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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年１２月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年１２月２３日 午後２時００分～午後２時５０分 

開 催 場 所 音更町役場 ２階 第３委員会室 

委 員 出 席 者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事 務 局 出 席 者 
八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、安村施設係長 

傍 聴 者 数 無し 

議 題 ・ 諮 問 内 容 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 報告第１号   諸般の報告 

３ 報告第２号   北海道教育委員会による全国学力・学習状況調査の結果

公表について 

４ 報告第３号   おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの開催結果に

ついて 

５ 協議案第１号  令和４年度教育委員会予算編成に伴う主要事業の概要

について【秘密会】 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 協議案第１号につきましては、原案のとおり決定されました。 

会 議 経 過  別紙会議録のとおり 

お 問 合 せ 先 教育委員会 教育総務課 総務係 
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令和３年１２月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年１２月２３日 

ところ 役場庁舎 ２階 第３委員会室 

 

委員会出席者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事務局出席者 八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、安村施設係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１４時００分） 

 

令和３年１２月教育委員会会議（定例会） 

（教育部長兼教育総務課長） 

起立、礼、着席ください。 

（教育長） 

本日の出席者は５名で定足数に達しております。 

ただ今から、令和３年 12 月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

日程１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、音更町教育委員会会議規則第７条の規定により川井委員を指名い

たします。 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題とします。 

事務局の報告を求めます。 

八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  議案書の２ページをお開き願います。 

報告第１号 諸般の報告。このことについて、次のとおり報告いたします。 

  11 月 26 日（金）、総務文教常任委員会が開催され、11 月開催の議会臨時会及び 12 月議会定

例会に提案する補正予算の概要について説明を行っております。また、農村環境改善センター

において、現地調査が行われ、郷土資料室のリニューアル等について説明を行っております。 

  11 月 30 日（火）、第４回議会臨時会が開催され、図書館に係る補正予算が可決されました。 

12 月５日（日）、『おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ』が開催されました。後ほど、

開催結果についてご報告申し上げます。 

12 月８日（水）から 16 日（木）までの期間において、第４回議会定例会が開催され、議会

からの要請により追加でご協議いただきました補正予算を含め、全て可決となりました。一般

質問については、新村議員から「気軽に楽しめるボルダリング設備を」、神長議員から「不登校

の児童生徒に対する支援について」お配りしております答弁書のとおり、それぞれ質問がござ

いました。 
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  また、石川教育委員の任期満了に伴い、髙橋敬貴氏の教育委員会委員の任命について、町長

から提案があり、議会の同意を得たところであります。 

  そのほか、「音更町パークゴルフ場利用料無料化に関する件」について、陳情書が提出され、

12 月８日（水）と 15 日（水）の２日間において審査が行われましたが、「継続審査」となりま

した。 

  12 月９日（木）、『校長会議･教頭会議』を開催し、お配りしております会議議案のとおり、

報告連絡事項等について説明を行っております。 

  また、教育長からは、「新型コロナウイルスへの感染防止活動」、道内中学生の傷害事件を受

けての「命を大切にする教育の充実」や「音更高校への新たな支援の周知」のほか、「交通違反･

事故への注意喚起」や「服務規律の保持」についてのお話がありました。 

  12 月 17 日（金）、『音更町中高連絡協議会』が開催され、各中学校から「進路希望調査の報

告」や「入学者選抜に係る手続きの説明」のほか、音更高校の間口維持に係る中高連携の取組

について、意見交換を行ったところであります。 

以上報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  報告が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程３、報告第２号 北海道教育委員会による全国学力･学習状況調査の結果公表についての

