
編集後記
今年度の教育広報では、「ICTを活用した新たな学び」を中心にご紹介しました。今後、

「せたがやの教育」についても、電子化を進めていきます。
多言語対応の電子書籍（デジタルブック）で配信を始めました。

電子書籍（デジタルブック）「カタログポケット」内で、日本語から９カ国語への自動
翻訳・音声読上げ機能により、「せたがやの教育」を多言語で読む・聞くことができます。

二次元コードよりアプリをインストールするか、ブラウザ版でご覧ください。

次号112号は令和3年7月に 発行予定です。お楽しみに！

問 学校職員課　☎5432-2672 FAX  5432-3025

生徒特別表彰（中学生・個人）
（1）スポーツ活動　11件

氏名 学校名 学年 活動内容
ヌワエメ　グレース 駒沢中学校 ２年 陸上
ロス　瑚花　アディア 駒沢中学校 ２年 陸上

上平　美優希 富士中学校 ２年 新体操
齊藤　真緒 玉川中学校 ２年 新体操
近藤　優太 瀬田中学校 3年 スキー
谷垣　葵衣 瀬田中学校 3年 新体操
平沼　愛美 深沢中学校 １年 新体操
笠井　優迦 砧中学校 ２年 バレエ
髙橋　知宏 千歳中学校 3年 陸上
髙宮　碧海 千歳中学校 3年 水泳
堀　永遠 千歳中学校 １年 陸上

（2）文化活動　6件
氏名 学校名 学年 活動内容

沖村　裕太郎 緑丘中学校 3年 ピアノ
武田　惇慈 弦巻中学校 3年 科学
武田　和靜 弦巻中学校 3年 科学

ヨハンソン　伊瑠麻 八幡中学校 3年 英語スピーチ
大藤　莞爾 深沢中学校 3年 ピアノ
太田　佳奈 芦花中学校 3年 弁論

（3）その他（善行）　5件
氏名 学校名 学年 活動内容

長尾　巧実 梅丘中学校 3年 人命救助
玉利　康太郎 梅丘中学校 3年 人命救助
南澤　響輝 梅丘中学校 3年 人命救助

本澤　慎之助 梅丘中学校 3年 人命救助
松村　息吹 梅丘中学校 １年 人命救助

生徒特別表彰（中学生・団体）
（1）スポーツ活動　6件

学校名 団体名
駒沢中学校 陸上競技部女子リレーチーム
北沢中学校 女子バレーボール部
玉川中学校 野球部

尾山台中学校 野球部
千歳中学校 陸上競技部男子リレーチーム
砧南中学校 ソフトテニス部

（2）その他（善行）　1件
学校名 団体名

桜丘中学校 生徒会

児童特別表彰（小学生・個人）
（1）スポーツ活動　15件

氏名 学校名 学年 活動内容
小島　莉々愛 代沢小学校 ６年 水泳
鈴木　真翔 多聞小学校 ６年 水泳
橋本　香蓮 駒繋小学校 5年 水泳
山本　大輝 赤堤小学校 ６年 陸上
兒島　惟高 松丘小学校 ６年 セーリング

