
「「「「ＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅＳａｍｐｌｅ」」」」
オプションメニューオプションメニューオプションメニューオプションメニュー



●通勤シミュレーション　京成金町線「柴又」駅

①①①①上野上野上野上野へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:10 京成金町線 8:12 京成高砂 8:16 8:36 浅草 8:40 銀座線 8:45 上野

②②②②京成上野京成上野京成上野京成上野へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:21 8:48 京成上野

③③③③大手町大手町大手町大手町へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:10 京成金町線 8:12 京成高砂 8:16 8:45 日本橋 8:47 東西線 8:49 大手町

④④④④銀座銀座銀座銀座へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:10 京成金町線 8:12 京成高砂 8:16 8:48 東銀座 8:49 日比谷線 8:51 銀座

⑤⑤⑤⑤浅草浅草浅草浅草へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:21 京成金町線 8:24 京成高砂 8:28 8:46 浅草

⑥⑥⑥⑥品川品川品川品川へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:00 京成金町線 8:03 京成高砂 8:06 8:52 品川

⑦⑦⑦⑦北千住北千住北千住北千住へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 8:33 京成金町線 8:35
京成金町
／金町

8:40
常磐線（各停）
→千代田線 8:50 北千住

⑧⑧⑧⑧成田空港成田空港成田空港成田空港へへへへ

通勤時通勤時通勤時通勤時 柴又 7:41 京成金町線 7:43 京成高砂 7:45 京成本線（特急） 8:44 成田空港

京成本線→京成押上線（各停）→都営浅草線（各停）

京成本線→京成押上線（各停）→都営浅草線（各停）→京急本線

・発着時刻は交通機関の諸事情により変わることがありますのでご了承ください。
・（株）交通新聞社「マイライン東京時刻表2009年5月号」をもとに作成しています。
・目的駅に8：50前後の到着を想定しています。

京成金町線→京成本線（各停）

京成本線→京成押上線（各停）→都営浅草線（各停）

京成本線→京成押上線（各停）→都営浅草線（各停）

京成本線→京成押上線（各停）→都営浅草線（各停）



●終電シミュレーション　京成金町線「柴又」駅

①①①①上野上野上野上野よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 上野 23:30 銀座線 23:35 浅草 23:43 23:55 青砥 23:56
京成本線（各停）
→京成金町線 0:01 柴又

②②②②京成上野京成上野京成上野京成上野よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 京成上野 23:36 0:01 柴又

③③③③大手町大手町大手町大手町よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 大手町 23:27 東西線 23:29 日本橋 23:35 23:55 青砥 23:56
京成本線（各停）
→京成金町線 0:01 柴又

④④④④銀座銀座銀座銀座よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 銀座 23:26 日比谷線 23:28 東銀座 23:32 23:55 青砥 23:56
京成本線（各停）
→京成金町線 0:01 柴又

⑤⑤⑤⑤浅草浅草浅草浅草よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 浅草 23:43 23:55 青砥 23:56 0:01 柴又

⑥⑥⑥⑥品川品川品川品川よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 品川 23:18 山手線 23:25 新橋 23:30 23:55 青砥 23:56
京成本線（各停）
→京成金町線 0:01 柴又

⑦⑦⑦⑦北千住北千住北千住北千住よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 北千住 23:42
千代田線→
常磐線（各停） 23:51

金町／
京成金町

0:07 京成金町線 0:10 柴又

⑧⑧⑧⑧成田空港成田空港成田空港成田空港よりよりよりより

終電時終電時終電時終電時 成田空港 22:41 京成本線（通特） 23:42 京成高砂 23:58 京成金町線 0:01 柴又

都営浅草線（各停）→京成押上線（各停）

都営浅草線（各停）→京成押上線（各停）

都営浅草線（各停）→京成押上線（各停）

京成本線（各停）→京成金町線

・発着時刻は交通機関の諸事情により変わることがありますのでご了承ください。
・（株）交通新聞社「マイライン東京時刻表2009年5月号」をもとに作成しています。
・最終列車の利用を想定しています。

都営浅草線（各停）→京成押上線（各停）

京成本線（各停）→京成金町線

都営浅草線（各停）→京成押上線（各停）



□時刻表





●平塚タクシー資料

◇◇◇◇目的地目的地目的地目的地からからからから現地現地現地現地までのまでのまでのまでの料金料金料金料金とととと所要時間所要時間所要時間所要時間（（（（日中日中日中日中））））