件を議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  それでは、議案の３ページをお開きください。 

  報告第２号 北海道教育委員会による全国学力･学習状況調査の結果公表について。このこと

について、別紙のとおり報告いたします。北海道教育委員会では、全国学力･学習状況調査の結

果につきましては、平成 26 年度から同意を得られた市町村の調査結果及び分析結果等を北海道

版結果報告書として公表しているところでございます。本調査は、新型コロナウイルス感染症

の影響で昨年度は実施されなかったため、２年ぶりの実施となりましたが、過去の実施年度と

同様に、今年度につきましても、本町分の掲載内容等についての照会があり、承諾いたしまし

たので報告いたします。それでは議案の４ページをお開きください。音更町内の状況及び学力

向上策につきまして、左側に小学校、右側に中学校の結果が記載されております。左上の教科

全体の状況では、教科の領域別に全国を 100 とした場合の北海道と音更町の状況をレーダーチ

ャートで示しているほか、右上に各教科の平均正答率を記載しております。次に、中段の質問
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紙の状況は、児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査から抜粋したグラフになっておりまして、

これらを分析し、児童生徒の傾向や学校の取組の特色などとしてまとめたものがその下段の上

記結果の考えられる要因の分析に記載されております。この内容としまして、左側の小学校で

は、一つ目に、国語の授業において言葉の特徴や使い方についての知識を理解したり、使った

りする指導を行ったことにより、言葉の特徴や使い方に関する事項で全道の平均正答率を上回

るとともに、国語の授業の内容はよく分かると回答した児童の割合が全国及び全道の割合を上

回ったと考えられる。二つ目に、算数の授業において ICT 機器を効果的に活用するとともに、

補充的な学習の指導を行ったことにより、算数の授業の内容はよく分かると回答した児童の割

合が全国及び全道の割合を上回ったと考えられるとしております。同じく、右側の中学校では、

一つ目に、国語の授業において目的に応じて自分の考えが伝わるように根拠を明確にして書い

たり、表現を工夫して書いたりする指導を行ったことにより２領域１事項で全国及び全道の平

均正答率を上回るとともに、国語の授業の内容はよく分かると回答した生徒の割合が全国及び

全道の割合を上回ったと考えられる。二つ目に、数学の授業において問題の解き方や考え方が

分かるようにノートに書く指導を行うとともに、発展的な指導を行ったことにより、３領域で

全国及び全道の平均正答率を上回ったと考えられるとしております。また、１番下、下段には、

本町の学力向上策としまして、小中合わせて４点を記載しております。なお、北海道版結果報

告書の公表につきましては、道教委のホームページに掲載されております。以上、報告とさせ

ていただきます。 

（教育長） 

  報告が終わりました。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程４、報告第３号 おとふけ教育を考える日記念フェスタの開催結果についての件を議題

とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  ５ページをお開きいただきたいと存じます。 

  報告第３号 おとふけ教育を考える日記念フェスタの開催結果について。このことについて

別紙のとおりご報告をいたします。６ページをお開き願います。12 月 21 日に開催した第４回

実行委員会議案によりご説明させていただきます。フェスタ当日の参加者数は、受付で配布し

た資料の数でカウントをしておりますが、今回は 485 名となっております。続きまして、アン

ケート結果ということで、７ページに主な内容について掲載しておりますので、合わせてご覧

ください。回収率は 24％でありますが、全体を通して大変良かった、まあまあ良かったと回答
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した人の割合が９割と高く、今後も継続して欲しいという意見が多くありました。感染対策の

