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令和３年７月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 30 分）

２ 前回の会議録承認

教育長から、６月の定例教育委員会の会議録の承認について諮られ、全員一致で承認さ

れた。

３ 報告

（１）教育長報告

６/25 日向市議会最終日本会議（採決）

日向市消防本部から市内小学校への絵本等の贈呈式

６/27 旭化成ひむか文化財団主催 劇団四季延岡公演「The Bridge」

６/28 平岩小中学校学校訪問（黒木委員）

６/29 宮崎文化振興協会理事長・専務理事表敬訪問

高体連表敬訪問（次年度学校体育研究会日向地区大会開催）

日向市 PTA 協議会理事会挨拶

６/30 細島小学校サーフィン授業、寺迫小学校学校訪問（垣内委員）

日向市校長会（会長挨拶）、教頭会主催夏季研修会

７/１ 富高小学校学校訪問（是澤委員）、県教育研修センター所員表敬訪問

門川高校管理職表敬訪問

７/２ 日向市社会教育委員辞令交付式・社会教育委員会議

日向市就学支援委員辞令交付式・第１回就学支援会議

全国囲碁サミット日向市実行委員会議

７/３ 国文祭・芸文祭みやざき 2020 総合開会式

７/５ 日向市スポーツ協会新会長表敬訪問

７/６ 第１回日向市キャリア教育推進懇話会（黒木委員）

開催年月日 令和３年７月 28 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 14 時 49 分

出 席 者

教 育 長 今村 卓也

教育委員 黒木 知子、林 留美子、垣内 正俊、是澤 利保

事 務 局

小林教育部長、大平教育総務課長、若杉学校教育課長、黒木

スポーツ・文化振興課長、児玉生涯学習課長、星野図書館長、

北住学校給食センター所長、金丸教育総務課総務企画係長、

川越教育総務課総務企画係主任主事、松下学校教育課長補佐、

寺田学校教育課長補佐
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日知屋東小学校女子ハンドボール市長表敬訪問（全国大会出場）

