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９月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年９月２１日（水） 場  所  市役所本庁 講堂 

開 催 時 間 １３時３０分 から １４時５５分まで 

出 席 者 

教育長 澤野 幸司 

教育委員 宮田 靖、久世由美子、高橋勝栄、甲斐千尋 

参 与 
長友武彦、瀬之口博行、伊東洋之、黒木幹生、山田 聡、岡田健一、 

工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、井本治久、古川久師 

◎ 議 事   

  ◆議案第 16号 令和４年度延岡市アウトリーチ懇談会委員の委嘱について 

（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、不登校や非行等の問題について研究、協議を行い教育委員

会に対する提言、助言等を行う「延岡市アウトリーチ懇談会」の委員の委嘱につ

いて説明がなされ、下記の質疑の後に、異議なく承認された。 

    

        ◎） 具体的に今年度のアウトリーチ懇談会に、学校教育課としてどの

ような議論をしてもらおうと考えているのか。 

        ⇒） 今年度は、１０月と１月の２回の会議を開催し、内容は、１回目

で特に、不登校や不登校傾向の児童生徒への理解や支援のあり方等

について議論してもらう予定としている。２回目については１回目

の懇談会の報告や市内学校の生徒指導の現状や課題等について議

論してもらうことで考えている。 

        ◎） 不登校もいろいろと原因があるかと思うが、様々な視点で本市の

現状を掴んでいる方がこの 12名にいると考えてよいか。 

        ⇒） そのとおりである。 

 

◆議案第 17号 延岡市青少年指導員の委嘱について（社会教育課） 

   ● 社会教育課長補佐より、本年の６月１日から委嘱した延岡市青少年指導員のう

ち１名が欠員となり、その後任の委嘱を行うことについて説明がなされ、異議な

く承認された。 
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◎ 協議 

  ◆教育の情報化、ＩＣＴ教育について（学校教育課） 

● 学校教育課長より、下記のとおり説明を行った後、協議を行った。 

 

    ○本市においては、国が進めるＧＩＧＡスクール構想により、昨年度児童生徒 1

人 1台の端末の整備が完了している。それと併せて高速大容量のネットワーク環

境の整備も完了している。 

    ○配付資料は、本市における学校教育の情報化の考え方と、その具体的な方法に

ついてまとめたものである。この資料を使って、本市におけるＩＣＴ活用の導入

について、これまで校長会や学校における情報教育担当教職員の研修会等で幅広

く周知してきたところである。 

    ○資料の４ページのＩＣＴ活用の推進体制について、①児童生徒がＩＣＴを活用

する授業改善から⑤ＩＣＴ教育推進のための支援体制の確立、この①から⑤の推

進の観点で、総合的にＩＣＴ活用の取り組みを進めているところである。児童生

徒の力を最大限引き出すことを目的としている。 

○資料の６ページに、児童生徒がＩＣＴを活用する場合の姿として、４つのステ

ップとして示している。７ページは、教職員がＩＣＴを活用する場合の姿として

のステップをイメージしたもの。それぞれ、このステップごとに、学校で児童生

徒、教職員に、このようにＩＣＴを活用してくださいと示したものである。この

ステップを参考に、それぞれの学校で児童生徒と教職員のスキルの実態に応じた

取り組みを進めているところである。 

○資料の９、１０ページにあるのは、各学校に導入している授業支援システムで

いわゆる教材である。この教材を活用しながら、現在ＩＣＴを活用した学習を推

進している。ロイロノートは全児童生徒に導入している。キュビナはＡＩ機能を

搭載したもので、小学校５・６年、中学校全学年に導入している。また、Ｋ-ＧＹ

Ｍ（ケージム）はデジタル隂山メソッドであり、これは小学校１年生から４年生

に導入している。 

○現在、本市においては、ＩＣＴを活用している事例として、本年度は夏季休業

の課題として、これらの教材、授業支援システムを使った取り組みも行ったとこ

ろである。また、中学生と慶應義塾大学の講師とオンラインでつないだ論理コミ

ュニケーション授業の実施や、学校によってはコロナ禍の密を避けるために、教

室同士をオンラインでつないで生徒総会も実施している。コロナの感染拡大によ

り臨時休業、学級閉鎖等になった場合には、学校と各家庭の子供たちをオンライ

ンでつないだ授業の実施などにも取り組んでいる。島野浦学園と三川内中学校で

は、学校同士をオンラインで繋ぎ、国語の授業を行ったり、修学旅行の事前打ち

合わせも行っている。さらに、旭中学校では、体育大会で保護者の入場制限があ

ったが、運動場に入れない保護者に対して、運動会の様子をオンラインで届ける
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という取り組みも行っている。 