目的地目的地目的地目的地 料金料金料金料金 目的地目的地目的地目的地 料金料金料金料金

藤沢 約4,500 円 大手町 約19,130 円

横浜 約10,780円 日本橋 約19,270 円

品川 約17,400 円 渋谷 約17,330 円

新橋 約18,630 円 新宿 約18,340 円

東京 約19,130 円

◇◇◇◇目的地目的地目的地目的地からからからから現地現地現地現地までのまでのまでのまでの料金料金料金料金とととと所要時間所要時間所要時間所要時間（（（（深夜深夜深夜深夜））））

目的地目的地目的地目的地 料金料金料金料金 目的地目的地目的地目的地 料金料金料金料金

藤沢 約5,860 円 大手町 約24,670 円

横浜 約13,800 円 日本橋 約24,820 円

品川 約22,370 円 渋谷 約22,300 円

新橋 約23,950 円 新宿 約23,670 円

東京 約24,600 円

※タクシーサイト（http://www.taxisite.com/）より算出しております。
※交通状況や曜日、時間帯などにより異なる場合があります。



                             通学区小中学校通学区小中学校通学区小中学校通学区小中学校のののの概概概概要要要要    
 

川崎市川崎市川崎市川崎市立立立立土橋土橋土橋土橋小学校小学校小学校小学校        川崎市宮前区土橋 3-1-11 044-865-1535・1536   

平成 18 年 4 月開校。校内は、ガラス部分の多い教室のドアや職員室、オープンスペースなど最新の設備を備えた新設の小学校である。 

児童数が 1000 人を超える大規模校であるにも関わらず、不登校や問題傾向のある児童が１～２名と極めて少ない。市内の小学校で初となる全面天然芝の校庭では、子供たちが伸び

伸びと遊んでいる。また「鷺沼ふれあい広場」と隣接するなど、緑や自然に囲まれた穏やかな環境でエリア屈指と呼べる理想の文教街区といえるだろう。 

 

◎ 特色 

・ 全面天然芝の校庭 

・ 全室冷暖房完備、ガラスを多用した校内空間 

・ エレベーター、校内ＬＡＮ、太陽光発電システム、放送スタジオ、多目的ホールを設置 

・ マイクロソフトと協同で「みんなで学ぼう！小学校インターネット安全教室」を開催。悪質なサイトから子供たちを守るための説明などを行った 

・ 陶芸教室として使える図工室やキッチン室など、一般の人にも利用できる教室を用意 

・ 進学に熱心な地域の小学校として認知されている 

・ 帰国子女を多く受け入れており、帰国・外国人等保護者の会「わかばの会」がある。これから海外へ行く人や、海外生活に興味のある人も参加できる自由な会 

・ 先進性や地域社会に開かれた小学校として、ＮＨＫの取材を受けた 

 

◎教育目標として以下の項目を掲げている 

（1）豊かな心と健やかな体を育む （2）基礎基本の定着と確かな学力を育む （3）たくましく地域社会に参加する力を育む  

 

◎ その他の取り組み 

・ 特別支援学級（個別学習室） 

子供たち一人一人の状況・状態に合わせて、必要に応じて個別・または少人数・小集団で学習を行う教室。そうした学習面での個別的指導はもちろん、普段の生活の中で心配なこと

があったり、友達とのかかわりが苦手だったりするお子さんを適切に支援する目的もある。基礎学習(国語・算数等）で身につけた能力を、実生活の中で生かしていけることを目標

に学習を進めている。 

 

    



川崎市川崎市川崎市川崎市立立立立宮前平中学校宮前平中学校宮前平中学校宮前平中学校        川崎市宮前区宮前平 2-7 044-855-3214 

昭和 51 年 4 月開校。区内でも進学や教育に熱心な人が多く暮らす地域の中学校として認知されている。そのため有名高校などへの進学実績も川崎市内トップレベルであり、平成 19

年度は早稲田・慶應の付属校へ 23名が進学している。また帰国子女も多く在籍しているため、英語力を活かした学校に進学する生徒もいるという。 

一方で部活動も活発であり、主だった運動部・文化部で県大会に出場するなどの実績を多くもっている。生徒数 1100 人を超えるマンモス校のため、校内の広さが十分とはいえない

が、生徒どうし、保護者、地域とのコミュニケーションは活発である。 

 

