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平成２７年第３回室蘭市教育委員会臨時会会議録 

 

１  日  時      平成２７年８月１０日（月） 

                    開会 午後６時００分 

                    閉会 午後７時２０分 

 

２  場  所      室蘭市役所３階１号会議室 

 

３  本日の議事日程   

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

会 議 録 承 認 に つ い て

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

議案第３号 平 成 ２ ８ 年 度 使 用 中 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 の 件

議案第１号
平 成 ２ ６ 年 度 実 績 に 係 る 教 育 に 関 す る 事 務 の 管 理 及 び
執 行 の 状 況 に つ い て の 点 検 及 び 評 価 報 告 書 の 作 成 の 件

報告第１号 室 蘭 市 教 科 用 図 書 選 定 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

議案第２号 平 成 ２ ８ 年 度 使 用 小 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 の 件

 

 

４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 谷藤委員 前田委員 山田教育長 

 

５  説明員 杉本教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中野学校教育課長 本田指導

主事 杉野指導主事 髙木生涯学習課長 北川生涯学習課主幹

[文化振興・青少年] 加地生涯学習課主幹[スポーツ振興] 髙橋

生涯学習課主幹[スポーツ施設] 小田桐図書館長  
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西里委員長       ただ今から、平成２７年第３回室蘭市教育委員会臨時会

を開会いたします。 

 

西里委員長       日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議

録署名委員に、前田委員を指名いたします。 

 

西里委員長       次は、日程第２会議録承認についてであります。平成２

７年第２回臨時会、及び第７回定例会の会議録は、先日委

員の皆様に案として配付いたしております。配付案のとお

り、承認することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、承認といたします。次は、日 

程第３議案第１号平成２６年度実績に係る教育に関する事 

務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の作成の件 

を議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

大谷総務課長      それでは、議案第１号地方教育行政の組織及び運営に関

する法律に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価報告書作成の件について、ご説明

いたします。この制度の概要や報告書の構成につきまして

は、先日報告書をお配りした際にご説明をさせていただい

ておりますので、省略させていただきます。それでは、早

速でございますが、それぞれの項目における主な点につい

てご説明いたします。３ページをご覧願います。第１の柱

でございます「生きる力」を育成する教育の推進の１つ目

である「確かな学力」の向上についてでは、学力向上基本

計画に基づく取組や各学校の学力状況の把握と学力向上プ

ランの作成、小中連携教育の推進や学力向上推進委員会の

開催等について、取組状況、成果・課題について記載して

おり、次ページ下段の今後の展開の考え方でございますが、

学力向上基本計画の成果と課題を検証し、各取組について

改善を図っていくことや各学校の学力向上改善プランの見

直しを含め、より効果的な学習活動が実践できるよう今後

も指導助言に努めること、社会で自立して生きていく上で
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必要な学力や生活習慣等を身に付けさせることができるよ

う学校・家庭・地域・教育行政が一体となった取組を推進

していくこと、小中連携教育を一層促進していくことを記

載しております。次に、６ページに行きまして、「２「豊

かな心」を育む教育について」では、１つ目「道徳教育」、

２つ目「生徒指導と教育相談体制」、３つ目「室蘭市いじ

め防止基本方針」の取組、４つ目の不登校問題や５つ目の

昨年度作成した「室蘭市携帯・スマホ三か条」やネットト

ラブル防止等の取組について成果や課題について整理して

おります。次ページに記載がございます今後の展開の考え

方としましては、道徳の教科化に係る研修会を実施し、道

徳教育の充実を図ること、生徒指導については、確かな児

童生徒理解、生徒指導体制等の充実、学校、保護者、地域

などとの連携を図った指導体制の取組の推進、いじめ問題

につきましては、「室蘭市いじめ防止基本方針」等の取組

を継続し、学校・保護者・関係機関等の連携強化を図り、

未然防止・早期発見・早期解決の取組を推進すること、不

登校問題につきましては、初期段階における支援の重要性

を認識し、学校や保護者、小中学校間、適応指導教室など

との連携を深めながら、初期段階からの積極的な支援に努

めていくこと、インターネットなどの利用については、今

後も引き続き、児童生徒及び保護者への啓発に努めていく

ことを記載しております。続きまして、３つ目、８ページ

から９ページの「「健やかな体」を育成する教育について」

についてでございますが、ここでは、新体力テストの全学

年実施や「早寝・早起き・朝ごはん」運動、「室蘭市児童

生徒の体力向上プラン」の策定等の体力の向上のほか、フ

ッ化物洗口や望ましい食習慣の醸成、食育の充実等の取組

について課題等を整理しております。今後の展開の考え方

については、９ページでございますが、本年１月に策定し

た「室蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づき、９年間

を見通した取組の推進などやフッ化物洗口については、未

実施の幼稚園に対し、歯科医師会や保健所と連携を図り早

期実施に向けた対応を行うこと、また、食育に関しては、

栄養教諭の指導内容の充実を図り、食に関する知識などを

身に付けさせ、望ましい食習慣の形成を図っていくこと等
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を記載しております。続きまして、１０ページ、「４ 特

