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文京区観光協会では令和３～４年度にかけ、文京区の新たなおみや

げ、「文京みやげ」の開発に区と共同で取り組みます。 

開発にあたり、文京区の持つ特色や地域性を再確認するとともに、

今まで気づかなかった新たな魅力を発見するために「文京区」から

イメージする「キーワード」を区内外から広く募ることといたしま

した。 

１ヶ月間の募集には予想を大きく上回る、延べ 979 名の方より

1869 件のキーワードをお寄せいただきました。 

この場を借りて御礼申し上げます。 

本書にお寄せいただいたキーワードをまとめましたので、みなさま

ご覧いただき、文京区の持つ多様な魅力に触れていただければ幸い

です。 

９月からはいよいよ集まったキーワードを活用し、みやげ品のアイ

デアを募集いたしますので、引き続き本事業にご注目いただきます

ようお願いいたします。 

 

令和 3 年 8 月吉日 

一般社団法人文京区観光協会 
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募集概要 

■募集内容 

「文京みやげ」の開発にあたり、文京区からイメージする「キーワ

ード」を広く募集しました。 

■募集期間 

令和 3 年７月１日～令和 3 年７月３１日 

■募集方法 

協会 HP内応募フォーム、郵送、電話 

■応募者数等 

・延べ応募者数 979 名 

・キーワード総数 1869 件（重複を除いた数 909 件） 
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回答の多かったキーワード 

みなさまから寄せられたキーワードのうち、応募が特に多かったも

のをご紹介いたします。 

「東京ドーム」が最も多く、次いで「坂」、「学問」「東京大学（東

大）」「教育」が同率で３位となっています。 

【回答の多かったキーワード 1 位～50 位】 

1位 東京ドーム 

2位 坂 

3位 学問 東京大学（東大） 教育 

6位 学校 庭園   

8位 大学    

9位 学び イチョウ（銀杏）   

11位 緑    

12位 お寺    

13位 本 赤門   

15位 文豪    

16位 文学    

17位 六義園 公園   

19位 ツツジ あじさい 桜 椿山荘 

23位 歴史 後楽園 安全  

26位 文化 印刷   

28位 文京シビックセンター 春日局   

30位 湯島天満宮（湯島天神） 自然 散歩  

  病院 護国寺 学生 小石川植物園 

38位 医療 B-ぐる（B-ぐるバス） 文の京 神社 

  谷根千 ツツジ   

45位 花まつり 下町 出版社 大学病院 

  温故知新    

50位 和菓子 電動自動車 森鷗外 地下鉄 

  閑静 根津神社 講道館  
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カテゴリー別の応募状況 

集まったキーワードを 10 のカテゴリーに分類しました。 

 建築物・観光施設 

（アミューズメント施設、寺社仏閣 など） 

 

 文化教育 

（学問、教育、学校、学び、本 など） 

 

 街並み 

（坂、根津・千駄木（谷根千）、下町 など） 

 

 自然 

（花、イチョウ（銀杏）、ツツジ、アジサイ、みどり など） 

   

 住環境 

（安全、安心、治安が良い、閑静 など） 

 

 人物 

（文豪、森鷗外、樋口一葉、春日局、徳川慶喜 など） 

 

 イベント 

（花まつり、下町まつり、例大祭 など） 

 

 飲食物 

（茗荷、和菓子 など） 

 

 動物 

（ネコ など） 

 

 その他 

（散歩、文の京、ちはやふる など） 
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キーワードのカテゴリー別分布 

「建築物・観光施設」に関連するものが 26%と最も多く、次いで

「文化・教育」に関連するものが 24%、街並みに関連するものが

12%となっています。 
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カテゴリー別の応募数が多いキーワード 

カテゴリー別の応募数が多いキーワードは以下のとおりでした。 

 

建築物 文化・教育 街並み 自然 住環境 

東京ドーム 学問 坂 銀杏 安全 

東大 教育 後楽園 緑 B-ぐる 

庭園 学校 根津・千駄木 ツツジ 閑静 

大学 学び  下町 アジサイ  平和 

お寺 本  播磨坂 桜  治安 

赤門 文学   自然  落ち着き 

六義園 歴史   茗荷   

公園 文化   花   

椿山荘 印刷       

後楽園         

 

人物 イベント 飲食物 動物 その他 

文豪 花まつり 和菓子 ネコ 散歩 

春日局 イベント 茗荷  文の京 

森鷗外 祭り たい焼き  温故知新 

樋口一葉    電気自動車 

夏目漱石    ちはやふる 

三四郎     
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面白いキーワード 

面白い視点や斬新な発想のキーワードを一部ご紹介します。 

キーワード 

（応募者からのコメント） 

Like Manhattan(マンハッタン) 

芸術文化、有名大学、河、高級住宅、下町、食の都等々類似点が

多い 

「クスノキ」 

樹齢 600 年の大きなクスノキがあります。歴史を見つめてきた木

なので。 

虹色の未来があるまち 

銀杏並木、ツツジ、アジサイ、桜など、7 色の花が街に咲いてい

る。 

朝になれば子どもたちが公園に集まり、子どもたちにはこれから

の未来がある。 

学校や大学も多くあり、学生にはこれからの未来がある。大人た

ちにも住みやすい安心安全第二の人生にも活力・明るさがある。

そんなまち 
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観潮楼 

鴎外が海を見ていた街 

「江戸の息吹」 

娘が江戸に興味をもち、近所の文京区の江戸時代の遺構を探した

ところ、 

大名屋敷や水道など江戸の町作りから徳川慶喜終焉の地など江戸

の息吹を感じます。 

古地図を片手に歩きたい文京区です。 

スポーツの中心地 

日本サッカー協会、講道館、東京ドーム等 

学びと遊びの庭 

大学もあれば遊園地や公園もあり大学の広場が親子の遊び場にも

なっている 

レトロとモダン 

（他にも、「新旧融合」など古くから残る建築物や街並みと近代的

なテーマパークやビルの対比を表す言葉が多く寄せられました。） 
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回答の多かったキーワードの文京区とのゆかりをご紹介 

 

1位 東京ドーム 

読売巨人軍の本拠地で、日本初の全天候型多目的スタジアムです。「東京ド

ームシティアトラクションズ」や「ラクーア」などから構成される「東京ド

ームシティ」は、国内外より多くの観光客が訪れます。 

2位 坂 

文京区には名前がついている坂だけでも 100 以上あり、坂が多い街とし

て有名です。区内には 5 つの台地があり、さらに浸食によっていくつもの

谷が刻まれているため、坂も多くなっています。 

3位「学問」、「教育」、「東京大学（東大）」 

3 位には、「学問」、「教育」、「東京大学（東大）」が同率でランクイン。現

在区内には、ランクインした「東京大学」をはじめ、国立、私立を問わず

19 の大学・短期大学のキャンパスがあります。 

6位 学校、庭園 

文京区には黄門様で有名な水戸藩の二代藩主・光圀の影響の下に完成した

「小石川後楽園」や五代将軍・吉保が７年の歳月をかけ築園した「六義

園」など有名な庭園が多くあります。 