◎ 特色 

・川崎市内の公立中学校の中でもトップレベルの学力を誇る生徒が多く、進学実績も私立・公立ともに上位志向である 

・市内に新体操・体操部が少なく、転入などで有望な生徒が集まる傾向にある。そのため新体操・体操部が盛ん。県大会などでの優勝経験が多数 

・運動部・文化部ともに盛んで、県大会での優勝経験を多くもつ。以下は優勝をはじめ、上位入賞を果たした部活動の一部 

サッカー部、ソフトボール部、バスケットボール部、水泳部、陸上競技部、吹奏楽部 

・工学部では高度な技術を駆使したエコカーを過去に制作している。平成 19 年に「第 27回 Honda エコノパワー燃費競技全国大会」で準優勝と新人賞を獲得。 

大学生チームと引けをとらない技術を披露した 

・帰国子女を多く受け入れている 

・毎年合唱コンクールに力を入れている 

 

◎教育目標として以下の項目を掲げている 

（1）基本的な知識･技能を身に付ける （2）基本的な生活習慣を確立する（自主的･実践的で協力性があり、責任感の強い人）  

（3）豊な人間性を養う（素直で明るく、誠意と思いやりのある人） （4）健康でたくましい体力を作る 

 

◎ その他の取り組み 

・ 学年指導目標 

学年ごとの指導目標を設定している 

第一学年… ①中学校の生活に早く慣れ、諸活動に積極的に参加する態度を養う ②望ましい人間関係の確立を図る ③積極的に学習する態度を養う 

第二学年… 中堅学年としての自覚をもち、何事に対しても積極的に取り組む姿勢を育てる 

第三学年… ①最上級生としての自覚をもたせ、積極的かつ協力的に学校の活動に取り組む意欲と態度を身につけさせる 

②自分自身を見つめさせ、自己にふさわしい進路を切り開いていくことのできる生徒を育てる 

・ 日本語教室指導目標 

海外生活経験のある生徒を温かい目で見守り、生徒集団の中で生かす 















白山４丁目 歴史・文化資料 

 

 

文京区の歴史的特色 

 

現在の文京区は、江戸期、大半が武家地で占められていた。大名屋

敷としては加賀前田氏上屋敷、水戸徳川氏上屋敷が著名である。ま

た、これら大名屋敷の庭園として、後楽園（水戸徳川氏上屋敷）や

六義園（柳沢氏下屋敷）などの名園が今日に残されている。 

 

文京区は寺の多いことでも知られている。そのほとんどが江戸期の

創建であり、明暦の大火（1657）後、江戸の中心部から郊外地であ

った当区に転入した寺は、そのうちの約 3 割である。幕末期の区内

の寺院は合計 134 寺を数える。なかでも、家康の生母於大の方の菩

提寺である傳通院（浄土宗）や、5代将軍綱吉が創建した護国寺（真

言宗）は有名である。 

神社も、綱吉以後歴代将軍の尊崇厚かった根津神社や白山神社、さ

らに庶民の信仰をあつめた湯島天神・牛天神・氷川神社などがある。 

参詣の人々でにぎわう寺社の門前には町屋が形成されたが、江戸中

期までに区内に約 30 か所の門前町屋ができた。そこには、しばしば

岡場所と称される盛り場が発達したが、護国寺門前の音羽町や根津 

 

 

 

 

 

 

 

神社・白山神社・湯島天神付近は、特に岡場所通いの客でにぎわっ

ていたといわれる。 

 

また、区内には、幕府教学の総本山である湯島聖堂及び昌平坂学問

所があり、このほか室鳩巣・柴野栗山・岡田寒泉・尾藤二洲・古賀

精里らを儒葬した大塚先儒墓所、また新井白石が宣教師ヨハン・シ

ドッチから西洋の実情を聞き、海外への目を開かれたといわれてい

るキリシタン牢屋敷（山屋敷）もあった。 

このように、江戸期より学問的な色彩が濃かったうえ、明治期以降、

広大な武家屋敷が大学敷地へ転用されたこともあり、文京区は現在

に至るまで、文教地区としての特色を強く持っている。 

 

 

 

 

 



白山 4丁目周辺の歴史 

 

●白山御殿 

現在の白山 4 丁目は、3丁目・小石川 5丁目とともに、明治 24 年

から昭和 41 年までの間、白山御殿町という町名であった。 

町名の由来は、承応元年（1652）、上野館林藩主、のちの 5代将軍

綱吉の下屋敷が、かつて白山神社の鎮座地であったこの地に置か

れたことによる。 

下屋敷は綱吉が将軍になると御殿（別荘）に格上げされ、「白山御

殿」と称された。大増築され、その規模は「周囲に堀をうがち、

土手あり。石垣を築いて白壁の塀。南に三門、北に二門、御殿坂

の上には楼門と矢倉あり」という豪壮なものであった。 

「白山御殿」が完成したのは元禄 6 年（1693）のことである。3

年後、周囲の堀に水を引くため千川上水が造られた。綱吉は側室

であるお伝の方を御殿に住まわせ、たびたび来遊した。 

 