別支援教育の充実」では、特別支援教育コーディネーター

を活用した相談や支援員の配置、就学相談員の配置につい

て成果や課題を整理しており、今後の展開の考え方でござ

いますが、対象児童生徒の増加に対応した指導・相談体制

の強化を図るとともに、関係職員への研修などを充実させ

ていくこと、また、スムーズな小学校入学のため、幼稚園・

保育所との定期的な情報交換等を積極的に進めていくこと

としております。続きまして、１１ページから１２ページ

「５ 特色ある教育活動について」では、「むろらん中学

生イングリッシュデイ」やＡＬＴを活用した小学校の外国

語活動の充実、また、室蘭工業大学との連携等によるもの

づくり体験活動等の職業観・勤労観を育む進路指導の充実、

郷土室蘭の自然や理解を深める港ふるさと体験学習や環境

教育等について課題等を整理しており、今後の展開の考え

方については、国際理解教育の輪を広げるため、小学校出

前講座を今後も継続していくことやＡＬＴ派遣につきまし

ても、指導方法の工夫・改善を図っていくこと、ものづく

り体験活動などについては、市長部局や関係団体・企業と

連携して充実を図ること、港ふるさと体験学習につきまし

ては、関係機関や団体と連携を図りながら充実に努めるこ

と、環境教育については、地域素材の積極的な活用などを

図りながら取組の充実を図っていくことを記載しておりま

す。次の１３ページ「６ 幼保小の連携について」でござ

いますが、幼保小の連携会議の開催や保護者と教育・保育

職員の集い等の幼稚園・保育所・小学校の連携に関する取

組については、今後も子ども子育て支援新制度など国の動

向を注視しながら幼保小の連携を図り、幼児教育の充実に

努めること等を記載しております。１４ページ「７ 私学

に対する支援について」の、市内私立学校への振興補助等

については、国及び道の助成の充実を要望するとともに、

今後も本事業を継続して行うことを記載しております。続

きまして、第２の柱である「信頼される学校づくりの推進」

では、１５ページでございますが「８ 開かれた学校づく

りの推進について」では、平成２６年度の取組としまして

学校便りの地域回覧やホームページ等による地域住民への
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説明責任の充実や職業体験、ボランティア教育等の教育活

動における地域の教育力を生かした地域に根ざした開かれ

た学校づくりの推進などについて成果、課題について整理

を行い、学校統合が続くものの今後も地域との繋がりを継

続し、保護者・地域住民の参画型の学校づくりの推進等に

努めていくことを記載しております。次の１６ページ「９ 

教職員の資質・能力の向上について」では、初任者研修、

５年経験者研修、教育研究所公開授業や生徒指導、情報モ

ラル等の研修の実施などについて成果、課題を整理し、今

後は、平成３２年度に全面実施が予定されている新学習指

導要領への対応を踏まえた研究を行うとともに、本市の課

題である言語活動の充実やICT活用推進の研究体制の構築

を図っていくこと等を今後の展開の考え方としております。

次の１８ページ「１０ 教職員の服務規律について」では、

交通事故・違反等の不祥事防止に向けたハンドブックや懲

戒処分事例の資料を活用した不祥事防止に向けた取組等を

行っているものの、教職員の交通事故・違反が年々増加傾

向にあることから、交通規律の遵守について重点的に研修

を実施するよう指導するとともにその他の不祥事について

も防止に向けた意識向上を図る取組を継続して行っていく

ことを記載しています。次の第３の柱である「子どもたち

が安全・安心に学べる教育環境の整備」でございますが、

次の１９ページをご覧いただきたいのですが、「１１ 不

審者対策について」では、被害の抑止効果を狙いとした学

校、町会、地域パトロール隊による市内一斉巡回活動の実

施や不審者被害情報メールの活用等を行っておりますが、

今後も児童生徒の安全確保に万全を期す必要があることか

ら、引き続き不審者被害情報メールによる周知等を行うと

ともに、防犯訓練による児童生徒の危機回避能力の育成を

図っていくことを記載しております。次の２０ページ「１

２ 防災教育について」では、平成２６年４月に策定した

「室蘭市小・中学校における防災計画・防災教育計画に係

る指針」や学校ごとの「防災計画・防災教育計画」に関す

る取組を行い、災害発生時の対応についての理解を深める

こと等ができたものの、定期的な諸訓練などの継続的な実

施が必要であることから、今後も校長をはじめ、教職員の
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危機管理意識を一層高めるとともに、各校における防災計

画・防災教育計画の見直し・改善と周知徹底を図っていく

こととしております。２１ページの「１３ 放課後児童対

策について」では、平成２６年度の取組としましては、ス

クール児童館等の終了時間を３０分延長し、一定程度の成

果が見られたこと等から、今後も学校の統合において地域

性も勘案しながら放課後児童対策の見直しや検討を進めて

いく考えであります。次の２２ページ「１４ 学校給食に

ついて」では、安全・安心な学校給食の提供や給食費の滞

納対策について、設備及び調理用具の計画的な修繕等や滞

納者に対して催告書等の送付など今後も継続して取り組ん

でいくことを記載しております。２３ページの「１５ 学

習環境の整備について」では、４月に開校したみなと小の

整備や現在２期工事中の来年４月開校予定の蘭北小のほか、

陣屋、本室蘭、白鳥台小の統合小の基本設計が完了しまし

たが、学校適正配置計画に基づき、保護者や地域の理解を

得ながら教育環境の向上を図っていく考えであります。最

後の第４の柱「人とまちが生きる生涯学習の推進」でござ

いますが、２４ページ「１６ 男女平等参画社会の形成に

ついて」では、男女平等参画社会の実現に向けた情報提供、

講演会等の取組のほか、女性リーダーの育成についてを記

載しており、今後も男女平等参画に係る情報発信や参加し

やすい講演会の実施や、各種審議会等での女性登用率の増

加に向けた取り組みなどを行っていきます。２６ページの

「１７ 読書活動推進について」でございますが、親子読

書ふれあい事業やボランティアの育成のほか、港の文学館

における移転記念として「長嶋有特別展」の開催など文学

館の魅力の向上を図ったことを記載しており、今後も読書

環境の充実を図ることや港の文学館の情報発信に努めてい

く必要があることを記載しています。２８ページの「１８ 

文化振興及び文化財の保護・活用について」では、市民美

術館における企画展・特別展の開催のほか、文化センター

におけるリハーサル室の基本調査の実施や（仮称）環境科

学館の整備検討に向けた基本調査の実施、また、文化財の

保護・活用については、南部陣屋史跡の整備や文化財包蔵

地についての周知資料の作成などを取り組んできましたが、
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今後については、文化センター及び市民美術館については、