 

        ◎） 学校訪問で授業等を見せていただいた中で、それぞれの学校が積

極的にその機器を活用して授業に臨んでいるっていう姿は大変素

晴らしいなというか、時代の流れに沿った形でしっかり授業をされ

ているなという印象を持ったところである。ちょっと気になったの

は、その機器を使って授業をやっているときに、いわゆる不具合が

生じることが見られたところ。これは指導しているほうの指導の問

題なのか、それともその学校全体としてのネット環境がまだまだ追

いついていないのか、そこだけちょっと分からなかったが、いい感

じで授業が進んでいた時に不具合が生じてしまうと、若干興味関心

が薄れたかなというような部分もちょっと見られたりしたので、そ

のあたりが気になった。 

        ⇒） そういう実態がないというわけではなく、障害が起こったりする

のも事実である。障害の原因がこれだというところまでは突き止め

切れていない部分もあるが、できるだけ授業に支障がないように努

めて参りたい。ＩＣＴ活用については、ＩＣＴサポーターとして、

障害があった場合の対応、保守、操作の説明など民間に委託して、

適宜対応しているところである。 

       ◎） ＩＣＴ支援員は何名配置されているのか。 

       ⇒） ６人である。 

       ◎） この６人が各学校を回っており、そういったフォローをしてもらっ

ている。ちょうどその方が学校に来ている時に授業に不具合が起きれ

ば、いろいろと対応してもらえるし、学校の中には詳しい先生もいる

ので、そういった先生方が対応したりということだが、委員が心配さ

れるように、授業の途中、さあこれから発表するぞというようなとき

に切れたりすると、子供の学習意欲が、というような心配、そういっ

たネットワーク上のことについては、なかなかこれは難しいなと思っ

ているところでもあった。あと、慶応大学のＳＦＣ、論理コミュニケ

ーションを紹介してもらった。梅島先生と夏休み問題でちょっと私も

話をしたが、ネットワーク上のことについて少し新たな提案をもらっ

て、もっとスムーズに、そういったストレスが無いようなネットワー

クの構築の仕方があるのではないかと、それをちょっと探ってみたい

という話ももらっているので、今抱えているような課題については、

少しでも無くなるようなことはまた随時、学校教育課と一緒になって

展開していきたいというふうに思っている。 

       ◎） ＩＣＴの不具合があったら本当に子供たちの意欲が下がるなという
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ふうに 1回見たことがある。でも、子供たちの能力の差というのはど

