企画作りから、取材、原稿
まで、みんなで話し合い 4 ヶ月かけ
て完成させました。文京区の街を歩
いたり、高校に訪問して年上のお姉
さんを取材したりして、学内外問わ
ず、同世代の子や親、地域の大人な
ど多くの人にインタビューをしました。
チームワークやアイディアを形にする
ことは大変ですが、「もっと仕事ありま
せんか！」と、全員が日に日にヒート
アップしました。
★感想 「今まで経験できなかった事がた
くさんできました。インタビューをしたり、
中高生の歌を聴いたり楽しい思い出がた
くさん増えました。三期も中高生スタッフ
の募集があるので、入りたいです。」
【第三中学 1 年女子】

施設概要をご案内します。ここでは、毎月、いろんな施設活用事例を
載せていきます。先生方も、是非、b-lab をご活用ください！

開館
●午前９時〜午後９時（ただし、中学生の利用は午後８時まで）
●年末年始を除く毎日開館
利用者対象
●文京区在住・在学の中高生世代

利用料金

学校や部活単位での予約も可能です！

※施設を利用するには、窓口にて利用登録が必要になります。
※ホール、音楽スタジオ A・B は有料（HP からの予約制）です。

施設
●[1F]談話/多目的スペース、ホール、音楽スタジオ A・B
●[2F]研修室(毎週木・土曜は自習支援実施)、プレイヤード
●[3F]軽運動場

５.  b-lab へ行く  

編集後記
b-lab 通信第 1 号をお手に取っていただ
きありがとうございます！b-lab 通信は、毎
月お届けする活動レポートです。区内の
中学及び高校へ、施設の取組みや利用
者の様子を定期的に報告します。利用者
の成長や、課題を一緒に見届けていただ
ければ幸いです。どうぞよろしくお願いい
たします！
【b-lab 小畑】

施設見学について
● 4〜5 月は、常時見学可
スタッフがご案内しま
す。ご自由にご来場くだ
さい。
●6 月以降、視察・見学を定期実施

します。詳しくは、b-lab 公式
Web サイトより「視察・見学」を
ご覧ください。
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▶▶▶詳細は、HP をご覧ください

住 所：文京区湯島四丁目７番１０号
アクセス：大江戸線「本郷三丁目駅」から徒歩８分
丸ノ内線「本郷三丁目駅」から徒歩１０分
千代田線「湯島駅」から徒歩８分
都営バス「湯島４丁目」から徒歩５分

詳しくは b-lab 公式 Web サイトへ

http://b-lab.tokyo/
ビーラボ   文京区  

検索  

問合せ先：文京区児童青少年課（b-lab 担当） 担当：鈴木・杉山/ Tel:03-5803-1186