耐震改修工事や内部改修工事を行うこと、また、環境科学

館と図書館の整備については市民意見や専門家等の見解を

聴取しつつ基本計画を策定すること、文化財の保護と活用

については、補修整備や、包蔵地の現状把握調査を行って

いく考えであります。次の２９ページの「１９スポーツ振

興について」では、市民大運動会、障害者ニュースポーツ

交流会等の取組、大会や合宿の誘致のほか、武揚体育館改

修工事などの取組状況や課題整理を行なっております。今

後でございますが、小学校統合により学校開放施設が減少

すること、また、施設整備などが課題として挙げられてい

ることから、閉校となった体育館の活用や市立体育館改築

のほか、既存体育施設の整備を図っていく考えであります。

次に、３１ページをご覧いただきたいと存じます。「Ⅲ 学

識経験者の意見」でございますが、５名の学識経験者から、

今、ご説明いたしました１９事業についての取組状況、成

果、課題等についてご意見やご助言をいただいたところで

あり、その内容は３２ページから３８ページの間に「点検

及び評価に関する意見」として記載しております。内容に

ついては、記載のとおりでございますが、最も多く意見が

出された事項としましては、３２ページに記載されており

ます「２ 豊かな心」を育む教育について」でありまして、

道徳教育についてはスムーズな移行に努めること、いじめ

問題の根絶に努めること、生徒指導の一層の充実や児童生

徒の心の居場所づくりに留意すること等の意見が出された

ところでございます。今回いただいた御意見、ご助言など

につきましては、今後の施策、事業等の展開に反映させて

いただく考えでございます。なお、今後のスケジュールで

ございますが、来週１０日の教育委員会臨時会で議決をい

ただいた後、来月開会されます第３回室蘭市議会定例会の

所管委員会、総務常任委員会へ報告を行い、本市のホーム

ページ等で公表する予定となってございます。説明は、以

上でございます。ご審議いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません
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か。意見書は、実際、委員の意見がどの程度反映されてい

るのですか。 

 

大谷総務課長      色々なご意見やご助言いただいた中で、まとめたものを

記載しております。 

 

西里委員長       意見書の項目の括弧書きは何ですか。 

 

大谷総務課長      担当課です。 

 

西里委員長       点検・評価項目に担当課が書いてあるので、意見書から

は外してもいいのではないでしょうか。 

 

大谷総務課長      よりわかりやすくするために、記載しております。 

 

芝垣委員        担当部署がすぐにわかるように書いているのですね。 

 

大谷総務課長      そのような趣旨です。 

 

西里委員長       それでは、議案第１号は、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

 

                  （異議なし） 

 

西里委員長  御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。

次は、日程第４報告第１号室蘭市教科用図書選定委員会諮

問に対する答申の件を議題といたします。説明をお願いし

ます。 

 

中野学校教育課長    報告第１号室蘭市教科用図書選定委員会諮問に対する

答申の件についてご説明します。本件は、５月２８日開催

の教育委員会定例会の議決に基づきまして、室蘭市教科用

図書選定委員会に諮問した「平成２８年度から中学校で使

用する教科用図書の見本についての調査研究」について、

報告第１号別添のとおり答申がなされましたので、ご報告

するものです。なお、本件答申書につきましては、後ほど
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議案第３号の中学校用教科書採択におきまして、採択参考

資料としてご活用いただきたいと存じます。以上です。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。

なければ、報告第１号は終了いたします。次は、日程第５ 

議案第２号平成２８年度使用小学校用教科用図書採択の

件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長    議案第２号平成２８年度使用小学校用教科用図書採択

の件についてご説明します。小中学校で使用する教科書は、

法令上、４年間は同一の教科書を採択することとされてお

ります。議案第２号参考に関係法令の抜粋を掲載しており

ます。小学校の教科書につきましては、昨年度に採択替え

を行っており、平成２７年度からは、議案第２号別紙に記

載の教科書を使用しておりますことから、法令の規定に基

づき、平成２８年度につきましても、同一の教科書の採択

について、ご提案申し上げるものです。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

谷藤委員        これは、引き続きということですね。 

 

中野学校教育課長    はい。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。なければ、議案第２号は、原案の 

とおり可決することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。 

次の日程第６議案第３号平成２８年度使用中学校用教科 

用図書採択の件につきましては、適切な審議環境の確保の

ため、非公開とし、採択内容については採択事務終了後に

公表することにご異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

西里委員長       異議なしと認め、これより非公開といたします。説明員

及び記録員以外の方は退出してください。 

 

（退出） 

 

西里委員長       それでは、日程第６議案第３号平成２８年度使用中学校

用教科用図書採択の件について、説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長    議案第３号平成２８年度使用中学校用教科用図書採択

の件についてご説明します。議案第２号でもご説明申し上

げましたが、小中学校で使用する教科書は、法令上４年間、

同一の教科書を採択することとされております。中学校の

教科書は、今年度が採択替えの年にあたりますことから、

平成２８年度以降使用する教科書について、議案第３号別

紙の平成２８年度使用中学校用教科用図書一覧の中から

採択するものです。この新しい教科書は、発行総数１８社、

１１教科、１２２冊となり、このほかに、特別支援学級用

として、文部科学省著作教科書と一般図書があります。こ

れらの教科書は、今年５月に各中学校で見本本の回覧を行

い、６月８日から７月３１日まで室蘭市教科用図書選定委

員会での調査・研究が行われ、その調査結果についての答

申を、本日、報告第１号でご報告したところです。また、

６月１９日から実質１４日間、図書館本館、輪西・本輪西

分室、教科書センターの市内４会場で教科書展示会を開催

し、一般市民４４名の閲覧者があったところです。本日は、

新たな教科書や教科用図書選定委員会答申書、道教委作成

の資料等を参考として採択を進めていただきますよう、義

務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１

３条及び第１４条、同法施行令第１４条に基づきご提案す

るものです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。   

 