関野　美佑汐 松丘小学校 ６年 水泳
馬場　悠吾 池尻小学校 ６年 テニス
鈴木　小暖 笹原小学校 ６年 ロープスキッピング

林﨑　萌々子 深沢小学校 ６年 テニス
久野　佑隼 玉川小学校 3年 テニス
樋口　大翔 京西小学校 ６年 テニス

古谷　はんな 九品仏小学校 5年 テニス
小林　梨音 砧南小学校 ６年 テニス
杉田　壮哉 給田小学校 ６年 陸上
髙木　翔太 山野小学校 ６年 スキー

（2）文化活動　4件
氏名 学校名 学年 活動内容

黒木　午帝 池之上小学校 3年 バイオリン
德田　海翔 笹原小学校 ４年 ピアノ
加藤　碧晄 給田小学校 5年 バイオリン
別所　優月 希望丘小学校 5年 書道

（3）その他（研究・発明）　1件
氏名 学校名 学年 活動内容

遠藤　里紗 桜町小学校 ６年 水栓キャップの発明、特許登録

児童特別表彰（小学生・団体）
（1）スポーツ活動　1件

学校名 団体名
駒沢小学校・中丸小学校

三軒茶屋小学校・池尻小学校
二子玉川小学校・瀬田小学校

下馬L.M.C．ジュニアフレンズ

（2）文化活動　1件
学校名 団体名

千歳小学校 吹奏楽団

第11回世田谷ガリレオコンテスト結果発表
（中学生・科学コンテスト）

令和3年１月23日（土）に、「第11回世田谷ガリレオコンテスト」（最終審査）の様子をオンライン配信しました。
応募総数2,198点の中から入賞９作品を選出し、入賞した中学生が最優秀賞（ガリレオ賞）をめざして発表を行いま
した。入賞作品の内容は、日常生活のふとした疑問に目を向けたもの、よりよい生活を送るための工夫を考えたもの
など、誰もが楽しめる発表内容でした。また、東京農業大学・矢口行雄教授による、電子顕微鏡で見るミクロの世界
についての講演をオンラインで同時配信いたしました。

ガリレオ賞
（最優秀賞）

青山　海央（上祖師谷中学校・１年） ダンゴムシの研究～交替性転向について～

千葉　ひかり（駒沢中学校・１年） 快適なマスクを探せ！！

新藤　真綾（用賀中学校・１年） ピーマンをおいしく食べるには？

アイデア賞
（優秀賞）

若林　美咲（駒沢中学校・１年） 風車の羽根の研究

山本　悠斗（梅丘中学校・１年） 宇宙で「音」は、どう聞こえる？
～真空ポンプの自作～

ドリーム賞
（優秀賞）

二宮　凛心（奥沢中学校・１年） マメルリハの羽と撥水の秘密

矢橋　彩果（船橋希望中学校・２年） 野菜を長持ちさせる方法

サイエンス賞
（優秀賞）

佐藤　涼（船橋希望中学校・２年） リラックスできる曲はどんな曲か？

古幡　桜（砧中学校・１年） 鏡のくもりを防ぐには

（敬称略）

児童・生徒の特別表彰
（令和2年度）

教育委員会では、スポーツや文化活動などの大会やコンクールですばらしい成績を収めた区立学校の
児童・生徒を表彰しました。

「世田谷区立中学校ビブリオバトル」開催
令和3年１月30日（土）に、「第3回世田谷区立中学校ビブリオバトル」をオンライン開催しました。ビブリオバトル

は、参加者が自分の好きな本の魅力を発表し合い、投票で「チャンプ本」（最も読みたいと思った本）を決定します。
予選で選ばれた４名の生徒たちが、本に託した思いや、自分自身のエピソードを

交えながら、推薦する本の魅力について、活き活きと個性豊かに表現しました。

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

発表者の皆さんと紹介本（発表順・敬称略）
発表者 学校名 紹介本 著者

荒木　瑚子 尾山台中学校 「きみの存在を意識する」 梨屋　アリエ

和泉　　諄 船橋希望中学校 「告白」 湊　　かなえ

古關　隼大 緑丘中学校 「トリガー」 板倉　　俊之

竹井　日夏 梅丘中学校 「冷たい校舎の時は止まる」 辻村　　深月

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

チャンプ本
「きみの存在を意識する」

☆掲載のご了承をいただいた方のみ、掲載しています。[敬称略]

チャンプ本

2020ボッチャ世田谷カップ
令和２年11月28日（土）に、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで、共生社会ホストタウン推進事業と

して「2020ボッチャ世田谷カップ」を総合運動場体育館で開催しました。
パラリンピックを契機とした障害者スポーツ推進の取組みとして、区内の障害者福祉施設、民間企業、アスリート

チーム等、全15チームが参加し、熱戦を繰り広げました。区内の小中学校からは、千歳台小学校と砧中学校（ I組）
が参加しました。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

千歳台小学校

砧中学校（ I組）

NECボッチャ部（日本電気株式会社）
が優勝しました。

決勝トーナメント
まで進むことがで
きて正直おどろき
ました。

（5年男子）
ボッチャの楽しさ、
難しさを改めて知る
ことができました。

（担任）

オンラインで
の開催だった
ので、より工
夫しました。
是非読んでみ
て下さい！
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