
 

報  第 １ 号 

 

平成 26年度メイプル賞（第１回）受賞者の追加決定について 

 

  教育長に対する権限委任規則（昭和 53年広島県教育委員会規則第１号）第３

条第１項の規定によって，平成 26年度メイプル賞（第１回）の受賞者の追加決

定について臨時に代理したので，同条第２項の規定により報告し，承認を求め

ます。 

 

    平成 26年９月 12日 

 

                               広島県教育委員会教育長  下﨑  

 

１  臨時に代理した理由 

    平成 26年度メイプル賞（第１回）の受賞者について，平成 26年８月 26日

に表彰式を開催することとしていたことから，時機をとらえて表彰するため早

急に追加決定する必要が生じたが，教育委員会会議を招集する時間的余裕がな

いと認め，教育長が臨時に代理したものである。 

 

２  臨時に代理した事項 

    平成 26年度メイプル賞（第１回）の受賞者の追加決定 

 

３  臨時代理年月日 

    平成 26年８月 20日 

 

４  根拠規定 

    教育長に対する権限委任規則 

第１条 広島県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，地方教育   

行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号。以下「法」

という。）第 26 条第１項の規定に基づき，教育委員会の権限に属する事

務のうち，次の各号に掲げるものを除き，広島県教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）に委任する。 

      （25）表彰並びに儀式，行事の主催，共催及び後援の計画 

 

第３条 教育長は，第１条各号に掲げる事項について，緊急を要する事案     

で，かつ，教育委員会の会議を招集する暇がないとき又は同会議が成立    

しないときは，当該事項を臨時に代理することができる。 

２  教育長は，前項の規定により臨時に代理したときは，これを次の教育   

委員会の会議に報告し，その承認を求めなければならない。 

 

５ 表彰式 

表彰式は８月 26 日（火）に開催予定であったが，この度の豪雨による土砂

災害の発生，及びその対応という状況を考慮し，延期することとした。 



平成26年度メイプル賞（第１回）追加候補者一覧（案）

( 4名)