山田教育長       一般市民４４名の閲覧者からは、どのような意見があり



 11 

ましたか。 

 

中野学校教育課長    主な意見としましては、今の教科書が写真等を多く用い

て大変わかりやすいとか使いやすいといった意見が多くご

ざいました。その他には、歴史の教科書について各発行者

の記述内容や表現に関する意見等がございました。 

 

西里委員長       その他に御質問等はありませんか。なければ中学校用教

科用図書について採択のための審議をこれから始めます。

まずは、国語から始めます。国語は５社の教科書がありま

す。現在、本市で使用しているのは光村図書出版です。そ

れでは、説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      国語に関しての説明の前に、この度の教科書選定につき

ましては、現行の学習指導要領における中間年での教科用

図書採択であること、昨年度行いました小学校の教科書採

択の状況や全国・全道の採択状況、本市生徒の学力課題、

教科書選定委員会作成の調査研究資料等を総合的に加味

いたしまして、各教科２社にしぼってご説明をさせていた

だきます。それでは、国語に関してご説明いたします。国

語は５社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは光村図書であり、先ほどの資料によりますと全国的に

も光村図書が最も多く、次いで東京書籍、三省堂となって

おります。各社とも学習指導要領で示されております目標

を実現できる内容で構成されておりますが、その中でも、

２社についてその特徴的な内容をご説明いたします。１社

目は光村図書でございます。光村図書は、単元全体や題材

毎に、生徒にとって見通しと振り返りがしやすい構成とな

っています。さらには、読書習慣の形成を意図したセクシ

ョンが他ページと区別化されるなど印象的であるとともに、

教材数が豊富であり、特に「書くこと」に関する教材の割

合は、５社の中で最も高くなっております。また、年間を

通じて各指導領域がバランスよく配置されており、内容も

充実しております。２社目は教育出版でございます。全て

の生徒が学習しやすいように、判読しやすいレイアウトと

なっており、また、図を多用する等わかりやすい工夫がな
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されています。他社と比較して、教材数は少ないですが、

各指導領域をバランスよく、じっくりと指導できる内容構

成となっています。また、「読むこと」に関しては、「読み

物教材」が充実している他、文字以外の情報を読んで表現

できる教材があり、生徒の読解力や表現力がつく工夫がさ

れております。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       国語についてですが、本市の課題である「書くこと」に

ついて、今回、光村図書が年間を通じて「書く力」をつけ

るために「続けてみよう」が新設されているほか、国語は

内容の系統性や言語活動に係る取組内容から、小中での同

一教科書採択の観点、さらに、全国学力調査結果上位都・

県で光村図書の採択の割合が高いこと等から、現在の光村

図書でよろしいのではと考えています。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ国語の教科書は、光村

図書を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、書写です。書

写は５社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは教育出版です。それでは、説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      書写に関してご説明申し上げます。書写は６社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは教育出版で、

全国的には光村図書が最も多く、次いで教育出版、東京書

籍となっています。書写につきましても、２社についてご

説明いたします。１社目は教育出版でございます。教育出

版は、「考えよう」、「生かそう」、「振り返ろう」という学

習内容の流れが一貫しており、生徒が判読しやすいレイア

ウトとなっております。実生活との関連に関する資料も豊

富で、学習意欲を高める工夫が随所にみられます。２社目

は光村図書でございます。光村図書は､「見通しをもつ」､
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「学習・活動に取り組む」､「次の学習に生かす」という

学習の流れで紙面が構成をされております。文字を正しく

美しく書くことや巻末の書写辞典等に紙面を多く割いてお

り、書写の基礎・基本を重視した内容構成となっておりま

す。また、教科書との関連を図った指導についても配慮さ

れております。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       書写は、５社の教科書がございますが、指導する題材に

それほど大きな違いはないと考えております。ただ、題材

によっては、教科書との関連もありまして、特に国語との

関係を見ますと、道内２４地区で教科書採択を行っており

ますが、１８地区、７５％が国語と同一の教科書を採択し

ております。先ほど、申し上げましたが、指導する題材に

大きな違いがなく、教科書を変えても影響も少ないことか

ら、出来れば同一の教科書ということで、現在の教育出版

から国語と同じ光村図書に変更した方がよろしいのではな

いでしょうか。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ、書写の教科書は、光

村図書を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定いたします。次は、社会です。

社会は、地理と歴史と公民に分かれており、地理は４社、

歴史は７社、公民は７社の教科書があります。現在、本市

で使用しているのは、いずれも東京書籍です。それでは、

説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      社会科に関してご説明申し上げます。社会科に関しまし

ては、現行の学習指導要領においては、授業時数との兼ね

合いから、１、２年は地理と歴史の並行学習、３年時は歴

史、公民の順で学習を進める指導展開となっております。

また、社会科につきましては、小学校で培った学習の基礎
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を礎に、新たに学び直しをしながら専門的な学習内容を深

めていく学習展開となっております。社会科につきまして

は、地理、歴史、公民を一括してご説明いたします。まず

は地理に関してご説明申し上げます。地理は４社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは東京書籍で、

