
学 び の ひ ろば

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各施設に申し込んでください

■学びの館� ☎（42）1145
▶催し　その１
学びの館�秋の煎茶会
　古鷹山を思わせる借景の庭を眺めな
がら、煎茶と二胡の演奏を楽しみませ
んか。
日時　10月13日㈰
　　　午前10時～午後1時30分
※お茶席は1席30分。（一財）煎茶道
三癸亭賣茶流によるお点前です。

場所　学びの館和室
席主　西村智泉さん
二胡奏者　海谷�真貴子さん
参加費　当日券500円�前売券450円
（学びの館にて販売中）

▶催し　その２
押し花アート教室
　色とりどりの秋の花を使って、イン
テリアにぴったりな押し花アート作品
を作ります。
日時　11月9日㈯午前10時～正午
場所　学びの館
講師　手島嘉子さん
対象　どなたでも（小学３年生以下は
保護者同伴）

参加費　600円
定員　10人
申込期限　11月２日㈯

▶催し　その３
ペロンチョとあそぼう
　ハガキに切り込みを入れて作る人形
を自由にデザインし、工夫しながら動
かして遊びます。
日時　11月10日㈰
　　　午前10時～11時30分
場所　学びの館
講師　花村憲夫さん
対象　どなたでも（小学３年生以下は
保護者同伴）

参加費　無料
定員　10人
※定員になり次第締切

■江田島市民センター別館
　　　　　　　☎（42）0015

▶催し　その１
健康ボディメイク講座
　健康維持のための、高齢者向けの体
操教室です。気軽に参加して、若さを
取り戻しましょう！（申込み不要）
日時　10月10日㈭

　　　午後１時30分～３時ごろ
講師　林田優子さん
参加費　無料
その他　古鷹大学共催

▶催し　その２
フルーツタルト作り講座
　サクサクとしたタルト生地に季節の
果物をのせた、華やかなフルーツタル
トを作ってみましょう！
日時　10月17日㈭
　　　午前10時～午後１時30分ごろ
講師　久保文子さん
参加費　800円
定員　６人
準備物　エプロン
申込期限　10月８日㈫

■能美市民センター� ☎（40）2777
▶催し　その１
リズムに合わせて英語を覚えよう！
キッズヨガ＆リズム体操
　体を動かしながら親子で楽しく英語
に触れてみませんか？動物の動きを取
り入れたキッズヨガや、簡単な体操、
ダンスを一緒に踊りましょう。
日時　10月13日㈰、27日㈰両日とも
午前10時30分～11時30分

※両日とも内容は同じです。
講師　オハナ・イングリッシュ・サロン
対象　３歳～小学生（保護者同伴）
参加費　子ども１人につき500円（保
護者は無料）

申込期限　実施日の前日まで

▶催し　その２
エコクラフト講座
　手芸用の紙バンドでかわいいバス
ケットを作ってみましょう！２日に分

かれているので初心者の方もゆっくり
作れます。
日時　10月15日㈫、29日㈫両日とも
午前10時～正午

講師　浜先ゆかりさん（花かごの会）
参加費　600円
定員　８人
準備物　布巾、洗濯ばさみ20個、は
さみ、目打ち、速乾ボンド

申込期限　10月10日㈭

■大柿市民センター�� ☎（57）3009
▶催し　その１
美を楽しむ
　MOA美術館所蔵、初期風俗画の傑
作「湯女図」を、お茶と和菓子をいた
だきながら、ゆったりと鑑賞します。
日時　10月18日㈮
　　　午後１時30分～午後3時ごろ
講師　河野義春さん（MOA美術文化
インストラクター）

参加費　500円
定員　16人
申込期限　10月16日㈬
その他　大柿陀峯大学共催

▶催し　その２
季節の和菓子作り④～くるみゆべしと
秋の浮島～（蒸しカステラ）
　和菓子とお抹茶でホッとしたひと時
をすごしませんか。
日時　10月25日㈮
　　　午後１時30分～４時ごろ
講師　河野美智子さん
参加費　500円
定員　10人
準備物　エプロン、三角巾、お持ち帰
り容器

申込期間　10月５日㈯～18日㈮

野鳥絵画展

　沖美町在住の旭山強さんが、野鳥の美しさ、
たくましさを多くの方々に伝えたいという思い
で描いた水彩画を35点展示します。四季を通し
た日本の野鳥の素晴らしさをぜひご覧ください。
展示期間　10月５日㈯～27日㈰
※�開館時間は午前９時30分～午後４時30分
(火・祝除く)・入場無料

学びの館　市民ギャラリー　　　月10
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中学校第３学年　平均正答率（４月18日実施） 小学校第６学年　平均正答率（４月18日実施）

　全国平均と比較すると、国語は1.2ポイント上
回っており、数学は3.8ポイント、英語は4.0ポ
イント下回っています。
　江田島市の結果は、国語は全国平均を上回り
ましたが、数学と英語については全国平均を下
回りました。特に、数学では考えを説明する問題、
英語では、英文を書く問題に課題が見られました。

　全国平均と比較すると、国語は6.2ポイント、
算数は4.4ポイント上回っています。

　江田島市の結果は、全ての実施教科で全国平
均を上回っており、全体として全国平均以上の
学力がついていると言えます。

※�中学校英語の調査結果は、「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の合計を集計しています。
　なお、この調査は学力の一部をはかるものであり、学力の全てをはかるものではありません。

【今後に向けて】
　学習が児童生徒の主体的な学びの場となるよう、さらなる授業改善を推進するとともに、表
現する場を意図的に設定し、自分の考えを的確に伝えることができる思考力や表現力の育成を
図ります。
　各小・中学校では、自校の調査結果の考察を充分に実施するとともに、課題に対する改善計
画を検討し、組織的・計画的に指導を行い、児童生徒の学力向上に取り組んでいます。

区分 国語 算数
江田島市 70 71
全国 63.8 66.6
広島県 66 68

区分 国語 数学 英語
江田島市 74 56 52
全国 72.8 59.8 56
広島県 74 60 56

江田島市美術展
江田島市文化協会作品発表会
新県美展巡回展

第 15回
第 13回
第７回

11/２㈯
～11/４㈪

区分 第15回江田島市美術展 第13回江田島市文化協会作品発表会 第７回新県美展巡回展
会期 11月２日㈯～４日㈪

時間
　　　　　　　　　　　２日：午前10時～午後５時
　　　　　　　　　　　３日：午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　４日：午前９時～午後３時

午前９時～午後５時

会場 わくわくセンター（能美町鹿川） 能美市民センター（能美町中町）

内容

■作品展示
小学生から大人まで、さまざま
な世代の絵画、書、写真、彫塑
工芸作品などの展示
■ミニコンサート
２日：Ｄｕｏ�Ｋｒｅｔａ
　　　（チェロ＆ピアノ）
３日：Ｄｕｏ�Ｋｏｚｕｔａ
　　　（ピアノデュオ）
４日：目良直子＆小蔦寛二
　　　（フルート＆ピアノ）
■体験など
　お茶席（煎茶）コーナー
　ものづくり体験コーナー（ビーズアクセサリー、髪留め）

■作品展示
第７回新県美展入賞作品65点
（絵画、書、写真、彫塑工芸、
映像）を展示

入場 入場自由・無料
その他 各展示会場を巡るスタンプラリーを実施

問生涯学習課☎（４３）１９０２

川岡光一：チェロ 小蔦花結：ピアノ

目良直子：フルート 小蔦寛二：ピアノ
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※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/ 広報えたじま　令和元年10月 24広報えたじま　令和元年10月25