かがわ　だいご

3年 平成26年８月２日～４日

( 17 歳 ) 男子100Kｇ超級　優勝

Ｈ19 第１回

Ｈ23 第２回

Ｈ25 第２回ほか

さかくら　けんた

２年 平成26年７月30日～31日

( 17 歳 ) 男子個人戦　文部科学大臣賞（優勝）

初

はらだ　なおき

3年 平成26年８月１日～７日

( 17 歳 ) ウェルター級　優勝

Ｈ18 第１回

Ｈ19 第１回

Ｈ20 第１回

ぽーる　かまいし

２年 平成26年8月2日

( 17 歳 ) 陸上競技男子5000ｍ　第１位

Ｈ18 第１回

Ｈ21 第１回

Ｈ23 第１回ほか

平成26年度メイプル賞（第1回）追加候補団体一覧（案）
○ 団体　（１団体）

平成26年７月28日～30日

物理部門　最優秀賞

Ｈ20 第１回

1

2

3
▼同大会における過去のメイプル賞実績

▼同大会における過去のメイプル賞実績

崇徳高等学校

香川　大吾

　同大会は，都道府県大会を勝ち抜いた48名が出場する大会である。本生徒
はトーナメント戦を勝ち上がり，みごと優勝を勝ちとった。

文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

崇徳高等学校
平成26年度全国高等学校

総合体育大会柔道競技大会
・第63回全国高等学校柔道大会

主催
（公財）全国高等学校体育連盟
（公財）全日本柔道連盟ほか

　同大会は，都道府県大会を勝ち抜いた66名が出場する大会である。決勝に
進んだ本生徒は，２位に大差をつけて第１位に輝いた。

　同大会は，各都道府県大会代表48名が出場する大会である。本生徒は，６
回戦を全勝し，みごと文部科学大臣賞を勝ちとった。

▼同大会における過去のメイプル賞実績

文化庁
（公社）全国高等学校文化連盟ほか

坂倉　健太
全国都道府県教育長協議会，
全国高等学校長協会ほか

広島県立世羅高等学校
平成26年度全国高等学校

総合体育大会陸上競技大会・秩父宮賜杯
第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

主催

主催

後援

　同大会は，都道府県大会を勝ち抜いた32名が出場する大会である。本生徒
は，トーナメント戦を勝ち上がり，みごと優勝を勝ちとった。

○ 個人

4

（公財）全国高等学校体育連盟
（公財）日本陸上競技連盟ほか

ポール　カマイシ

後援
文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

後援

広島学院高等学校 第38回全国高等学校総合文化祭囲碁部門

平成26年度全国高等学校
総合体育大会ボクシング競技大会・

第68回全国高等学校ボクシング選手権大会
主催

（公財）全国高等学校体育連盟
（一社）日本ボクシング連盟ほか

原田　直樹

後援
文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

▼同大会における過去のメイプル賞実績

1

広島県立広島国泰寺高等学校
理数ゼミ物理班

第38回全国高等学校総合文化祭
自然科学部門

主催
文化庁
（公社）全国高等学校文化連
盟ほか

後援
全国都道府県教育長協議会，
全国高等学校長協会

　本大会は，物理・科学・生物・地学の４分野を中心に，各都道府県代表が
自然科学的手法により行った調査・成果をパネルにし発表するものである。
当該団体は，物理部門で最優秀賞に輝いた。

▼同大会における過去のメイプル賞実績

年齢及び学年は平成26年８月20日現在のもの 



平成26年度メイプル賞（第１回）受賞者 【参考】

( 11名)