全国的にも東京書籍が最も多く、次いで帝国書院、教育出

版となっています。１社目は東京書籍でございます。東京

書籍は、地理的事象を全体像として大きく捉え、様々な事

象との関連を考察したり、まとめていくような配列とし、

生徒の学びを深めていくものとなっています。また「地理

スキル・アップ」が充実し、確認問題の「ワーク」を適宜

設けることで、学習に必要な技能を確実に定着させようと

しています。２社目は教育出版でございます。教育出版は、

問題解決的な進め方が身につくよう、「学習問題をつくり、

学習の見通しを立てよう」で学習の進め方を例示し追究し

ていく過程を分かりやすく示しています。学習の流れが捉

えやすく、情報量とビジュアルのバランスが向上していま

す。次に歴史に関してご説明申し上げます。歴史は７社の

教科書があります。現在、本市で使用しているのは東京書

籍で、全国的にも東京書籍が最も多く、次いで教育出版、

帝国書院となっています。１社目は東京書籍でございます。

東京書籍は、問題解決的な進め方が身につくよう、各単元

に学習する内容の見通しを持つための課題が設定され、学

習の進め方を例示し追究していく過程を分かりやすく示し

ています。また、小学校で学習した歴史上の人物や年表の

きまりを振り返る活動があり、小・中の学習がスムーズに

接続できるようになっています。２社目は教育出版でござ

います。教育出版は、各単元に学習課題を設定したり、単

元末のまとめなどにより、生徒の学習意欲の向上や主体的

な学びの促進を図りながら歴史を学ぶ構成となっています。

また、ふり仮名は、本文だけでなく資料ごとに付いている

ので、ほかの箇所で読み方を確認する必要がなく、工夫さ

れています。次に公民に関してご説明申し上げます。公民

は７社の教科書があります。現在、本市で使用しているの

は東京書籍で、全国的にも東京書籍が最も多く、次いで日

本文教出版、教育出版となっています。１社目は東京書籍
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でございます。東京書籍は、現代社会の身近な課題が取り

上げられており、各ページの学習事項を説明させる言語活

動を鍛える課題が用意されています。また、豊富な資料や

イラストが学習者の意欲を引き出したり、理解の一助とな

るような工夫がなされています。２社目は教育出版でござ

います。教育出版は、終章「私たちにできること」をゴー

ルに見据え、各分野で学習した内容をもとに社会と関わり

続ける力を育成する構成となっています。どちらの教科書

も、中学生が実際に活動している場面などを掲載したり、

日常生活に関連するトピックを取り上げたりすることで、

社会への関心や、より良い社会の形成に参画する意欲や態

度を高められるようにしています。以上で説明を終わりま

す。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       現在の学習指導要領では、地理、歴史、公民の授業時数

がそれぞれ異なっておりまして、１・２年生は地理と歴史

を一定の単元ごとに交互に授業を行いまして、３年生につ

きましては、最初、歴史を指導した後に公民の授業を行う

授業展開になっておりますことから、地理、歴史、公民の

教科書は、同じ会社がベストと考えています。また、地理、

歴史、公民の教科書を出している会社は、現在、本市で使

用している東京書籍をはじめ４社ですが、その４社の教科

書の内容、題材に大きな違いがなく、指導上も問題ないこ

とから、中間年でありますので現在の東京書籍でよろしい

のではないかと考えています。 

 

西里委員長       歴史の教科書は、会社によって内容に大きな違いはあり

ますか。 

 

山田教育長       文科省の検定を通っているため大きな違いはありません。

７社のうち地理、歴史、公民の教科書を発行しているのは

４社のみのため、同一の教科書を使うとしたらそこから選

ぶしかありません。 
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西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ社会の教科書は、地理、

歴史、公民のいずれも東京書籍を採択することに異議はあ

りませんか。 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、地図です。地

図は２社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは帝国書院です。それでは、説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      地図に関して御説明申し上げます。地図は２社の教科書

があり、現在本市で使用しているのは帝国書院で、全国的

にも高い占有率となっております。１社目は帝国書院です。

帝国書院は地図の見やすさだけでなく、地図の使い方のペ

ージを設け、生徒の興味・関心を喚起し、学び方、調べ方

を身に付けられる充実した内容となっています。２社目は

東京書籍です。東京書籍は、世界の各州や日本の地方ごと

の基礎資料が豊富に掲載されるなど、生徒が主体的に学習

に取り組むことが出来るような工夫がされています。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       地図は、会社が２社ですが、道内２４地区では、現在、

全て帝国書院を採択しています。帝国書院は全国的にも占

有率は高いようです。また、生徒の興味・関心を喚起し、

学び方、調べ方を身につけられる充実した内容となってお

りますので、現在の帝国書院でよろしいのではないでしょ

うか。 

 

西里委員長       東京書籍の地理と地図の関連はどうでしょうか。 

 

高見教育指導参事    内容的には、東京書籍も帝国書院もほぼ同様の内容が記

載されており、いずれの地図においても地理との関連を図

った指導が可能な内容となっております。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ地図の教科書は帝国書

院を採択することに異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、数学です。数

学は、７社の教科書があります。現在、本市で使用してい

るのは新興出版社啓林館です。それでは、説明をお願いい

たします。 

 

杉野指導主事      数学に関してご説明申し上げます。数学は７社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは啓林館で、全

国的にも東京書籍と啓林館の２社の占有率が高くなってお

ります。それでは、数学につきましても、２社についてご

説明いたします。１社目は啓林館です。啓林館は、小学校

算数との系統性を踏まえたつくりとなっており、練習問題

が非常に豊富で生徒の理解度の差に対応できるものとなっ

ています。本市生徒の学力上の課題である「図形」「資料

の活用」に関する学習内容が充実しています。また、学習

のねらいや手だてが明らかであり、見通しをもって学習に

取組むことが可能で、別冊も含め課題学習が充実した構成

となっています。２社目は東京書籍です。東京書籍は、身

近な題材を取り上げ、生徒の学習意欲を高める工夫がされ

ています。また系統的・発展的に学習できるよう工夫され

ているとともに、ページ数の増加も適切な分量です。特に

数と式の領域では、スモールステップで思考がしやすくな

っています。どちらの教科書も系統的・発展的に思考しや

すいよう工夫がなされています。また、数学への興味関心

を高める工夫がなされ、進んで数学を用いて思考し解決す

る構成になっています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただ今の説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       数学は会社が７社ですが、数学も国語と同様に、内容の