７/７ 国文祭・芸文祭みやざき 2020 分野別フェスティバル開会式

→日向のお国自慢展オープニングセレモニー

教育課程研究会議

７/８ 日向市・い坊市友好都市 35周年覚え書き締結式（オンライン）

日向・東臼杵教育長会議

７/９ 県教育委員会高校教育課副参事訪問、新日本婦人の会訪問

教育委員意見交換会

７/12 令和３年度交通安全啓発キャラバン隊訪問

７/13 東郷学園学校訪問（林委員）、佐々木寛次郎氏通夜式

７/14 日向中学校学校訪問（是澤委員）

７/15 美々津中学校学校訪問（垣内委員）、県義務教育課長訪問・協議

市町村教育委員会連合会研修会

７/18 日向市文化フェスティバル

７/19 県教育庁教育次長来訪・協議

７/20 令和３年度海水浴場開設「安全祈願祭」（大御神社）

７/21 １学期終業式

７/27 細島小学校新校舎視察

（２）教育委員報告

【黒木委員】

６/28 平岩小中学校学校訪問。校長先生が更に学校を改革しようと頑張っていらっしゃっ

た。学力をなぜ上げないといけないのかという考えが見られる地域なので、先生方の熱い気

持ちをどのように保護者に伝えていくのかが今後の課題だと感じた。

６/30 細島小学校のサーフィン授業を見学した。子どもたちは指導後すぐに波に乗れるよ

うになっており、順応性の高さを感じた。貴重な体験ができたと思う。

７/６ 第１回日向市キャリア教育推進懇話会出席。最終的には家庭がどうあるのかという

ところに行き着くが、それでも区長さんや会社の代表の方々からは、諦めないで頑張りまし

ょう、子どもたちを助けていきましょう、という声が聞かれた。

７/７ 日向のお国自慢展オープニングセレモニー出席。いろいろな作品を見せていただい

て私も刺激をいただいた。

【垣内委員】

６/30 寺迫小学校学校訪問。学校全体として「確かな学力の向上」という教育的課題につ

いて改善を図っている様子を拝見することができた。県教育委員会作成の授業改善のチェッ

クポイント等を参考にされているということだったが、今後より具体的になっていくのかな

と感じた。また、学校訪問の際、最初に経営等について説明していただいたが、教室等を見

せてもらったときに、言い方が悪いかもしれないが古い掲示物があったりしたので、時と場

合によるとは思うが、授業や学校全体を見てから経営の説明を聞くという方法も一つあるの

かなと感じた。
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７/７ 教育課程研究会議出席。

７/15 美々津中学校学校訪問。美々津地区として「学力向上」を教育的課題として掲げて

おり、特に英語指導など職員共通の課題を設定して進められていた。中堅の先生方が多く、

いろいろと課題もあったところではあったが、それにもめげずに一生懸命取り組んでいる様

子を拝見させていただき、新たな出発を感じたところだ。特に読書指導について、一昨年と

比べると 10 倍ほど伸びているということで、やはり取組方次第だと感じた。

７/15 市町村教育委員会連合会研修会出席。しつけと虐待というのが主な話題だった。し

つけと虐待、紙一重のところがあるが、その方向性についてご指導いただいた。

以前、日向市の夢サポート事業を受けていた河内瀬桜さんについて、６/26 の宮崎日日新

聞に記事が掲載されていた。陸上の日本選手権があり、ジュニア 400 メートルで全国３位と

いう成果を収められていた。日向市の取組で、夢が夢じゃなくなっていると感じた。

【是澤委員】

７/１ 富高小学校学校訪問。「富小授業スタイル５」と冠して授業改善のポイントを５つ

以内でしっかり明確にして学習指導案を作っており、それに乗っ取って、それぞれ授業に特

別支援の要素も含みつつ、先生方がしっかりと授業をされていてとても素晴らしいなと思っ

た。また、その日はメンター方式の研修授業ということで、国語、算数、特別支援のそれぞ

れメンターの先生が授業するところを先生方が見ながら資力向上につなげていくような取組

をされていた。特に６年生の先生の授業では、廊下の外に授業のポイントが書かれた進行表

が貼り出されていたのだが、その紙に意見を書いた付箋をぺたぺたと貼って、授業を見た内

容をすぐに先生にフィードバックしていた。即効性のある研究授業だと感心して見させてい

ただいた。後日授業をされていた先生に話を伺ったら、あの後も研究授業をみんなでやって

良い学びになったという感想を聞くことができた。

７/14 日向中学校学校訪問。私が卒業したのは 30 年前なので、学校施設が大変きれいに

なっていて驚いた。昨年度に引き続き、「学びあい」と「ふりかえり」という２つのキーワー

ドを掲げて授業に取り組んでいた。特に「学びあい」については、生徒たちそれぞれが相手

に分かりやすく伝えようとしていて、みんなで一緒に学んでいこうという意識が醸成され、

すごく良い授業になっているということだった。また、参加授業後の全体研修会の中でアン

ケートを取っているということだったが、アンケートも先生方だけでなく、教科担当してい

る任意の１クラスの生徒たちからも先生方の授業に対するアンケートを取っているというこ

とで、いろいろな方の意見がフィードックされており、とても良い取組をされていると感じ

た。今年度は ICT の活用についても変革期ということで重点的に取り組まれているようだっ