ため、講演会を中止とし、新たな企画として、オンライン授業事例発表を行いましたが、後半

部分は保護者が帰ってしまい、参加が少なかった、あるいは、土曜日の開催や午前日程のほう

が集まりやすいのではという意見もありました。教育活動報告は、どの発表もすばらしかった

という意見を多くいただいております。ただ、吹奏楽関係が重なったことにより、準備、セッ

ティングに時間がかかっている、あるいは、内容により発表順を変更してはどうかとのご意見

もありましたので、次年度以降の準備も含め、工夫をしてまいりたいと考えております。講演

会については、来年度招いて欲しい、または、聞いてみたい内容はという設問で、講師として

は、テレビで見るような著名人や、音更･十勝に縁がある人、講演内容としては、SDGS やコロ

ナ対策、不登校などに関する内容についてということで挙げられております。決算については

割愛させていただきます。次に、次年度以降の方向性についてであります。１点目の教育活動

報告の発表校につきましては、幼稚園･保育所は子ども福祉課で選定、小学校は、校長会におい

て検討していただき、中学校と高校、短大については、ローテーションにより決定していまし

たが、同様の形で考えていきたいということになりました。内容により、発表順を変更しては

どうかという意見もございましたので、その点につきましては、内容によって検討してまいり

たいと思っております。２点目、各分野の指標の PR につきましては、例年指標を印刷したクリ

アファイルを受付で配布し、３年に１度となる今回は、町内の小中学校、音更高校、帯広大谷

短期大学の全児童、生徒、学生に配布し、PR をしたところでございます。３点目、教育活動写

真については、当日配布する栞に各園、各校の教育活動を紹介する写真と、説明文を掲載し、

イメージソングの演奏時には、歌詞のテロップと合わせ、ステージのスクリーンに投影をした

ところでございます。４点目、イメージソングについては、アンケート結果からも好評である

ことから、継続して普及･PR をしていきたいと考えており、今回投影した教育活動写真を背景

として使い、町のホームページから視聴出来る様に現在準備を進めているところでございます。

５点目の会議の回数については、今年度と同様、開催前３回と、開催後の反省会を合わせて４

回、前々日の会場準備と当日にご協力をいただく形で今後もお願いしたいと考えております。

以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  報告が終わりました。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  質疑ではないんですけど、オンライン事例発表、大変充実した内容で、分かりやすく説明し

ていただいたので大変良かったと思います。以上です。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  他に質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 
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（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程５については、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により、秘密会として審議した

いと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  ただ今から、会議を秘密会といたします。 

  

（以下、非公開） 

 

（教育長） 

  これで、本会議に付されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

  ここで、12 月 20 日に開催されました、音更高校との意見交換会について意見･ご感想など委

員の皆さんから取りまとめを行いたいと思います。 

  田中教育長職務代理者より順にご発言をお願いいたします。 

（田中教育長職務代理者） 

  この間、訪問しまして、１つ校長･教頭に聞き忘れたなと思ったのは、今回、間口が減るとか、

入学定員が少なくなるのが原因なんですけど、校長先生、教頭先生から具体的にどういう対応

をするかということも出てこなかったんですけど、教職員が危機感といいますか、そういうの

があるのかなというのを感じました。道立の高校なんですけど、地元の高校としては、教職員

の情熱といいますか、なんとかいい学校だから来て欲しいというようなアピールをしっかりす

る形が出来ているようには見えなかったので、それをちょっと聞けば良かったかなと思ってい

ます。訪問した時に言ったと思うんですけど、とにかく道立なんだけど、音更町にある高校で、

地元にある少なくとも中学校５校、もっと多く訪問してほしい、せっかく色々校長先生が音更

高校の良いところを話してくれましたけど、校長先生が行ってほしいということではないんで

すけど、音更高校の先生誰かが、担当の先生が各中学校を回ってアピールするというか、音更

高校ってこういういいとこあるんですよという、こういうすばらしい高校なんですよというこ

とをもっと言って欲しいというふうに思いました。ショックだったのが、他の学校、士幌高校、

上士幌高校なんかよりも、音更高校の先生たちのほうが訪問が少ないんじゃないかという話も

聞いたものですから、そこらへんはちょっと地元の中学校をしっかり高校は見てもらいたいと

思います。進学する３年生だけではなくて、小学校から中学校１年になった子を対象に、ある

いは、中学校２年生、各学年を訪問して音更高校の良さをアピールして欲しいと思いました。

あと、これも質問の中で返ってきた回答だったんですけど、OB とか OG に対する働きかけはほ

とんどしてないような感じでしたね。音更高校を愛している音更高校を出た人たちにも、今の

入学者が少ないことを十分理解してもらって、そのためにぜひ知り合いの人たちを音更高校に
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入学して欲しい、受験して欲しいということをいってほしいというふうに思いました。それは