系統性や基礎的な知識・技能を活用する力の育成の観点か

ら、小中連携が大切でありまして、現在の小学校では啓林

館の教科書を採用しております。また、本市中学校におい

て２４年度から啓林館の教科書を採択して使っていますが、

中学校の数学の学力が着実に向上していることを考えます
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と、現在の啓林館の教科書でよろしいのではないでしょう

か。 

 

西里委員長       室蘭市の小中学校では図形の理解が弱いと言われていま

すが、啓林館を使って成果は上がっていますか。 

 

高見教育指導参事    まだ成果が上がっている段階ではありませんが、小学校

からの基礎の積み上げが大事だと考えており、現在、小学

校でも弱点の図形について重点的に指導しておりますので、

今後、中学校に上がってくる段階で改善が図られてくるも

のと期待をしています。 

 

西里委員長       今の小学生は、図形に関しては伸びていますか。 

 

本田指導主事      基本的な部分については、改善が図られつつありますが、

応用問題については、まだまだ課題があります。 

 

西里委員長       図形の活用や展開について、指導方法や教材の使用等の

テクニックはありますか。 

 

本田指導主事      昨年、小学校で啓林館の教科書を採択した理由としまし

ても、活用力の向上とか、わかりやすい教科書であること

が盛り込まれていました。 

 

西里委員長       基本はよくなってきていますが、応用の方を上げていく

には、教科書だけではなく、指導方法も考えていく必要が

ありますね。 

 

高見教育指導参事    今まで、市内の小学校では、国語の研究が多かったです

が、一通り研究を終え、算数の研究を初めた学校が増えて

きています。その中で例えばＩＣＴを使って立体的に図形

を動かしてみるような工夫も行われています。 

 

山田教育長       図形は言葉で教えるよりもイメージを湧かせるためにも

デジタル教科書は一つの手段。ＩＣＴということで、今年

から小学校の低学年で国語のデジタル教科書を導入してい
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ますが、その成果も見たうえで、今後、考えていかなけれ

ばなりません。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ数学の教科書は新興出

版社啓林館を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、理科です。理

科は５社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは啓林館です。それでは、説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      理科に関してご説明申し上げます。理科は５社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは啓林館ですが、

全国的にも啓林館が多く、次いで東京書籍、大日本図書と

なっております。理科につきましても、２社についてご説

明いたします。１社目は啓林館です。啓林館は、全領域を

通じて情報量が多く、日常生活との関連性や発展課題等の

内容が充実した内容となっております。小学校理科や算

数・数学との関連性が重視されているとともに、マイノー

ト（別冊問題集）が追加されており、学習内容の定着を図

る工夫がなされております。２社目は東京書籍です。東京

書籍は、全領域に渡り、考察、実験・観察、まとめ、発展

教材、関係資料がバランスよく配列された見やすい紙面構

成となっている。資料性の高い写真やモデル図、ペーパー

クラフトなど、生徒の思考力を深める工夫や、「どこでも

科学」等の科学に関する興味・関心を高める工夫がなされ

ております。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの質問に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       理科は会社が５社ありますが、現在、使用している啓林

館は、本市が小学校で使用している啓林館の内容を活かせ

る構成、計算問題の復習できる設定になっていることや、

北海道に関わる資料が多く使用されているなどから、現在

の教科書である啓林館でよろしいのではないでしょうか。 
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西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ理科の教科書は新興出

版社啓林館を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、音楽です。音

楽は、一般と器楽に分かれており、それぞれ２社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは一般が教育出

版、器楽が教育芸術社です。それでは、説明をお願いいた

します。 

 

杉野指導主事      音楽に関してご説明申し上げます。まずは一般音楽に関

してご説明申し上げます。一般音楽は２社の教科書があり

ます。現在、本市で使用しているのは教育出版社です。全

国的には教育芸術社が多く、音楽教科書を中心とした会社

のようです。１社目は教育出版社です。教育出版社は、器

楽の内容が充実しています。学習内容を目次で３色に色分

けして教材を分類するなどし、それに連動して各ページの

配色やレイアウト、文字の大きさを工夫するなど、学習内

容と各教材との関連に配慮したつくりとなっています。ま

た、写真や文字は大きめで見やすくなっています。２社目

は教育芸術社です。教育芸術社は、鑑賞の内容が充実して

います。さらに、全ての生徒が学習しやすいよう、判読し

やすいレイアウトにするなど工夫されています。また、学

習内容が一目でわかるよう「音楽学習ＭＡＰ」を新設する

などし、学習内容と各教材の関連に配慮されています。全

体的にどちらの教科書も内容に大きな差は無く、どちらも

基礎的な事項の確認や理解の項目、言語活動の充実、創作

活動の工夫などが見られ、構成等に大きな差はありません。

次に器楽合奏に関してご説明申し上げます。こちらも２社

の教科書があります。現在、本市で使用しているのは教育

芸術社で、全国的にも教育芸術社が圧倒的に多く、音楽教

科書を中心とした会社のようです。１社目は教育芸術社で

す。教育芸術社は、目次の後に「音楽学習ＭＡＰ」を掲載

し、学習内容と各教材の関係に配慮されています。アルト

リコーダーのページでは、技術アップするため、Lesson 
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1,2,3と技術段階をわかりやすく示しています。また、各

