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平成２３年第８回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年８月４日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時５０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 番 号 件 名

第１ 会議録署名委員の指名

第２ 会議録承認について

第３ 報告第１号 室蘭市教育委員会８月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第５ 議案第１号
平成２２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

第６ 報告第３号 室蘭市教科書用図書選定委員会諮問に対する答申の件

第７ 議案第２号 平成２４年度使用小学校用教科用図書採択の件

第８ 議案第３号 平成２４年度使用中学校用教科用図書採択の件

第９ 報告第４号 室蘭市立学校職員の懲戒処分に関する件

４ 出席委員 西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 山田教育長

５ 説明員 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 佐藤総務課主

幹［学校施設・施設適正配置］ 松村学校教育課長 星学校教育

課主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 小西生涯学習課長 矢

元生涯学習課主幹[文化振興] 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振

興] 山下生涯学習課主幹[図書館] 一戸生涯学習課主幹[読書
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活動推進] 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹 真野学校給

食センター所長 照井給食センター主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２３年第８回室蘭市教育委

員会定例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、谷藤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

３年第３回臨時会および平成２３年第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報告第１号室蘭市教育委員会８月行事予定の件

を議題といたします。説明をお願いします。

山本総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会８月行事予定の件のうち、

主なものにつきまして、ご説明申し上げます。次のペー

ジの報告第１号別紙をご覧願います。はじめに、学校教

育課でございます。１７日～２２日にかけまして、小中

学校２学期の始業式が執り行われます。次の、生涯学習

課の社会教育では、１１日（木）に平成２３年度第４回

社会教育委員の会が本庁２階大会議室で開催いたします。

次の、男女平等参画推進では、６日（土）に、男女共生

セミナー開講講演会がミンクールで開催いたします。次

に、文化振興では、７日（日）に、三市合同文化事業と

して、舞台「おもいのまま」が文化センターで開催され

ます。次に、市民美術館では、２～２８日にかけまして、

室蘭のイメージ「海」に関します絵画の展示会が行われ

ます。次の、青少年科学館では、６～８日にかけまして、

夏休み科学館祭が開催されます。次のページをご覧くだ

さい。図書館では、１２日（金）に、なつやすみこども

シアターが開催されます。次に、下から２番目のスポー

ツでは、６日（土）に、入江陸上競技場において、三市
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スポーツ交流第１９回室蘭地方小学生陸上競技大会が開

催されます。以上でございます。

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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第１号は、終了します。次は、日程第４

報告第２号教育機関等に対する寄附採納の件を議題とい

たします。説明をお願いします。

山本総務課長 報告第２号教育機関等に対する寄附採納の件につきまし

て、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別紙

寄附採納状況報告書をご覧願います。寄附採納につきま

しては、１件ございまして、７月１３日に、ふくろうの

会代表様より、図書１８冊、金額にいたしまして、１３

３，５００円相当のご寄附がございました。このご寄附

は、ふくろう文庫に収められ、市民の読書普及のために、

活用させていただきます。以上でございます。

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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第２号は、終了します。次は、日程第５

議案第１号平成２２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

成の件を議題といたします。説明をお願いします。

堀教育部長 議案第１号平成２２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

成の件について、ご説明申し上げます。下段の提案理由

に記載のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２７条の規定に基づき、その権限に属する事務の
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管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、学識

経験者の知見も活用した報告書を作成したいと思います

ので、本議案についてご審議いただきたいと存じます。

それでは、このたびの報告書の概要についてであります

が、別添の議案第１号別紙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（案）（平成２２年度実

績）をご覧いただきたいと存じます。表紙の裏面の目次

をご覧いただきたいと存じます。１点目には、昨年と同

様に点検・評価制度の概要を表示しております。２点目

の点検・評価の結果では、大きな３本の柱の１項目目は、

自ら学び、うるおいのある活きた学力の育成と豊かな心

と健やかな体の育成として、１番目の確かな学力を育む

教育課程の編成継続から８番目の私学に対する支援まで

４ページから１６ページまで記載しております。大きな

柱の２項目目は、安心・安全に学べる教育環境の整備に

ついては、９番目の不審者対策および虐待問題への取り

組みから１５番目の学習環境の整備まで１７ページから

２６ページまで記載しております。大きな柱の３項目目

は、生涯学習の推進については、１６番目社会教育の環

境づくりから２０番目のスポーツ振興まで、１８ページ

から３５ページまで記載しております。以上、これまで

と同様に、平成２２年度 教育行政方針に、掲げられた

重点項目に盛り込まれた施策・事業の２０項目について、

点検及び評価を実施したところでございます。４ページ

をご覧ください。各ページに重点施策、点検・評価項目、

平成２２年度の取組状況、成果と課題、今後の展開の考

え方を、できるだけ具体的に、また、難解な言葉には注

釈をつけるなど、分かり易さを心がけたところでござい

ます。次に、３７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、記載している５名

の学識経験者からご意見や助言をいただきましたところ

であり、その内容は３８ページから４２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が、点

検及び評価の客観性を確保したところでございます。ま

た、いただいたご意見等につきましては、今後の施策、

事業等の展開に反映させていく考えでございます。なお、
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今後のスケジュールでございますが、本日の審議で議決