うなのか。全児童に導入して、５・６年生と中学生とか１年から４年

とか分かれてはいるが、能力は全部が全部一緒に上がらないと思う。

そういう時の対応の仕方とか、今現在どういう形なのかなとちょっと

思ったので、もし分かれば教えて欲しい。 

       ◎） 子供たち一人一人のその活用の能力への対応はどうするかっていう

ことだが、関連で質問等はないか。 

       ◎） 今日学校訪問に行って授業も見てきたが、結構タブレットは、後ろ

から見ていたら、それで遊んでいる子どももいる。ついていけない子

どもについては、どういう対応をするのかなと思っていた。それから、

先生が 1人で教えられていたが、２人授業とか、そういう対策などは

考えられていないか。 

       ⇒） 子供たちの能力差について、一番考えられるものとしては、キーボ

ードでの入力というところで、子供たち一人一人に差が開くというの

が考えられるし、現状起こっているところである。１人１台端末で配

られているものは、ディスプレイにタッチ機能がついており、タッチ

で入力できるというものもあり、一人一人の能力に応じてキーボード

で入力する子供、それからペンとか指とかでひらがなを書いたら、そ

れを機械のほうで文字化してもらうもの。それから、そのまま手で書

いたものをそのまま、いわゆるノートに紙で書いたようなものとして

提出するという三つの方法をとりながら、それぞれの子供の能力差に

対応しているところである。それから、機器に自分のアカウント、私

の端末ですということで、サインインするときの入力についても、児

童生徒一人一人にＱＲコードを配付しているので、そのＱＲコードを

カメラに読み込ませることで、簡単に入るようにということで、児童

それぞれの能力差を埋めているという取り組みを行っているところ

である。それから、実際に授業中に、後ろで違うことをしてしまうと

か、そういったことが現状としてあるかなとは思うが、先ほどのＩＣ

Ｔ支援員の方が月に２回ずつ学校を訪問するということになってお

り、その時に、効果的な授業の進め方とか、ついていけなくてちょっ

と戸惑っている子供のサポートをしてくださるというような取り組

みをしているので、このあたりも並行して進めながら、それぞれの先

生方が、子供たちの看取りもしながら、ＩＣＴを活用した授業を推進

されるように進めていきたいと考えている。 

       ◎） 今は子供たちを中心に話してもらったが、先生たちが疑問に思って

いて、他の人達がこれについていけるのかなと。先生たちの指導の仕

方について疑問などはあるのか。先生たちが子供たちに教えることに
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ついて、先生たちがここまでやってくれるといいのになとか、そうい

った話はないか。  

◎） 先生たちへの支援について、先生たちのスキルを高めるためにどの 

ような取組をしているのかということについて伺いたい。 

        ⇒） 学校現場にいて、日々授業をしている先生方からは、先ほど紹介が

あった授業支援システムそれぞれで使い方が違うので、それぞれの使

い方で、やはり悩まれていることもある。それで、それぞれのシステ

ムを導入してもらっている業者、専門的な立場から、業者の方から研

修をしてもらうという機会を設けている。それから、資料の 11 ペー

ジにあるが、学校内においてＩＣＴ教育を推進していくためには、や

はり学校の中でも研修を進めていかないといけないということで、推

進リーダーとして情報教育担当教員がおり、管理職のリーダーシップ

のもと、それぞれの学校でも、それぞれの授業支援システムの活用の

仕方、授業又は校務での上手な使い方ということで、それぞれの学校

で研修を行っているところである。昨年度入ったばかりなので、イメ

ージとしては、初めて携帯電話を持ったときに、意味もないのにメー

ルを送ったことがあるのではないかと思う。今先生方はそういった状

況だが、今後それらの経験を生かして、意味のある活用の仕方をして

いきましょうということで、最近、変わってきているところなので、

今後、先生方の困り感が解消していくのではないかと思っている。 

       ⇒） 補足として、先ほど業者にＩＣＴ支援員を委託しているという話を

したが、この支援員の他にヘルプデスクも開設している。民間の専門

的な方が配置されており、学校からの問い合わせや質問等に電話やメ

ール等で対応している。電話やメール以外にも、ＩＣＴ支援員が直接

学校に行き、機器操作の支援やＩＣＴ活用の研修も行っている。 

       ◎） そういうふうに先生方のフォローも今行っているというところ。多

分学校訪問をしたときに、校内研修でＩＣＴを活用してどういうふう

に授業をするかっていう研究をしている学校。その後の事後の研究会

等でやっているかと思うが、先生方としても、使うことが目的ではな

くて、使ってどのような力をつけていきたいかということによって、

使わせ方とか、それを使う場面というものも変わってくるんだろう

と。その辺を先生方自身が今研究しながらやっている。ＩＣＴ支援員

は、使うことのスキルだとかは支援できるが、授業のどの場面でどう

いうふうに使ったらというところについて専門性はない。それは先生

たちの専門性としてやっていく。あくまでも道具なので、他にいろん

なツールがあるのと一緒で、どう使うかということは先生方に主体的

に考えてもらわないといけない。この資料の６ページに「ＩＣＴ利活
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用で児童生徒の力を最大限引き出すために」ということで、ステップ