あおもと　ゆずき

３年 （平成25年8月25日）

( 17 歳 ) （受賞時　16歳/２学年） 個人の部　最優秀賞

おぐら　ことの

３年 （平成26年6月9日）

( 14 歳 ) 学校部門　総務大臣賞

おのうえ　くるみ

３年 （平成26年6月18日～22日）

( 17 歳 ) 女子シングルス　優勝

かがわ　だいご

3年 平成26年８月２日～４日

( 17 歳 ) 男子100Kｇ超級　優勝

かつむら　のえ

２年 （平成26年7月13日）

( 17 歳 ) 高等学校の部　環境大臣賞

さえき　たつや

３年 （平成26年7月5日～6日）

( 18 歳 ) Men Junior　優勝

さかくら　けんた

２年 平成26年７月30日～31日

( 17 歳 ) 男子個人戦　文部科学大臣賞（優勝）

しまだ　りょう

２年 （平成26年7月5日～6日）

( 13 歳 ) Ｂoys 13-14　優勝

はらだ　そら

１年 （平成26年3月13日）

( 12 歳 ) ことば部門小学校四～六年生の部　年賀状大賞

はらだ　なおき

3年 平成26年８月１日～７日

( 17 歳 ) ウェルター級　優勝

ぽーる　かまいし

２年 平成26年8月2日

( 17 歳 ) 陸上競技男子5000ｍ　第１位

9

8

尾道市立日比崎中学校 第11回全日本年賀状大賞コンクール 主催

原田　青空

後援

6

5

広島市立翠町中学校 第31回全日本ＢＭＸ選手権大会 主催

広島市立
広島工業高等学校

第31回全日本ＢＭＸ選手権大会 主催

佐伯　辰哉

後援

7

島田　遼

後援

広島学院高等学校 第38回全国高等学校総合文化祭囲碁部門 主催

4

3

大竹市立大竹中学校
平成26年度

情報通信の安心安全な利用のための標語
主催

小倉　琴乃

後援

2

鈴峯女子高等学校
第43回ゴーセン杯争奪

ハイスクールジャパンカップソフトテ
ニス2014

主催

主催

（公財）日本ソフトテニス連盟ほ
か

尾上　胡桃

後援
北海道，（公財）北海道体育
協会ほか

○ 個人

広島県立
広島高等学校

第16回俳句甲子園 主催

1

ＮＰＯ法人俳句甲子園実行委員会

総務省，文部科学省

青本　柚紀

後援
文部科学省，（公社）全国高
等学校文化連盟ほか

情報通信における安心安全推進協
議会

坂倉　健太

後援
全国都道府県教育長協議会，
全国高等学校長協会ほか

崇徳高等学校
平成26年度全国高等学校

総合体育大会柔道競技大会
・第63回全国高等学校柔道大会

香川　大吾

広島県立
呉三津田高等学校

瀬戸内海国立公園指定80周年記念行事
「瀬戸内海の風景・絵画コンクール」

主催 香川県

勝村　野詠

後援 環境省，香川県教育委員会ほか

（公財）日本自転車競技連盟

茨城県，（公財）ＪＫＡ　ほか

11

10
文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

広島県立世羅高等学校
平成26年度全国高等学校

総合体育大会陸上競技大会・秩父宮賜杯
第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

主催
（公財）全国高等学校体育連盟
（公財）日本陸上競技連盟ほか

崇徳高等学校
平成26年度全国高等学校

総合体育大会ボクシング競技大会・
第68回全国高等学校ボクシング選手権大会

主催
（公財）全国高等学校体育連盟
（一社）日本ボクシング連盟ほか

原田　直樹

後援

（公財）全国高等学校体育連盟
（公財）全日本柔道連盟ほか

後援
文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

ポール　カマイシ

後援
文部科学省
（公財）日本体育協会ほか

（公財）日本自転車競技連盟

茨城県，（公財）ＪＫＡ　ほか

日本郵便株式会社

文部科学省，学校法人日本放
送協会学園ほか

文化庁・（公社）全国高等学校文
化連盟ほか

年齢及び学年は平成26年８月20日現在のもの 



平成26年度メイプル賞（第1回）受賞者

○ 団体　（5団体） 【参考】

（平成26年3月27日）

国土交通大臣賞

（平成26年5月18日）

女子ユース（中学生）の部　優勝

（平成26年5月3日～6日）

ユース部門　優勝

平成26年７月28日～30日

物理部門　最優秀賞

（平成26年3月31日）

男子４年生以下　優勝

5

後援
総務省，文部科学省，
（公財）千葉県体育協会

焼山ジュニアスポーツクラブ
ソフトテニス部　高 悠亜・

フェニックスＪｒ．　森川 亮介

第13回全国小学生ソフトテニス大会 主催
（公財）日本ソフトテニス連盟
ほか

第38回全国高等学校総合文化祭
自然科学部門

主催
文化庁
（公社）全国高等学校文化連
盟ほか

後援
全国都道府県教育長協議会，
全国高等学校長協会

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ2014兼
ＪＳＡＦジュニア・ユースセーリング

チャンピオンシップ2014
主催 （公財）日本セーリング連盟

後援
（公財）日本オリンピック委員会，
（公財）佐賀県体育協会，
唐津市教育委員会ほか

第10回全国青少年アウトドア
綱引競技大会

主催
大田原市，大田原市教育委員
会，（公財）日本綱引連盟

後援
（公財）日本体育協会，
（公財）栃木県体育協会ほか

2013年度ジュニア・シッピング・
ジャーナリスト賞

主催 （公財）日本海事広報協会

後援
国土交通省，文部科学省，
全国連合小学校長会ほか

4

3

1

2

江田島市立大古小学校
船のおもしろ発見たいチーム

Ｂｅｅ－ｇｉｒｌｚ

広島県セーリング連盟
髙竹　義樹・山下　滉平

広島県立広島国泰寺高等学校
理数ゼミ物理班



メ イ プ ル 賞 実 施 要 項             E 

 

１ 趣旨 

 この要項は，広島県教育委員会表彰規則（昭和３６年広島県教育委員会規則第１号。）

第２条第３号の規定に基づくメイプル賞の実施に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 目的 

 メイプル賞は，学習活動等の成果が他の模範として推奨できるものを表彰することに

より，教育の振興発展に寄与することを目的とする。 

 