をいただきましたら、引き続き、来月に開会されます第

３回室蘭市議会定例会の初日に全市議会議員に配布して、

所管委員会に報告後に、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。以上でございます。よろし

くご審議賜りたいと存じます。

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。

黒光委員 先日学校を訪問した際に校長とお話をしましたが、プー

ル授業の中で着衣水泳を是非行いたいという話を聞きま

した。そういうことは子どもたちには出来る環境ではな

いのでしょうか。

酒井教育指導参事 着衣水泳についてですが、毎年ではないですが道教委か

ら講習会の実施要項が届く年がございます。ただそれは

指導者向けの講習となっており、子ども達を主体とした

要項は現在のところ見た事がございません。今後注意し

て確認したいと思います。

西里委員長 ほかにありませんか。

（なし）

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６報告第３号室蘭市教科書用図書選定委員

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。

星学校教育課主幹 報告第３号室蘭市教科用図書選定委員会諮問に対する
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答申の件についてご説明申し上げます。本件は、６月２

日開催の教育委員会定例会の決定に基づきまして、平成

２４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、室蘭市教科用図書選定委員会に

諮問したことに対し、報告第３号別紙のとおり答申があ

りましたので、ご報告申し上げるものでございます。な

お、本件答申書につきましては、その写しを既に委員の

皆様のお手元に届けてございますので、後ほど議案とな

ります平成２４年度使用中学校用教科用図書採択におき

まして、担当指導主事から説明がありますが、採択参考

資料としてご活用いただきたいと存じます。以上でござ

います。

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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第３号は、終了します。次は、日程第７

議案第２号平成２４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。

星学校教育課主幹 議案第２号平成２４年度使用小学校用教科用図書採択

の件についてご説明申し上げます。教科用図書は、議案

第２,３号参考にございますとおり、一度採択されますと、

法令上４年間、毎年度、同一の教科書を採択することと

されておりまして、昨年新たな教科用図書を採択し、平

成２３年度から使用しております。本件は、この法令に

基づき、議案第２号別紙にございますとおり、平成２４

年度使用小学校用教科用図書一覧のとおり、昨年と同一

の教科用図書を採択しようとするものでございます。ご

審議の程、よろしくお願い申し上げます。

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。
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谷藤委員 これは昨年選んだものを２４年度も採択するということ

でしょうか。

山田委員 ４年間同じものを採択することとなります。

西里委員長 それでは、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。

次の案件ですが、ここから最後の日程第９まで非公開の

案件となります。日程第９を先に行い最後に日程第８を

行いたいと思いますがいかがでしょうか。

（異議なし）

西里委員長 ご異議がありませんので順序を入れ替えまして日程第９

を先に行います。

西里委員長 次の案件についてお諮りいたします。日程第９報告第４

号につきましては、特定の個人に関する情報が含まれて

いるため、非公開とすることに御異議ありませんか。

（異議なし）

西里委員長 御異議なしと認め、非公開とします。説明員及び記録員

を除くその他の方は、退場して下さい。

（退場）

(以下非公開)

西里委員長 それでは、報告第４号は、終了します。次の案件につい

てお諮りいたします。日程第８議案第３号平成２４年度

使用中学校用教科用図書採択の件につきましては、静ひ
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つな採択環境の確保という面から会議を非公開とし、採

択事務終了後に議事録を公開することにご異議ありませ

んか。

（異議なし）

西里委員長 異議なしと認め、これより非公開とすることを決定しま

す。それでは、日程第８議案第３号平成２４年度使用中

学校用教科用図書採択の件につきまして、事務局より説

明をお願いいたします。

星学校教育課主幹 議案第３号平成２４年度使用中学校用教科用図書採択

の件についてご説明申し上げます。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、一

度採択されますと、法令上４年間、毎年度同一の教科書

を採択することとされておりまして、中学校の教科書は

平成２１年度に採択されていますので、平成２２年度か

ら平成２５年度まで使用することになりますが、学習指

導要領が改訂されたことに伴い、平成２４年度以降、現

在使用している教科書が発行されなくなることから、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条第２項の規定によりまして、平成２４年度以