た。

ICT の活用については、富小も日向中も、それぞれいろいろと課題を抱えているように感

じた。小学校では低学年の子がパスワードをうまく入力できなかったり、中学校ではクラス

の外にボックスが置いてあり、それを休み時間中に机の上に持ってきて段取りする必要があ

り、時間の使い方であったり、そういったところにいろいろな課題があるのかなと感じた。

運用の仕方については今後模索していくことになると思うが、過渡期なのかなと感じた。日

向中で１年生が音楽の授業で校歌を歌っていたが、私も一緒に後ろで校歌を歌わせていただ

き、とても良い記念になった。
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【林委員】

７/７ 国文祭・芸文祭みやざき 2020 分野別フェスティバル日向のお国自慢展オープニン

グセレモニー出席。

７/13 東郷学園学校訪問。登校時の挨拶はとても気持ち良くできていた。１校時前の朝の

活動で１年生から４年生までの短歌集会が行われているようだ。これまでもずっと行われて

いたが、このコロナ禍でなかなか実施できず、今年は２回目ということで１、２年生の集会

があり参加した。子どもたちが生活の中で感じた微笑ましい短歌が発表され、東郷学園らし

い活動だと感じた。学力については読解力が弱いことや応用力に課題があることが報告され

たが、朝読書の継続と先生方の「分かる」、「できる」ための授業改善が行われており、必ず

結果が出るのではないかと感じた。また、令和１年度の中学部の体力テストの結果が県平均

をほぼ下回っており、特に男子が際立っていたのが大変気になった。授業態度については良

く、特に中学部の授業態度が良かったことが印象的だった。

７/15 市町村教育委員会連合会研修会出席。児童虐待の現状とその対応についての講演を

リモートで受けた。

４ 議事

●議案第 24 号 令和４年度使用教科用図書について

【今村教育長】

本日の議案である議案第 24号、令和４年度使用教科用図書についてだが、義務教育諸学校

の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 14 条に、使用教科図書の採決は、９/１以降

に公表するものとなっている。そのため、教育委員会会議規則第 14 条により議案第 24 号に

ついては非公開としたいがよろしいか。（異議なし）

それでは、議案第 24 号については非公開とし、審議の際は、傍聴者及び関係課以外の職員

には退出していただく。

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

８/10 （市議会文教福祉常任委員会）所管事務調査。今回は細島小学校改築事業の進捗に

ついて現地にて確認していただくことになっている。本事業については昨年度から今年度に

かけて実施しているが、校舎は８/４に完成検査を受ける予定である。その後に市の方に建物

が引き渡されることになるが、荷物の引っ越し等を８/22 までに完了する予定であり、２学

期から子どもたちは新しい校舎で授業を受けることになる。２学期以降の工事については、

既存校舎の解体や運動場整備等を実施し、年度内に全ての工事が完了するように事業を進め

ているところである。

７/21 に令和３年度日向市交通遺児等育英協議会定期総会及び幹事会を開催した。日向市

小中学校に在学する児童生徒の保護者が交通災害、水難、労働災害等による遺児となった場

合に、育英金を交付することとしている。寄附金を原資にして事業を行っている。今回の総

会及び幹事会については事務局を含め８名が出席し、昨年度の事業報告並びに今年度の事業

計画、交付要綱の一部改正について慎重に協議された。今年度の交付対象児童・生徒は小学



5

生１名、中学生２名である。

【若杉学校教育課長】

８/２～８/６ 就学前相談（相談予定者 51 名）

８/２ 指揮台贈呈式。（株）MFE HIMUKA から財光寺中学校、東郷学園、若竹分校に指揮

台が贈呈される。

８/２ 財光寺中学校区小中一貫連絡協議会

８/３ 第 26 回子どものための音楽会

８/４ 日向市授業力アップ研修。宮崎市立清武小学校のスーパーティーチャーを講師とし、

市内の小学校教員約 60名を対象に模擬授業を行い、国語科の授業づくりについて研究を行う。

８/10～８/15 学校閉庁

８/13～８/15 部活動停止

８/19 校長会

８/21～９/４ 日向市いのちの大切さを考える週間

８/24 地域学校協働活動推進研修会

８/26 始業式

10/５～11/25 就学時健診

【黒木スポーツ・文化振興課長】

８/５ 「お国自慢大集合！展」市民大賞表彰式（19 日間で来場者が 579 名）

８/８ 国文祭芸文祭「お船出ものがたり異聞」

８/21～８/22 国文祭芸文祭「短歌甲子園大会」

８/28～９/５ 国文祭芸文祭「刀匠松葉國正刀剣展」

８/29 国文祭芸文祭「刀匠松葉國正トークショー」

そのほかの行事としては、夏休み親子スポーツ教室、キッズ体力向上プロジェクト、バリ

アフリースポーツ教室がそれぞれ複数回開催される。

【児玉生涯学習課長】

８/１ 日向市青少年指導員連絡協議会の全地区合同パトロール出発式