３ 選考の基準 

 メイプル賞の選考は，学校教育，社会教育，体育・スポ－ツ，文化等の分野において，

全国規模の各種大会，競技会等で優秀な成績をおさめるなど，学習活動等の成果が他の

模範として推奨できると認められるもののうちから行う。ただし，同一の功績による広

島県知事表彰の受賞者及び当該年度既にメイプル賞を受賞したものは選考の対象から

除くものとする。 

 

４ 対象 

(1) 広島県内に居住する児童生徒 

(2) 広島県内に所在する児童生徒の団体又はその団体に在籍する児童生徒 

 

５ 表彰の時期 

  表彰日は，別に定めるものとする。 

 

６ 表彰の方法 

  表彰状及び記念品を授与して行うものとする。 

 

７ その他 

(1) この要項に定めるもののほか，メイプル賞の実施に関し必要な事項は別に定める。 

(2) この要項は，平成８年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



メ イ プ ル 賞 選 考 基 準             E 

 

                          平成８年３月１日教育長制定 

平成１４年１２月２５日一部改正   

平成１７年１１月１８日一部改正 

平成１８年３月８日一部改正 

平成１９年４月２４日一部改正 

平成２０年５月１５日一部改正 

１ 目的 

 この基準は，メイプル賞実施要項（平成８年３月１日）に基づき，メイプル賞の被表彰者

の選考に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 選考基準 

 メイプル賞の選考は，小学校，中学校，高等学校若しくは特別支援学校の小学部・中学部・

高等部に在籍する児童生徒（以下「児童生徒」という。）又は児童生徒の団体のうち，学校

教育，社会教育，体育・スポ－ツ，文化等の分野において，次の各号の一以上に該当するも

ののうちから行う。 

ただし，同一の功績により広島県知事表彰を受賞しているもの及び当該年度既にメイプル

賞を受賞しているものは，選考の対象から除くものとする。 

(1) 全国規模の各種大会，競技会等で優秀な成績をおさめたもの 

(2) 前号のほか，学習活動等の成果が他の模範として推奨できるもの 

 

３ 選考基準の具体的運用について 

(1) 対象者 

    職業的専門家（プロ）は除く。 

(2) 対象領域 

 情報(新聞,ﾊﾟｿｺﾝ等)，社会科学(経済,社会等)，自然科学(科学,数学等)，工学(機械,建築等)，産業(農業,商

業等)，家政(食物,被服等)，芸術(美術,音楽,演劇等)，語学(ｽﾋﾟ-ﾁ等)，文芸，体育・スポ－ツ等多様な

領域を対象とする。 

(3) 各種大会，競技会等の取扱い 

ア  対象とする大会は，国際大会及び全国大会とする。 

イ  主催，共催又は後援する団体のいずれかに,全国規模のものが含まれている大

会を原則とする。 

ウ  公的機関の後援がある大会等であることを原則とする。 

エ  優勝（第１位）を基本とするが，優勝に該当する賞がない場合は，これに準ず

る賞の受賞者を対象とすることができる。 

オ スポ－ツ分野については，次の大会を対象とする。 

 インタ－ハイ及びその他これに準じる全国大会等 

（ただし，オリンピック，世界選手権大会，ユニバーシアード，アジア大会， 

国民体育大会，全日本選手権大会，全国高校野球選手権大会は，上記「２選考基準」

のただし書のうち県知事表彰の受賞者に該当するため除く。） 

 



 

４ 候補者の選考方針について 
  受賞候補者の選考は，次の関係機関からの推薦により行うこととし，表彰等候補者選考  

委員会（以下「選考委員会」という。）にて決定する。 

選考委員会で決定された受賞候補者は，教育委員会会議に付議し，受賞者として決定する。 

 

     本庁各課・室，県立学校，教育センター，市町教育委員会，学事課 

     広島大学（附属学校部） 

 

５ その他 
(1) この基準は，平成８年３月１日から施行する。 

(2) この基準は，平成１４年１２月２５日から施行する。 

(3) この基準は，平成１７年１１月１８日から施行する。 

(4) この基準は，平成１８年３月８日から施行する。 

(5) この基準は，平成１９年４月２４日から施行する。 

(6) この基準は，平成２０年５月１５日から施行する。 
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