働きかけないと OB･OG はなかなか言ってあげなきゃ分からないと思いますから。あとできれば、

PTA も含めてアピールしてもらいたいなというふうに感じました。私からは以上です。 

（教育長） 

  はい。ありがとうございます。続きまして、石川委員お願いします。 

（石川委員） 

  感想的なものになるんですが、以前の会議でも触れたと思うんですが、ほぼ行く機会がなく、

久々に訪れてみたという中で、校舎が寒かった、道立高校なのでどこも暖房費とか色々制限さ

れているのかなと感じたんですけれども、高校とはいえ学習の場ですし、ちょっと可哀想だな

という感じがしました。子どもたちの学びの場としては、単純に過ごしにくいのかなというふ

うにも理解できたかなと。せっかく新しい校舎なんですけれども、もったいないなというふう

に思いました。そういうふうに感じられているところに少し近づけたのかなというふうに思っ

ております。そういうふうに側にいる私たちも理解を少しずつ深めながら、近づいていくとい

うことが必要なのかなと思いました。校舎内を案内していただいた中で美術の作品とかも展示

してあったんですけれども、オリジナルキャラクターをモチーフにした作品とか駒場の地にあ

りますので、駒の字を使った言い回しとか、色々そこの地域に根付いたものを前向きに捉えて

いっているんだなという感じもいたしました。様々な応援の仕方があると思うんですけど、道

立高校と町の委員会とかの組織はなかなか行き来しづらいのかなとずっと思っていましたので、

ひとつ話が出来るきっかけが出来たのが良かったのかなと思っております。具体的な方法は、

どんどんこれから改めて詰めていければなと思いますし、出来ることを少しずつ探して色々や

っていかなければならないのかなと感じました。意見交換の中でも、お話もしたんですけれど

も、意外と近場にも色んな立場の方で卒業された方もいらっしゃるというのもありますので、

何かの形で意見交換なり、交流を改めてしてみるというのも方法なのかなと思いました。同窓

会の役員の方も卒業生の一部でしたけれども、関心を持っている方たちのきっかけとして具体

的に動き出せば、また少しずつ変わっていくのではないかと思いましたので、今後とも交流を

続けていっていければいいのかなとも思いました。日程が許せば、学校訪問みたいな感じで、

限りがありますけれども、年に１回とかは交流するとか、そんな機会も定期的に作っていって

も良いのかなというふうにも感じました。感じたところはそんなところです。以上です。 

（教育長） 

  はい。ありがとうございます。続きまして、種川委員お願いします。 

（種川委員） 

  今回、音更高校との意見交換会を初めて行ったんですけれども、大変良い中身だったと思い

ます。行って良かった、話を聞いて良かった、見てきて良かったと率直に思いました。具体的

には生徒像をどういうふうに計っていくかということなんですけれども、なんといっても、中

学生やその保護者さんたちに音更高校のプラスの知名度が高まることが必要なんだろうなとい

うふうに思っておりまして、そのために、高校では音更高校生が活躍している様子を積極的に

発信してほしいなというふうに思ってきたところです。更に、町や町教委としては、音更高校

の高校生が活躍する場をより多く、数多く作っていってほしいなとそんなふうに感じました。

以上です。 
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（教育長） 

  はい。ありがとうございます。続きまして、川井委員お願いします。 

（川井委員） 

  学校のパンフレットを見て、校長先生、教頭先生のお話を聞いて、とても良い取組みをされ

ているんだなと初めて感じて、うちは長女がもう大学生ですし、中学校の子どももいるんです

けれど、そういうのを知らない部分があったので、もったいないなというふうに感じました。

保護者とか生徒たちの中で音更高校の評判があまり良くないというのは、正直あって、実際に

授業風景を見させていただくとやはり緊張感が足りないのかなと私は感じました。そこがやは

り、音更高校に実際に行っている生徒、保護者の方から伝わってきて、他のこれから受験をし

ようとしている生徒や保護者に伝わってきてあまり良いイメージを持たれていないのかなとい

うふうに思いました。以上です。 

（教育長） 

  はい。ありがとうございました。 

  一通り、ご意見･ご感想をいただきましたけれども、取りまとめ的なというか、皆さんのご意

見を聞いた上でまた何かあればと思うんですが、いかがでしょうか。 

（田中教育長職務代理者） 

  ひとついいですか。 

（教育長） 

  はい。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  最初にちょっと確認させて欲しいんですけど、音更高校の Q&A という資料いただいたんです