が０から３まであって、子供の姿が示されているが、実は同じような

ことが先生にも言えることであって、まずは使えるような習慣。使っ

てみるということは当たり前になってくるところから、どうやったら

その授業に効果的に使えるかということとか、どうやったら子供たち

の学びを深めることができるか。それで、つなげて新たな知恵をつく

ることができるかといった先生方自身の学びの姿でもあるのかなと

いうふうには思っている。そういった意味で、今度熊本に行ったとき

に、熊本は先進地だと言われているが、どこまで行っているのか、ま

たはそうなるまでにどのような支援を教育委員会がしていたのか、学

校はどういうふうにして、そこまで使えるようになったのかっていっ

たところを、我々としてはせっかく行くので聞き取ってきて、延岡で

本当にそれが使えるとは限らないが、延岡に持ち帰ってきて、使える

ものは、私たちでしっかり勉強していきたいなと思っている。 

       ◎） 先日、南方小学校、初めてちょっと児童数の多い学校を訪問したが、

その時に校長先生ともいろいろな話をしたときに、ちょっと事務的な

話だと思うが、1 人 1 台のタブレットがあることでのいろんな効果と

か、これからやるべきことっていうのは、一生懸命取り組まれようと

されていたが、結局 1人 1台あるので、充電をするときに、まとめて

やるとブレーカーが落ちるという嘆きもされていた。これまで私が行

った学校は小さい学校というか、生徒の少ないところだったが、大き

いところは大きいところでそういう問題があるのかなと。それって結

局、学校側はそれを活用して一生懸命やろうと思っているところに、

その充電がうまくできないっていう、そういうハード面というか、こ

ういうところには何か手を差し伸べてあげないと、使えるものも使え

ないのかなと思ったので、その報告も兼ねて申し上げる。 

       ◎） やっぱりそういったことが掴めるので、学校訪問をする意味はこう

いったことにあるんだろうなと思う。ちなみに充電はどこでするべき

だと思うか。子供たちは道具としてこのタブレットを使う。つまり自

分の道具である。何故こういうことを聞くかというと、いつまでも学

校にいるわけではない。社会に行ったときには、このタブレット、今

学習で使っているものではない自分のタブレットを使って、いろんな

有益なツールとして活用して生きていく。学校で使うそのタブレット

の充電はどこでしたらいいと思うか。 

       ◎） 持って帰るのだから、家庭でやるのは当然だと思う。 

       ◎） 持って帰るのだったらやっぱりちゃんと準備をして、学校に持って

いって、それを活用する。それでまた順繰りで、と思う。 
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       ◎） 結論があるわけではないが、このこと一つとってみても、どう使う