令和３年日向市成人式については中止することとなった。新型コロナウイルス感染者が急

増しており、県から７/19 から８/31 まで不要不急の往来自粛要請が出されている。このこと

から、参加者、家族、市民の安全を最優先して中止をすることとなった。ただし、14 日は新

成人を代表してこれまで式典の準備に携わっていただいた実行委員４名及び成人証書授与を

受けていただくことになっていた１名の方に成人証書を授与する。その様子は、市の公式ユ

ーチューブで後日配信したいと思っている。

子どもの夢サポート事業について現在の状況を報告する。バドミントン競技でオリンピッ

クに出場したいという夢を持っている生徒については、８/17 に熊本県益城町の再春館製薬

所で練習することが決定した。残りの２名についてはまだ決まっていない部分もあるが、バ

ドミントンで桃田選手のような実業団選手になりたいという夢を持っている生徒については、

当初予定では NTT 東日本での練習を希望していたが対応ができないということで、富山県の
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トナミ運輸での練習ができないか調整している。本の編集者になる夢を持っている生徒につ

いては、東京の新潮社での対応が決定した。実施時期は、本人の都合とコロナ禍であること

を考慮し、家族、学校と協議し、12/23～12/24 に行く予定である。また、角川武蔵野ミュー

ジアムの見学を提案しているところである。

【星野図書館長】

７/29 日赤奉仕団しおり贈呈

８/３～８/８ 第 21回日向・平和のための戦争展

８/８ 夏休み子ども上映会

９/１～９/16 実習生受入。日向市出身の方で、佐賀県にある九州龍谷短期大学の女子学

生１名を受け入れる予定である。

ブックバトンという取組を毎年行っている。ほかの人にお薦めしたい本を短い文章でアピ

ールしてもらう取組で、館内に一斉に貼り出して読書意欲を高めることを目的としている。

是非ご参加ください。

【北住学校給食センター所長】

８/26 ２学期学校給食開始

【今村教育長】

短歌甲子園大会では１２校が参加予定ということだが、県外からは何校来られる予定か。

【黒木スポーツ・文化振興課】

県外からは７校となっている。

【林委員】

県外から７校が来られるということだが、県外との往来自粛が呼びかけられている中では

ある。

【黒木スポーツ・文化振興課長】

県外からの参加者は全員直前に PCR 検査を受けていただくことになっている。

【小林教育部長】

８/27 ９月定例市議会招集日。９月定例会は令和２年度の決算審議もあるため会期が長く、

10/５までとなっている。

先ほど成人式中止について報告があったが、昨日、成人者の保護者の方から担当課にメー

ルが届いた。東京では多くの感染者が出ているのにオリンピックを開催しているが、日向市

はなぜ成人式を中止とするのか、中止となった場合に、ほかの市町村では旅費や衣装代のキ

ャンセル料に対し補助が出ているところもあるが、日向市でもそういったことは考えられな

いのか、という内容であった。担当課から説明してもらったがなかなか納得していただけな

い部分もあったと報告を受けている。議員からも、何か個人個人に対してすることはないの



7

か、という意見をいただいている。担当課の方で成人者に対して何かできることはないか考

えてもらっている最中であり、今から考えていきたいということで回答したところだ。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んでいるが、現在、難病・基礎疾患のある

方、福祉施設の関係者、学校の教職員等に対して優先接種を行うということで、担当課で進

めている。学校現場では教職員をはじめ学校に勤務する会計年度任用職員も含めて、希望者

の名簿を作成し、優先接種を受けてもらうことになっている。

もう一つコロナ関連について、感染者が出た場合、重症者については当然病院に入院する

ことになるが、軽症者については延岡市の宿泊療養施設での療養対応となっており、県職員

や市町村職員、看護師等が交代で療養者の対応を行っている。教育委員会では今年度に入っ

て既に２名を派遣した。実際の対応は１週間だが、その１週間勤務の３日後に PCR 検査を受

け陰性であれば職場に復帰することができ、実質 10 日ほど担当業務から離れることになる。

６/19 から７/25 までは感染者がいないということでホテルを閉鎖していたが、感染者が出て

きたため７/26 から宿泊療養施設としての対応が出てきた。教育委員会には８/４から８/10

までに１人、８/11 から 8/17 までに１人ということで要請があり、既に派遣職員が決まって

いる。さらに、９/１から９/７まで、９/29 から 10/５までであと１人ずつ出してほしいとい

うことで要請が来ている状況である。

６ その他

（１）８月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年８月 25 日（水）13時 30 分から

（２）９月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年９月 30 日（木）13時 30 分から

（３）その他

７ 閉会 （14時 49 分）