けど、すごく良いことが書いてあるんです。これはどのような場面で出る資料だったんですか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  今、教育委員さんからもご意見が出たように音更高校を知ってもらう方法ということで、情

報発信、特に今回受験する３年生を対象に何をどういうふうにしてもらったら良いんだろうと

いうことで、ただ学校のようなパンフレットを作るのではなく、例えば音更高校に質問という

か、こういうのはどうなっているのかということを受験生側の立場で聞いて回答を得るような

ほうがいいのではないかという形で、この Q&A という方式を使わせていただきました。内容に

ついては、企画課の津久井先生と高校のほうと連携を取りまして、受験生とか保護者だったら

こんなことを聞いてみたいだろうなということを項目にしまして学校のほうから回答をいただ

いたりとか、色々な情報を得まして、作成をしております。この内容については、11 月頃に二

者面談、もしくは、三者面談前に間に合うようにということで急遽作りまして、三者面談の前

には子どもを通して各保護者のほうには、学校を通じて配布をさせていただいているところで

ございます。これについては、今後３年生に限らず、各中学生には、お配りしていったほうが

良いかなというところもありまして、内容については、本当はもう少しホームページなどに載

せられるような形にして一般の町民の方も見て、音更高校ってこういうところなんだというと
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ころも知ってもらいたいなと思っているんですが、内容が私立高校の受験料だとか、そういう

こともありまして、ちょっとホームページに載せるには、少し見直しをしなければならないか

なと思っていますが、町のホームページなり、そういったところを活用したいなというふうに

は考えているところでございます。以上です。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  十勝には大学、短期大学は帯広畜産大学、帯広大谷短期大学２校しかないですよね。そのう

ちの短期大学が音更にあるわけですよ。例えば、大谷短大との連携では何をしているのですか

って書いてあって、教育連携校として入学金の半額が免除されますとかね、音更高校ってなん

だっていうのがね、私もこれを読ませてもらって、へぇーと思ったのが正直なところです。だ

から、これを本来は音更高校がもっと発信していかないと。音更高校の校長先生、教頭先生の

話を聞いて、頑張っているなという感じが残念ながら感じなかったものですから、こうなった

ら、中学校１年生、２年生、３年生でもいいから年に３回や４回は顔を出して欲しいなという

のが本当の気持ちです。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  他にございますか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  川井委員のお話の中で、教室を見に行った時に、子どもたちに緊張感がないのかなと感じた

という部分で、確かにそういう部分もあったなと思いました。注目されるという部分が少ない

のかなといいますか、色んな部分で中学校を訪問している中で、よく言われている自己肯定感

が感じられる場面が少ないのかなという気がします。部分的に花を作っているとかで注目され

て褒められるとか、沢山あると思うんですけれども、見てもらえる部分が増えていって、子ど

もたち自身も見に来た人たちに印象を与えるのも生徒さんたち自身なんだよっていう部分でそ

ういった部分が伝わって、そういう人たちも生徒たちも含めて気持ちが変わっていくきっかけ

があればちょっと違うのかなと。懇談の中では、クラスの中であまり目立たなかった子達が来

たりとかあると思いますので、場所と顔ぶれが変わればまた違う場面も出てくる可能性もある

というところで、先生たちも取組まれていると思うんですけれども、その辺はうまく活躍の場

を作って、自己肯定感を外部からも感じられるような工夫に協力とかも出来ればまた違うのか

なと感じました。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  その他ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  それではいただきましたご意見で、音更高校については中学３年生だけでなくて中学１、２
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年生も含めて広く５校の中学校にもっと積極的に回っていただきたいということですとか、OB･