かっていうことについては、やっぱり大きな話題になるんだろうなと

思う。充電保管庫が国の事業の対象になっていたので、各学校に充電

でき保管もできるものが配置されているが、学校で見てもらうと、置

く場所が学校で様々。これが邪魔になるという意見もあったりする。

家庭に持って帰って充電してくださいとなった時に、どうするかとい

う話。ちなみに学校教育課にそういった問い合わせや、学校からの意

見等は来ているか。 

       ⇒） 今のところそのような問い合わせ等はない。 

       ◎） つまり、学校にそういった意見が来ないってことは、学校で使って

いるものだから、学校で充電するのは当たり前だと思われているとい

うこと。 

◎） 保護者としてだが、自分も最初、家に持って帰って自分で使うな  

ら、家で充電すればいいと思っていたが、では壊れたときにどうする

のかとか、パスワードとか他に使えないようにするという仕掛けはい

ろいろできるだろうが、学校で使うこと以外に何か使うようなことに

なったりとか、そういう問題もあるのかなと思っている。多分、それ

で学校側の考え方とかがいろいろあるのかなと思って、それで充電す

ると決めた学校側の支援というか、それはしないといけないのかなと

思ったので、先ほど報告させてもらったところである。 

       ◎） ちなみに、宮崎の県立学校はどういう方針かというと、補助はある

が自分で購入している。学校がそろえているのではない。県立学校で

はおそらく学校が仕様を決めたものを指定して、それを購入するかど

うか、自由なのかは校長の判断のようだが、結局、宮崎の県立高校で

は、子供たちは自分で購入してタブレットを持ってくるというように

なっている。そんな中で、中学校を卒業して、今までは同じものを学

校の中で使っていたが、今度は県立では自前でそろえなさいと言われ

る。だからこのタブレットというものが、子供の学びにとって、今は

委員のおっしゃる通り、ある程度行政として、学校として整えないと

いけないところもあると思うが、これが 10年後になってきたときに、

いつまでも本当に子供たちにそろえてあげなければならないものな

のか。それともどうなのか。それから、もうすぐ、５年もしないうち

に更新時期が来る。更新をするときに、じゃあどうするかと。莫大な

予算がかかってくることになる。それに対して市民は納得感を持って

この予算を認めてくれるのかどうか。子供の学びだからと言って、同

じ更新した値段のものを予算として使ってくれるかどうかというこ

とは大きい。でも、子供たちが本当に活用して、この児童生徒の姿に
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あるように、これがないと、やっぱりこれから先の学びはできないと

思う。例えば子供たちに、鉛筆とか何もない中で勉強しなさいって言

ったって、この道具がないとできるわけないでしょうというのと一

緒。そこまでいっていれば、それは必要だよねって話になるだろうし、

そうなってくると、やっぱりどう使わせていくか。子供たちがどんな

力をつけていくかということは、やっぱり我々として本当に考えてい

かないといけない話かなと思っている。そういう先のことについての

意見等があれば伺いたい。 

       ◎） 学校の学習内容というのは、指導要領において目標である指導内容

というのが決められているわけなので、それをいかに教えていくかと

いう指導方法については、それは教師なり、学校がしっかりと考えて

いかないといけない。その一つのツールとして、このＩＣＴ、タブレ

ット等をギガスクールで整備して、まず一人一人とやっているわけな

ので。やっぱりそれを使ったために非常に学習効果が上がったという

実績になっていかないといけないのではないかなと思う。使うからに

はそれなりの効果がないと、使った意味はないんじゃないかなと思う

ので、やはり昨年から本格的に始まった中で、どういった学習に使っ

て、どういう効果があったのかとかいうような部分はしっかり検証し

ていきながらやっていかないといけない。それは教師個々人がするの

ではなくて、やっぱり学校の体制としてしっかり学校がやっていかな

いといけないことではないかなと思う。 

       ◎） 今言われたことも大事なことで、我々がずっと言っている学校の自

主自律といったところで、学校がやらなければならないことは、委員

が指摘されたようなこと。これが、教育委員会が、こうしなさい、あ

あしなさいと言っていて、どうするのかと聞いているような学校だ

と、そういうマインドとか雰囲気が生まれてこないので、それは学校

の責任である。我々は学校がそういったマインドになっていくように

していくことなんだろうなと思っている。 

       ⇒） 委員から質問・指摘があった件について、まず、資料の９・10ペー

ジにあるようなＩＣＴによる新しい学びの形をどう教職員に習熟さ

せていくのかというところについては、先ほど説明があったような

様々なサポートがあるが、私は 10ページの真ん中にある Pepperとい

う、企業からの支援を受けて提供されている機械を使ったプログラミ

ングのところに専ら携わっている。ここについては、教育指導要領に

やりましょうということを謳われてはいるものの、どういうものを使

ってどういうふうにやりましょうというような各論までは指定され

ていないので、いろんな自治体の創意工夫にかかっているところじゃ
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ないかなと私は思っている。延岡においては、とにかく教職員の先生