種打楽器に関する内容が充実しています。２社目は教育出

版社です。教育出版社は、多様な音楽に触れることができ

るように、クラシックからポピュラー、我が国の伝統音楽、

諸外国の民族音楽など、様々なジャンルから選曲するなど、

生徒の興味・関心が高まる工夫がされています。全体的に

どちらの教科書もよく工夫されており、特別な短所は感じ

られません。内容、構成等に大きな差も無いと思われます。

以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       音楽は２社の題材や内容に大きな違いがないようなので、

会社の違いによる指導上の影響はないようですが、教育芸

術社は音楽専門の図書会社で教員向け補助資料等が充実

しております。また、音楽は一般と器楽合奏の構成になっ

ておりますが、道内２４地区の現在の教科書会社の状況を

見ますと、２２地区が一般と器楽合奏が同じ会社の教科書

です。室蘭市では、現在、一般が教育出版、器楽合奏が教

育芸術社でしたが、今回は、両方とも音楽専門である教育

芸術社でよろしいのではないでしょうか。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ音楽の教科書は一般、

器楽ともに教育芸術社を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、美術です。美

術は３社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは日本文教出版です。それでは、説明をお願いいたしま

す。 

 

杉野指導主事      美術に関してご説明申し上げます。美術は、３社の教科

書があります。現在本市が使用しているのは日本文教出版

です。全国占有率は、日本文教出版、次いで光村図書の順

となっております。美術につきましても、２社についてご
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説明いたします。１社目は日本文教出版です。日本文教出

版では、題材の冒頭で生徒に身につけさせたい力について、

「学びのねらい」として観点ごとに、また用具の取り扱い

など、作品を作る上での安全・注意に関する内容をマーク

や囲みで示すなどして、生徒が主体的に学習に取り組むこ

とが出来るように工夫されています。２社目は光村図書で

す。光村図書では、安全、後片付け、必要な知識・技能や

材料など、周知させたい基礎的・基本的な内容を示したり、

授業のふり返りを囲みで示したりするなど、生徒が主体的

に学習に取り組むことができるような工夫がなされていま

す。また、美術を意識したデザイン的な構成で、見た目の

インパクトが非常に高く生徒の印象に残るように工夫され

ています。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       美術は３社ございますが、光村図書については、「学習

を支える資料」が掲載され作品が完成するまでの流れが示

されていることや副教材が充実していることで、免許外教

員の指導にも配慮されており、今回は、現在の日本文教か

ら光村図書に変更した方が良いのではないでしょうか。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ美術の教科書は光村図

書を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、保健体育です。

保健体育は４社の教科書があります。現在、本市で使用し

ているのは大日本図書です。それでは、説明をお願いいた

します。 

 

杉野指導主事      保健体育に関してご説明申し上げます。保健は４社の教

科書があります。現在、本市で使用しているのは大日本図

書で、全国占有率は学研と東京書籍の２社が高くなってい

ます。保健体育につきましても、２社についてご説明いた
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します。１社目は大日本図書です。大日本図書は、資料内

容が豊富でバランスのとれた内容構成となっております。

また、ＡＢ版でレイアウトも整理されており見やすく、ま

た、指導内容が視覚化されるなどの工夫がみられます。そ

の他、学習内容に関するページを「リンク」として掲載し

ており、関連指導がしやすい工夫がされております。２社

目は大修館です。大修館は、保健分野において第１学年体

育分野で学習した運動やスポーツの効果を振り返る学習の

後に、運動不足の影響や運動と心の健康などを取り上げる

など、系統的・発展的に学習できるような工夫がされてい

ます。また、実体験に基づく資料も豊富に掲載されており、

生徒の関心・意欲が高まる工夫がされております。この他、

現在、本市の体育実技の補助教材や新体力テストの別冊資

料等の活用が図られております。なお、大修館は、中学校

の全国シェア率は低くなっておりますが、高校の全国シェ

ア率は大変高い状況となっております。以上で説明を終わ

ります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       保健体育は４社がありますが、前回、現在の大日本図書

を採択した時は薬物乱用や応急措置など保健資料が豊富で

あることから採択されましたが、今回の改訂では、保健分

野で情報量は他の３社も充実してきております。一方、体

育は、大修館は保健体育専門の教科書会社ということもあ

り補助教材、資料が充実しており、特に、本市課題である

中学校の新体力テストの対応については、大修館の別冊資

料を現在活用しているなど、生徒及び教員向けの補助教材、

資料が充実していることから、大日本図書から大修館に変

更した方が良いのではないかと考えています。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ保健体育の教科書は大

修館を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 
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西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、技術・家庭で

す。技術・家庭は技術科分野と家庭科分野に分かれており、

それぞれ３社の教科書があります。現在、本市で使用して

いるのはいずれも東京書籍です。それでは、説明をお願い

いたします。 

 