OG、同窓会への働きかけというのも高校がやることかもしれませんけれども、そういったこと

も含めて活発な動き、石川委員のほうからは年に１回くらいは各小中学校を回っているのと同

じように音更高校も訪問先として入れてはどうかというお話もありましたので、その辺も来年

度に向けて検討させていただきたいと思います。種川委員からお話のありました子どもたちも

活躍を発信、PR するということと、あとは、活躍の場を町として作ることも非常に大事だとい

うことでございます。これについても考えていきたいなと思います。あとは、川井委員からも

パンフレットの説明を聞いて、内容がすごく良いということが分かったんだけれども、残念な

がらその辺が保護者としてもそういった情報が入ってきていない、届いていないということも

ありましたので、先ほどの Q&A の話もありましたけれども、なるべく早目に町内の子どもたち

に届くように方策というのを、高校と中学校を繋ぐという意味で考えていますので。自己肯定

感とか活躍の場を設けて生徒の気持ちを変化、高められるような活動ということで、昨日も音

更高校のボランティア同好会が来られまして、その席上でボランティア同好会のほうから、同

好会の会員の活動だけではなくて、臨時的に同好会が窓口となって、高校の生徒がこの行事だ

ったら自分たちも行けるよというのを募集をかけて窓口となって連れて行くとか、ということ

もこれからやっていきたいという話もありましたので、それは町の行事だとか色々ありますけ

れども、町も一緒に中継地点になって進めていきたいという話もさせていただきましたので、

そんな形ででも決してボランティア同好会だけではなくて、生徒全体が活躍の場として町の事

業だとか、そういったものに関わっていける、または、民間のほうでも何かあればお手伝いを

させていただくというようなことで進めていければなというふうに思っています。教育委員会

だけではなくて、町、各部署全体の中で進めていきたいというふうに思っております。 

  よろしいでしょうか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  私たちが行った時に、コミュニケーション英語の授業を見せてもらったじゃないですか。例

えば、音更町と英語での通訳が必要になった時に、例えば音更高校の学生さんたちに、ボラン

ティアみたいな形になるかもしれないけど、頼んだりとかそういうことってあったんですか。

今まではないんですか。 

（教育長） 

  今まではないですね。 

（田中教育長職務代理者） 

  そういうことも本当は、せっかく単位制で色んな単位の出てたけど、関わりのあるようなや

つだったら、そういうのを密接に町としてやっていったら面白いと思ったんですけどね。 

（教育長） 

  授業の中でやるかだとか、部活動の中でやるか、色んな形があると思うんですけれども、中

高連携のほうを検討中ですので、お互いにやれることを出し合って、その辺は今後詰めていき

たいと思います。 

（田中教育長職務代理者） 

  高校生が中学校へ行って英会話をするとかそういう交流をすれば面白いかもしれないですね。 



【④会議結果】 

（教育長） 

  これまでも、部活動で行くかどうかは別として、先生の乗り入れだとか、生徒の乗り入れだ

とかという中で、今ご提案があったのは英語ですけれども、例えば、音楽の関係とかも考えら

れますし、佐藤先生というすばらしい先生がおられるので、管弦楽曲の顧問をされている先生

ですけれども、その先生が例えば中学校へ来て、吹奏楽部の指導をするとか、そんな機会があ

れば非常に大きな PR になると思いますし、そんなことで考えていることもあるんですけれども、

これは、それぞれ学校事情があったりしますので、なかなかそう簡単にもいかなくて、なおか

つこれまでコロナがありましたので、全く人の動きが出来なかった２年間でありました。今後

の状況を見ながら、色々どこまでそれが出来るのか、いろんな場面があると思いますので、検

討していきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

  ありがとうございました。 

  これで意見交換会の取りまとめを終了いたします。 

  その他、教育委員および事務局から何かあれば発言してください。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  特になければ、これをもちまして、令和３年 12 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時５０分） 


