だより

※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/
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From the island to the world
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島から世界へ
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ふるさと歴史講座

生涯学習課☎（４０）３０３７

回江田島市美術展

回江田島市文化協会作品発表会

※次回以降「産業と偉人」・
「古文書」・「近代遺産」を
テーマに随時開催します。

第

期間

市農村環境改善センター

月３日㈷～６日㈰
午前９時～午後５時

第

会場

11

20

年度生涯学習講

28

20

20

11

平成

演会の開催について
ふるさと歴史講座（全
回）を開催します。
今、自分たちが住んでいる
月 日㈰、棋士の羽生善
江田島市がどんなところなの
治 さ ん を お 迎 え し、「 決 断 力
か、その歴史を通して学んで
の磨き方」と題して、生涯学
みませんか？
習講演会を開催します。
分かりやすい内容ですので、
皆さまのご参加をお待ちし
子どもから大人まで、多くの
ております。
皆さまの参加をお待ちしてお
講師 羽生善治さん（日本将
ります。
棋連盟棋士）
１回目「町史から学ぶ、ふる
日時
月 日㈰午後１時～
さ
と
江
田
島市」

２時 分
日時
月 日㈯
場所 国立江田島青少年交流
午後１時 分～３時
の家３階講堂（フェスティ
場所 江 田 島 公 民 館（ 江 田 島
町中央）
バル江田島 ２０ １６会場：
講師 宇根川進さん（市文化
江田島町津久茂）
財保護委員長）
演題 「決断力の磨き方」
定員
人
参加費 無料
その他 手話通訳が有ります。 参加費 無料
申し込み
月 日㈬までに
お問い合わせ
生涯学習課へ申し込み。
生涯学習課☎（４０）３０３７
お問い合わせ
30 11

