
平成３０年 第７回定例教育委員会

平成３０年７月１３日（金）
午後６時から
宮代町役場２０４会議室

１ 開会の宣言 教育長

２ あいさつ

３ 概要報告

4 事務局報告

(1) 教育総務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

ア 町内小中学校施設の改修工事等について

(2) 学校教育関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

ア ８月の行事予定について（各小中学校）

イ ８月の事業予定について（教育委員会）

(3) 生涯学習関係 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ P4

ア ８月の事業予定について（教育委員会主催事業）

5 協議事項

(1)小学校用教科用図書の採択について ・・・・・・・・・・・・・・・ P5

(2)中学校用教科用図書（道徳科）の採択について

6 その他

7 次回教育委員会について

8 前回会議録の承認

9 閉会宣言 教育長
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４ 事務局報告

(1) 教育総務関係

ア 町内小中学校施設の改修工事等について

業務委託・工事名 内 容 工期（予定）

中学校劣化診断調査業務

委託

・目視及び打診等による非破壊調査及び動作調査

・劣化調査報告書作成

・修繕計画の策定

H30.7.

～

H31.2.28

百間小学校

第二校舎屋上防水改修

工事

百間小学校第二校舎の雨漏りに伴う改修工事

H30.7.

～

H30.9.14
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(2) 学校教育関係

ア ８月の行事予定について（各小中学校）

須賀小：須 百間小：百 東小：東 笠原小：笠 須賀中：須 百間中：百 前原中：前

日 付 小 学 校 中 学 校

１日（水） ４年消防体験（百）

林間学校 7/30～8/1（百）

２日（木） ４年消防体験（東）

３校合同研修会（東・笠・百中）

３校合同研修会（東・笠・百中）

学校保健委員会（前）

３日（金） ４年消防体験（笠）

４日（土）

５日（日）

６日（月）

７日（火）

８日（水）

９日（木）

10 日（金）

11 日（土） 山の日 サマーリフレッシュウイーク～16 日

12 日（日）

13 日（月） 振替休業日（須・百・東・笠）

14 日（火） 振替休業日（笠）

15 日（水）

16 日（木）

17 日（金） 教職員健康診断 教職員健康診断

18 日（土） 親子除草（東）

19 日（日）

20 日（月）

21 日（火） 小中合同研修会（百・前中）

ふれあいデー

小中合同研修会（百・前中）

ふれあいデー

22 日（水）

23 日（木） 親子除草（百）
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24 日（金）

25 日（土） 親子除草（須賀小中合同・笠） 親子除草（須賀小中合同）

26 日（日）

27 日（月） 地区別学習会（須）

28 日（火） 地区別学習会（須）

民生委員児童委員連絡会（須・東）

29 日（水）

30 日（木）

31 日（金）

イ ８月の事業予定について（教育委員会）

日 付 内 容 場 所

１日（水） 特別支援教育研修会 日本工業大学

３日（金） 小学校英語科指導者研修会 笠原小

20 日（月） 教職員全体研修会（人権） 進修館

22 日（火） 第２回学力向上検討委員会 役場 202 会議室

24 日（金） 教職員全体研修会（講演会） 日本工業大学

29 日（水） 外国語教育研修会 町立図書館
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（3） 生涯学習関係

ア ８月の事業予定（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

１日（水）～

１４日（火）

10 時～12 時

夏休み体験学習教室「郷土資料館に行こう」

●内 容：１日・８日（縄文ペンダントづくり）

２日・１４日（和とじノートづくり）

３日・９日（まが玉づくり）、

７日・１０日（しぼりぞめ）

●対 象：小・中学生

郷土資料館

会議室

４日（土）

10 時 30 分～12 時

かやぶき民家で聞く昔話

■旧加藤家住宅の座敷において、宮代おはなしの会スウス

の協力により、民話や昔話を聞く会を開催。

●内 容：「風のふくろ」、「片角子（かたつのこ）」、

「織姫と山姥（やまんば）」、「子育て幽霊」、

島村苳三（盛助）原作「村の寶（たから）」

●対 象：限定無し

郷土資料館

旧加藤家住宅

５日（日）

12 時～16 時

移築民家と「アタラシイ」ゲキ 15

■旧加藤家住宅の中を舞台に、宮代台在住の劇作家・演出

家の高野竜氏の協力のもと、郷土の歴史や伝承文学、島

村苳三（盛助）の作品などに題材を得た創作劇の上演。

●内 容：「嵐ヶ丘」、「夢の光源」、「空木（うつぎ）」島村

苳三作、「お富の貞操」芥川龍之介作、ほか

郷土資料館

旧加藤家住宅

２４日（金）

10 時～14 時

土器づくり教室（土器焼き）

■縄文土器づくりの体験（7/21 に製作したものの焼成）

※雨天の場合は 8 月 28 日（火）

●対 象：小・中学生

郷土資料館

芝生広場

郷土資料館の臨時休館の実施

期 間 内 容

９月３日（月）

～２４日（月・祝）

※予定

郷土資料館 展示室系統 空調機更新工事に伴う休館

■郷土資料館１階展示室及びホール兼特別展示室を管轄する空調機の更新工

事に伴い、期間中、敷地内を工事車両が出入することから、来館者の安全

対策のため、臨時休館とする。

９月２５日（火）

～２８日（金）

郷土資料館 収蔵庫のくん蒸に伴う休館

■郷土資料館２階にある一般収蔵庫及び特別収蔵庫について、文化財害虫駆

除のためのくん蒸作業の実施に伴い、安全対策のために臨時休館とするも

の。
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5 協議事項

(1)小学校用教科用図書の採択について

(2)中学校用教科用図書（道徳科）の採択について


