島から世界へ
～ 世紀を主体的に
心豊かに生きる～

科学研究でメイプル賞受賞
４年 長沼 沙弥さん・藪下 真衣さん

☎3036
生涯学習課

☎3037

ました。」
と、話していました。
市内の小中学校で初めての
メイプル賞受賞です。
表彰は８月 日に広島県庁
で行われました。

☎3035
学校教育課

第４回江田島市小学校
水 泳 記 録 会 結 果

白濱 寿純（江田島小）
ｍ自由形【６年女子】
松本 尚子（大古小）
ｍ自由形【６年男子】
小野 翔真（江田島小）
ｍ平泳ぎ【５年女子】
中島 美海（中町小）
ｍ平泳ぎ【５年男子】
坂上 慎（高田小）
ｍ平泳ぎ【６年女子】
柳川 也虹（高田小）
ｍ平泳ぎ【６年男子】
小野 翔真（江田島小）
ｍ自由形【５年女子】
内藤 美希（鹿川小）
ｍ自由形【５年男子】
畠藤 海（大君小）
ｍ自由形【６年女子】
松尾 妃菜（江田島小）
ｍ自由形【６年男子】
沖 惣一郎（江田島小）
ｍ平泳ぎ【５年女子】
平木 優衣（切串小）
ｍ平泳ぎ【５年男子】
坂上 慎（高田小）
ｍ平泳ぎ【６年女子】
羽地 里奈（切串小）
ｍ平泳ぎ【６年男子】
原 海斗（江田島小）
１００ｍリレー【５年女子】
江田島小
村上 奈々・松本 萌
田村 悠香・永﨑 美沙

１００ｍリレー【５年男子】
江田島小Ｂ
茂津目 匡志・原 将斗
牛上 翔太 ・白濱 寿純
１００ｍリレー【６年女子】
大古小
松本 尚子・石原 仁美
合田 愛・森 真優子
１００ｍリレー【６年男子】
江田島小
中村 優太・森 海斗
沖 惣一朗・小野 翔真
１００ｍリレー【６年混合】
大君小
大判 恵里・中本 凛
平本 浩隆・山本 雅也

５年国語から 答え「計」

教育総務課

７月 日㈫に、高田小学校
プールで行われた大会結果を
お知らせします。（各種目一
位のみ掲載）
ｍ自由形【５年女子】
内藤 美希（鹿川小）
ｍ自由形【５年男子】

平成20年度「基礎・基本」定着状況調査

大古小学 校

は、
「とてもうれしいです。夏休
みに毎日、学校に通い、研究
したり海で研究したりしまし
た。暑かったけど、がんばっ
たかいがありました。」
藪下さんは、
「観察すること、実験するこ
と、データをまとめることな
ど得意になりました。そし
て、海がますます好きになり

□には，同じ漢字が入ります。その漢

第 回能美町オープン剣道大
会
７月 日㈰江田島市スポーツ
センター
県内外から３００人の参
加があました。入賞者は次の
とおり。（本市関係分）
小学生低学年の部
３位 森下 凛 中(町剣心会 )
高校生の部
準優勝 幸野 真歩（江田島
市体協能美）
第 回全国小学生陸上競技交
流大会広島県予選
６月 日㈰コカ・コーラウエ
スト広島スタジアム
６年生女子１００ｍ
決勝第４位（ 秒 ）
松尾 妃菜（江田島小学校６
年生）
第 回呉市長杯ジュニア大会
（バドミントン）
７月５日㈯呉市体育館
男子中学年
優勝 佐野 竜一朗・萩野
大慈
３位 岡村 諒汰
男女低学年
２位 尾田 海玖里・佐伯
大翔
３位 尾田 志瑛琉

ス ポ ー ツ の 結 果

時□・□算・□画
60

みんな集まれ！

★☆★調査問題に挑戦⑤★☆★
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江田島市教育委員会
２７

公民館などで学ぼう

字一字を書きましょう。
14

料理教室～夏のおもてなし～
７月29日㈫午前10時～正午 江田島公民館
「手作り和食は何よりのおもてなし」をテ
ーマに、夏でもさっぱりと美味しくいただけ
るおかずを５品作りました。冷やしうどんや
夏かき揚げなど今まで何気なく作っていた料
理に、ちょっとした手間と工夫で、美味しく
なるプロの技を学びました。
施設利用団体募集～学びの館～
学びの館では、体験学習や物づくりなどを
継続的または随時に行う団体を募集していま
す。
（利用時間）
午前９時30分～午後４時30分（火曜日休館）
※営利活動・政治活動・宗教活動の利用はで
きません。連絡先 ☎１１４５

わくわくキッズクラブアラカルト
毎月第２・４水曜日午後４時30分～５時15分
中町公民館
保育園児（年長）と保護者が対象で、遊びや
体験を通して，小学校入学前に基礎的な知識
を身につける講座を行っています。７月は
シャボン玉作りや文字・数字の書き方練習な
ど親子で一緒に楽しみながら学んでいます。
今後は，音符遊びや構成遊び（切り紙，折り
紙）などを計画しています。 (定員まで若干余
お手玉が癒す心と体
毎月第４木曜日午後１時30分～２時30分
中町公民館
お手玉は脳の活性化や若返りなど健康にと
ても良い遊びです。まず片手から挑戦し、で
きるようになれば、両手で二つ、三つとお
手玉の数を増やします。「子どものころ遊ん
でいたよ」という参加者はさすがにお上手で
す。誰が一番長くできるかなど記録を取りな
がら和やかに行っています。(定員まで若干余裕

24

22

10

２９

21

大古小学校４年長沼 沙弥
さん・藪下 真衣さんがメイ
プル賞を受賞しました。

どっちの数が多いかな

５０

５０

裕あり)
あり)

教育委員会
だ よ り
この賞は、学校教育、社会
教育、体育・スポーツ、文化
などの分野で、全国規模の大
会、競技会などで優秀な成績
を収め、学習活動などの成果
が他の模範として推奨できる
児童生徒に対し、平成元年の
創設以来、広島県教育委員会
が毎年２回表彰しているもの
です。
今回の長沼さん・藪下さん
のメイプル賞受賞は、科学研
究作品（作品名「ヤドカリさ
んの家さがし‐ピッタリハウ
スはど～れかな‐」で、平成
年度ジュニアマリン賞最優
秀賞を受けたものです。
今回の受賞に、長沼さん
19

⑯
⑰

教育委員会だより
教育委員会だより