12

教育委員会

平成28年度広島県「基礎・基本」定着状況調査
【平成28年６月７日㈫実施】
対象：小学校５学年、中学校２学年

11

10

江田島市の児童・生徒の学力調査結果について

ます。

江田島市の小学校および中

▼結果

広 島 県 教 育 委 員 会 は、
「広

学校では、すべての教科にお

◦広島県「基礎・基本」定着

島県『基礎・基本』定着状況

いて全国平均を上回っていま

状況調査

調査」を児童生徒の学力の状

中学校国語Ｂは、広島県平

均を下回っています。

国語は、目的に応じて必要

な情報を読み取ることに課題

が見られます。

す。

年

14

況把握、教師の教科指導等の

実態把握等のために平成

度から実施しています。

▼結果

江田島市の小学校および中

学校では、すべての教科にお

課題の見られた部分につい

いて県平均を上回っています。 ▼今後に向けて

小学校では、教科全体とし

あります。

ての指導を充実させる必要が

％を超えていることか

て、すべての教科の平均通過

率が

また、すべての教科におい

面に活用する力や、様々な課

ら、基礎的・基本的な学習内

中学校でも、国語・数学・

題解決のための構想を立て実

て、身につけた知識や技能等

％を超

容は、おおむね定着している

英語で平均通過率が

践し評価・改善する力をつけ

を実社会や実生活の様々な場

えていることから、基礎的・

るための学習活動を今後も積

と考えられます。

基本的な学習内容は、おおむ

極的に取り入れていきます。

各学校では、誤答の分析等

ね定着していますが、理科は

課題があると考えます。

計画を立て、継続して指導・

を十分行い、指導方法の改善

文部科学省は、全国的に児

改善を行い、児童生徒の学力

◦全国学力・学習状況調査

童生徒の学力状況を把握する

平成28年11月

60

平成28年度全国学力・学習状況調査
【平成28年４月19日㈫実施】
対象：小学校６学年、中学校３学年

（能美町鹿川）

 広報えたじま
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▶講師の羽生善治さん

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
野鳥学講座
内容 講義形式で野鳥の識別や習性

日時 ①11月15日㈫午前10時～正午
②11月29日㈫午前10時～正午
講師 岡谷洋子さん
材料費 １, ５００円
持参物 筆
申込期限 11月10日㈭
▶催しその３
茶の湯講座 七事式・花月
内容 総繰り上げの体験や、月・
花・松などの言葉を交わしながら
花月を楽しみましょう。
日時 11月17日㈭午前10時～正午
講師 上本宗京さん
参加費 １,０００円（お菓子・抹茶代）
申込期限 11月10日㈭
▶催しその４
今田陽次 歌唱講座
内容 沖美町出身の声楽家（バリト
ン）今田さんによる人気の講座最
終回です。発声の基本や歌唱テク
ニックを学び、合唱曲などを楽し
みましょう。
日時 11月26日㈯午後２時～
講師 今田陽次さん、ピアノ 今田
綾さん
申込期限 11月10日㈭
▶催しその５
市民ギャラリー 『岡谷洋子水墨画展』
内容 大柿町柿浦の岡谷洋子さんの
水墨画展です。
旅行先での風景や思い出、ふと
目にした楽しいものなどを作品に
▶催しその２
しました。
水墨画講座
墨の濃淡で優しく丁寧に描かれ
内容 墨や筆の使い方を学び、水墨
た岡谷さんの作品をご覧ください。
画を楽しみましょう。２回目は、 期間 11月２日㈬～ 30日㈬まで
消しゴム印を作ります。
場所 大柿公民館正面玄関ロビー

向上に取り組んでいきます。

■学びの館☎（４２）１１４５
消しゴムはんこで年賀状
内容 手作りのハンコで年賀状を
送ってみませんか？作り方は簡単。
消しゴムに絵を写して彫るだけ。
柔らかいので力もいりません。楽
しみながら作りましょう！
などを学ぶ定期講座です。バード
日時 11月26日㈯
ウォッチング入門教室の姉妹講座
講師 学びの館職員
となります。各回の昼間と夜間は
準備物 彫刻刀（準備できる場合）
同じ内容となります。
定員 10人（小学3年生以下は保護 日時・場所
者同伴が必要）
１回目 昼間の部 12月14日㈬午前
参加費 ２５０円
10時～正午 沖美ふれあいセンター
申込期限 11月20日㈰
夜間の部 12月16日㈮午後
７時～９時 鷲部公民館
■江田島公民館☎（４２）００１５ ２回目 昼間の部 ２月15日㈬午前
▶催しその１
10時～正午 沖美ふれあいセンター
クリスマスリース作り講座
夜間の部 ２月17日㈮午後
内容 福を招き、魔除けになるリー
７時～９時 鷲部公民館
ス作りに挑戦しよう！
講師 沖美公民館 滝田一郎さん
日時 11月24日㈭午後１時～３時
（環境省登録環境カウンセラー）
講師 林田優子さん
定員 20人
準備物 ハサミ
参加費 無料
参加費 １, ５００円
対象 高校生以上
対象 どなたでも参加できます。
申込期限 開催日の一週間前までに
定員 10人
お電話で申し込んでください。
申込期限 11月17日㈭
▶催しその２
■大柿公民館 ☎（５７）３００９
手作りパン講座
▶催しその１
内容 パン（スイートパンプキン） 江田島体験隊！農場見学・卵ひろい
作りに挑戦してみませんか！
内容 豚や鶏、馬などの動物と触れ
日時 11月30日㈬午前９時30分～
あいましょう。
講師 吉本幸美さん
日時 11月12日㈯午前10時30分～
準備物 エプロン
場所 ポーク＆チキン江田島（江田
参加費 ６００円
島町切串）
対象 どなたでも参加できます。
参加 費 農場見学 大人５４０円、
定員 ８人
子ども３２４円
申込期限 11月16日㈬
申込期限 11月９日㈬

「 全 国 学 力・ 学 習 状 況 調 査 」

久保田明美さんによる、発泡スチ
ロールを使ったエーッ！と驚くアート
工芸を展示します。近所のお店からも
らった発泡スチロールの空き箱や、家
の中で不要になった着物や洋服が、彩
り豊かな作品に。
ぜひ、ご覧いただき「本当に発泡ス
チロールでできているの？」と驚いて
ください。
展示期間 11月24日㈭～ 12月24日㈯

19

年度から実施してい

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各公民館に申し込んでください

学びの館 市民ギャラリー 11 月

を平成

公 民 館 の催し案内

4

広報えたじま

平成28年11月