※堀に囲まれた白山御殿（小石川区史より） 

 

 

 

 

しかし宝永 6 年（1709）綱吉の急死によって、御殿はその 4 年後

に廃止された。すべての建物が壊され、四周の堀は埋められた。 

昭和 41 年に町名は変わったが、「白山御殿町」の名は町会名とし 

て現在も残っている。 

 

● 小石川植物園 文京区白山 3-7-1 

白山 3 丁目にある「小石川植物園」は、元禄年間、幕府最初の薬

園である麻布薬園が、白山御殿のあったこの地に移されたのが始

まりである。その後、享保 6 年（1721）に整備拡張が行なわれ、

御殿の跡地すべてが下賜されて、4万 4千坪に及ぶ「小石川御薬園」

となった。享保 7 年（1722）には、伝通院前に住んでいた医師の

小川笙船の建議で、御薬園内に養生所が設けられた。また青木昆

陽が飢饉対策に甘藷（サツマイモ）の試作をしたのもここである。 

明治維新の後、御薬園は「医学校薬園」となり、明治 8 年に「小

石川植物園」と改称された。明治 10年東京大学の附属植物園とな

り、一般に開放された。 

現在の正式名称は「東京大学大学院理学系研究科附属植物園」。 

園内には長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物や遺構が今も残 

されている。 



● 白山神社 文京区白山 5-31-26 

創開は古く、天暦年間（947～957）に加賀一宮白山神社を現在の

本郷 1丁目の地に勧請したと伝えられる。 

後に元和年間（1615～1624）に 2 代将軍秀忠の命で、巣鴨原（現

在の小石川植物園内）に移ったが、その後 5 代将軍職につく前の

館林候綱吉の屋敷の造営のため、明暦元年(1655)現在地に再度移

った。この縁で綱吉と生母桂昌院の厚い帰依を受けた。 

また、歯痛止めの神様として庶民から信仰されてきた。毎年 6月 

に文京花の五大まつりの一つ「文京あじさいまつり」が行われる。 

期間中は、白山神社の境内から白山公園にかけて、約 3,000 株の

あじさいが咲き誇り、富士塚の公開や歯ブラシ供養のほか、土曜

日・日曜日を中心に賑やかなイベントも開催される。 

 

 

● 円乗寺 文京区白山 1-34-6 

正式には天台宗南縁山正徳院円乗寺。天正 9年(1581)に密蔵院と 

して開創。井原西鶴の「好色五人女」や、人形浄瑠璃、歌舞伎な 

どで知られる八百屋お七の墓があることで有名。 

お七の生家は駒込片町で有数の八百屋であった。天和 2 年(1682)

近くの大円寺出火でお七の家が焼け菩提寺の円乗寺に非難した。

やがて家は再建され家にもどったが、恋仲になった円乗寺の小姓

山田佐兵衛に会いたい一心で付火をした。放火の大罪で捕らえら

れたお七は、翌年火あぶりの刑にされた。 

墓は 3 基あるが、中央は寺の住職が供養のために建てたもの、右

側は寛政年中岩井半四郎がお七を演じたのが縁で建立、左側は近

所の人が 270 回忌法要のために建てたものである。 

 

● 白山三業地  

江戸期から昭和 41年まで存在した指ヶ谷町（現在の白山 1、2、4、

5 丁目）の一画に、明治 45 年、三業地として政府の許可を受けた

白山花街が誕生した。 

三業地とは置屋（芸妓屋）・料理屋・待合茶屋の三つの施設がある

花街を指す。樋口一葉が「にごりえ」で描いた江戸時代以来の私

娼街は一掃され、大正 7年には芸妓屋の数も 50軒を超え、合法的

な花街である白山三業地として発展を遂げた。最盛期の昭和 2 年

には、待合 82軒、芸妓屋 97 軒、芸妓 293 名、幇間 4名を数えた。 

しかし戦後は、もっと安直に遊べるキャバレーやクラブに客をと

られ、置屋、待合、料亭も 1軒、2軒と姿を消し、やがて終焉を迎

えることになった。 

現在でも白山の路地裏に、当時の置屋の雰囲気を残した古い木造

建築を見ることができる。 

 

※参考：角川書店『角川日本地名大辞典 13 東京都』 

文京区 http://www.city.bunkyo.lg.jp/ 

東京都宅地建物取引業協会文京区支部 http://www.takken-bunkyo.jp/ 

http://members.at.infoseek.co.jp/message_from_sengoku/index.html ほか 