方に使い方を 1回示して、それを一緒にやってみないか、真似てやっ

てみないかということで取り組んでいる。島野浦学園や旭小学校、上

南方小学校等で、私がチームティーチングのＴ１で入らせてもらっ

て、本来の先生がＴ２、若しくは校長先生がＴ２で入られる場合もあ

る。教室の中で実際にテレビ等を使いながら、クラウド上で簡単なプ

ログラムを組んで見せて、それを児童に反復して、「できる」という

成功体験を積ませる様子を、Ｔ２を通じて本来の先生に傍らで見ても

らう。実際にこういうやり方をしても授業が成立するんだっていうの

をすぐそこで見てもらって、次回の授業からはそれを応用して、私が

いなくてもやってみませんかというようなことで先生方に今示して

いるというようなことを日々やっている。充電は本来どこでやるんだ

ろうという教育長の問いがあったが、会社ではどうだったかという

と、あらゆる物品は基本的に会社で調達して、社員に貸与するという

考え方でもって現在基本的には運用されているので、基本的には会社

の施設内で完結させる。コロナ禍においてテレワーク等が一般化して

きたので、実態と幾らか乖離しているところもあるが、基本的な考え

方としては、業務起因性のあるアイテムについては、会社の中で充電

等を含めて管理すると。このＩＣＴを導入することで、児童の強みを

最大限発揮しようというのが導入目的ということで先ほど説明があ

ったが、会社でＩＣＴ化が進んでどうなったか、結論から言うと、仕

事の生産性は極めて良くなった。会社の業績もＩＣＴ導入前と比べる

と、数字的には倍以上になった。当初は、この端末を使う、何かにつ

けて主役に「端末」というものが出てくると思うが、慣れてくればそ

のうちそれはもうあるのが当たり前の感覚になっているので、端末を

使って何をするかというところに自ずと考えの軸が移ってきたよう

に感じている。なので、とにかく今はとにかく巧拙の差とか、熱量の

濃淡等はあると思うが、まずステップ０に示しているように、まず使

ってみると。それで、その教職員の成功体験が、異動する先々で、ポ

ジティブに周りの先生方に伝播していくというような循環を回して

いくしかないと考えている。 

       ◎） 今回、熊本に行くので、まず今話をしたことを含め、それぞれで、

どんなことを見てみたい、聞いてみたいかということをまた整理して

おいてもらえるとありがたい。延岡市のことについてはこの資料に集

約されているので、事前に読んで欲しい。 

       ◎） 今日はこのＩＣＴを使った国語の授業を見た。先生が最後に、生徒

に「今日は勉強になりましたか？」と質問をすると、うれしいことに
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子供が「見て聞いて、理解できた」ということであった。だからそれ

ぞれの子供が興味を持つようなこと、勉強に使うんだって押し付けて

しまうと、やっぱり勉強道具、教材になると思う。これは一つの百科

事典を自分がもらっていると、そういうような感覚で、まずは使って

みると。そして子供が感動することというのを、このＩＣＴで教えて

あげると、もっと子供も楽しく使えるのではないかなと思った。それ

と、今現在の自分たちの生活空間というよりも、子供たちは成長して

あと 10年、20年後、どんな生活をしているのだろうと考えてしまう。

20年ぐらい前、娘が大学に行ったときに、ノートパソコンを用意して

くださいと言われ、持っていった。それはこのＩＣＴの始まりだと思

うが、今時代が変わって、流れて、小学校５年生、ここまでもう降り

てきたんだと。親もそれで理解をしていくと、もう子供も大学と同じ

ように、それがもう必要な器具になっていく。やっぱり改革していっ

て、親の頭の中を変えてあげないと。ペーパーレスにするとか、そん

なことを考えて、何かいろんな問題がまだ出てきそうな感じがある。

まずは、子供たちに興味を持たせるっていうのが一番の勉強かもしれ

ないと今日は感じた。 

 

  ◆安倍元首相の国葬に対する対応について 

● 教育長より、安倍元首相の国葬に対する対応について、今後、市の方針が決ま

り次第、教育委員会としての対応を決める必要があり、その対応の決定について

は、教育長に一任することとなった。 

 

 

◎ その他 

  ◆１０月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● １０月定例教育委員会については、１０月２６日（水）の１３時３０分から、

災害対策本部室で開催する。 

 

◆台風１４号による学校の被害状況について（総務課） 

   ● 総務課長より、台風１４号による小中学校の主な被害状況について報告した。 

 

 

◎ 閉 会 

    澤野教育長が閉会を宣し、終了した。 （１４：５５） 

 

 