杉野指導主事      技術・家庭に関してご説明申し上げます。技術・家庭は、

どちらも３社の教科書があります。現在、本市で使用して

いるのは、いずれも東京書籍で、全国的には開隆堂が多く、

次いで東京書籍となっています。技術・家庭につきまして

も、２社についてご説明いたします。まず技術に関してご

説明申し上げます。１社目は東京書籍です。東京書籍では、

学習内容を１３の題材で構成し、基礎的な知識を習得した

後にものづくりを行うという系統的な内容構成となってい

ます。また、1 つ 1つの情報量も多く、学習の充実が図ら

れる工夫がされています。必要な技能をしっかりとわかり

やすく提示されていて、指導しやすくなっています。２社

目は開隆堂です。開隆堂は、単位時間ごとに、生徒が課題

意識を持てるように工夫されています。また作業過程ごと

に指導内容がしっかりとまとまっています。どちらの教科

書も意欲を高める工夫、実習が充実できるように工夫され

ています。また、実習例にも複数示しており、生徒の創意

工夫を図ることができます。次に家庭科に関してご説明申

し上げます。１社目は東京書籍です。東京書籍では、紙面

の大きさを活かし、実物大の資料を載せるなど写真やイラ

ストが大きく見やすくなっています。資料等も豊富で充実

しており、知識や技能を活用する学習活動も豊富でありま

す。２社目は開隆堂です。開隆堂は、学習内容についての

課題意識や興味関心を持たせるように、実物大の写真や食

品の概量をばねばかりや目ばかりを示す工夫をしています。

どちらも、日本各地の郷土料理や地域の食材を活用した調

理実習を取り上げ、生徒の興味関心や地域の実態に応じて

取り扱う内容を選択出来るよう構成するなど、発展的に学

習が出来るような工夫がされています。以上で説明を終わ

ります。 
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西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       技術家庭は３社ですが、現在、授業を男女一緒に、内容

も技術と家庭科の交互で行われており、また、道内２４地

区の採択状況を見ると２３地区で同一の会社でありますこ

とから、同じ会社がベストであると考えています。また、

技術家庭は、免許外教員の指導割合が進む中で、現在使用

している東京書籍は、今回の改訂で、教科書の内容が大幅

に改善され、情報量や作業手順の見やすさや分かりやすく

なってきており、免許外教員の指導にも対応しやすいこと

から、今回は、技術家庭とも現在と同じ東京書籍でよろし

いのではないでしょうか。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ技術家庭の教科書は、

技術科分野と家庭科分野ともに東京書籍を採択することに

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。次は、英語です。英

語は６社の教科書があります。現在、本市で使用している

のは開隆堂です。それでは、説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事      英語に関してご説明申し上げます。英語は６社の教科書

があります。現在、本市で使用しているのは開隆堂で、全

国的には東京書籍が最も多く、次いで開隆堂、三省堂とな

っています。英語につきましても、２社についてご説明い

たします。１社目は開隆堂です。開隆堂は、全セクション

を通じて、４技能のコミュニケーション活動が相互につな

がっており、コミュニケーション能力の基礎を多面的に養

える工夫がされております。また、学習の定着状況を確認

するために、単語のチェックボックスに加え、巻末に学習

到達目標キャン・ドゥリストを掲載するなどの工夫がされ

ております。この他、本市に関わる題材も掲載されており

ます。２社目は東京書籍です。東京書籍では、全ユニット

を通じて、４技能が網羅され、バランスがあります。また、
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補充的、発展的な学習に関する内容を他社と比較して、多

く取り上げています。この他、３年間を通じて、言語の使

用場面、言語の働きが明確に示されており、「デイリーシ

ーン」など日常生活との関連づけについての工夫がなされ

ております。以上で説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

山田教育長       英語は６社ありますが、現在も使用している開隆堂の教

科書は、全体的に生徒が授業や学習の手順を見て分かりや

すく、指導者にも教えやすい構成になっております。また、

１年生の教科書では、３ページに渡って、室蘭の表現や地

図でのクジラ・イルカウォッチングが題材となっているこ

ともありますので、現在の開隆堂でよろしいのではないで

しょうか。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。なければ英語の教科書は、開隆

堂を採択することに異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、そのように決定します。最後に、特別支援教

育です。説明をお願いします。 

 

杉野指導主事      特別支援教育の教科書についてご説明申し上げます。特

別支援教育の教科書につきましては、選定委員会で室蘭聾

学校を訪問し展示してある一般図書を閲覧しましたが、委

員の先生方からは、豊富なイラストや写真、なじみのある

キャラクター、鮮明な色を使い音や光の出るものなどもあ

り、単純で飽きやすい内容でも子どもが興味・関心を持ち

ながら学習することが出来るように工夫されている、また、

発達の段階に合わせて系統的な指導ができるような内容の

配列になっているとの報告を受けております。以上で私か

らの説明を終わります。 

 

西里委員長       ただいま説明がありましたが、特別支援教育では、児童
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生徒一人一人の能力や状況に応じて、できるだけ選択の幅

を広げて考えていくことが必要となりますことから、（１）

から（３）の３種類全てについて採択することに異議あり

ませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       それでは、本日の採択結果について、総括をお願いいた

します。 

 

中野学校教育課長    それでは、採択結果について報告します。国語は光村図

書出版、書写は光村図書出版、社会は地理的分野、歴史的

分野、公民的分野のいずれも東京書籍、地図は帝国書院、

数学は振興出版社啓林館、理科は振興出版社啓林館、音楽

は一般・器楽合奏いずれも教育芸術社、美術は光村図書出

版、保健体育は大修館書店、技術家庭の技術分野・家庭分

野のいずれも東京書籍、英語は開隆堂出版、最後の特別支

援教育は（１）文部科学省検定教科書のうち、室蘭市で採

択した各教科の教科用図書、（２）文部科学省著作教科書、

（３）小・中学部を置く特別支援学校及び小・中学校特別

支援学級教科用図書として目録にまとめられている一般図

書を採択することと決定いたしました。以上です。 

 

西里委員長       最後に、今回の教科用図書採択に関わる今後の公開方法

ですが、公開内容については、「教科用図書採択一覧」、「採

択理由」、「教科用図書選定委員会の委員名簿」、「調査研究

答申内容」、「同教委作成の採択参考資料」及び「本臨時会

の会議録」とし、市の情報公開条例に基づき、事務局に一

任することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、そのように決定いたします。

これをもちまして、議案第３号を終了いたします。以上で、

本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして、

平成２７年第３回室蘭市教育委員会臨時会を閉会いたしま



 28 

す。  

 

 

 

本委員会の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

室蘭市教育委員会委員長   西 里 弘 二 

 

室蘭市教育委員会委員     前 田 弘 子 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 

 