降中学校で使用する教科用図書を採択するものでござい

ます。新しい教科書については、議案第３号別紙の平成

２４年度使用中学校用教科用図書一覧に記載のとおりで

ございます。これらの教科書は、５月に各中学校で回覧

をし、６月７日から７月４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、その結果につきまして

は７月５日に答申を受け、本日の報告第３号でご報告し

たところでございます。また、６月１７日から実日数で

１４日間、市内４会場、図書館本館、輪西分室、本輪西

分室、教科書センターで展示し、一般市民に公開いたし

ました。閲覧者は１５５人でありました。この新しい教

科書は、発行総数１８社、１５種目、１３１冊になりま

す。なお、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、一般図書がありますが、室蘭聾学校の
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みで展示しております。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１３条及び第１４条、

同法施行令第１４条に基づきご提案申し上げるものでご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

西里委員長 ただいま説明がありましたが、昨年の小学校の教科書採

択に続いて、今年は中学校用教科用図書の採択というこ

とですが、今回は、事前に勉強会を２度ほど開催して、

各発行者が作成した教科書編集趣意書や道教委の調査研

究書、そして、過去の全国学力テストの結果や教科書採

択の全国的な傾向などについて共通認識を図ってきまし

た。先ほどは教科用図書選定委員会での調査研究結果が

答申として報告されましたが、こうした情報をもとに、

本市の子ども達の特徴や課題を十分に踏まえ、採択する

ことが重要と考えます。それでは審議をこれから始めま

す。まずは、国語です。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教育出版ですが、資料に

よりますと全国的には光村図書が最も多く、次いで教育

出版、三省堂となっています。それでは、事務局から調

査研究の概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 それでは、説明致します。国語は５社ございます。１社

目、東京書籍です。構成は、本編、基礎編、資料編の３

部構成となっており、本編は各学年７つの単元からなり、

基礎編、資料編はそれぞれ、生徒の実態に応じて学んだ

ことを振り返ったり、深めたりすることができるものと

なっております。２社目、学校図書です。Ａ５版で作成

されており、他社よりもページ数が多いことから、扱っ

ている教材数も多くなっております。また、スピーチか

らプレゼンテーション、ディベート、パネルディスカッ

ションと、系統的・発展的に言語活動が配置されており

ます。３社目、三省堂です。学習したことを振り返り、

確かめ、基礎的な知識技能を習得し活用するための活動

が系統立てて構成されております。４社目、教育出版で
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す。現在使用中の出版会社です。話すこと、書くこと等

の領域別に教材が配列されており、各学校の課題に応じ

て多様な学習計画の作成が可能となっております。５社

目、光村です。既習事項を活かして、３年間を見通した

系統的・発展的な学習ができるような工夫がなされてい

るとともに、生徒が主体的に学習に取り組むことができ

るような配慮がなされております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ただいま説明がありました選定委員会の詳細な資料はお

手元にあると思いますが、この中では５社ありますが光

村図書か教育出版がいいかと考えております。その中で

も光村図書につきましては今のお話の他、学び方や学習

の見通しを明記しており、補充から発展学習まで充実し

ております。各領域の話す事、聞く事、書く事、読む事

の教材の分量やバランスが他社よりもよく適切な指導が

しやすいと考えております。一方、教育出版でございま

すが、確かにこれまで採用した会社であり、そういう面

では指導がしやすいのかとは思います。また北海道の自

然を題材とした作品、北海道出身者の作品が掲載されて

いたり、補充教材ですが知里幸恵を題材にした作品が掲

載されたりしてございます。このようなそれぞれの良さ

がある中で昨年度の小学校の採択においては全国シェア

が高く、また学力向上の観点から教育出版から光村図書

を採択した経緯がございます。国語につきましては数学

とともに基礎基本でございまして、小中学校の全国学力

テストの科目となってございます。そういう中で小中学

校連携した採択が重要でございまして、ほとんどのとこ

ろでは小中学校同じ物を採択している状況もあり、今回

につきましては光村図書を採択してはどうかと申しあげ

ます。

芝垣委員 私は教育出版に北海道出身の作家の作品が載っており、

知里幸恵さんの題材とした作品も載っており、教育出版
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の方がよいか思いましたが、小学校が光村図書を使用し

ており、小学校との連携を考えたときには私も光村図書

の方がよいかと思います。

黒光委員 私も読んだときは、教育出版と光村図書の２社以外の物

も字が大きくて見やすかったり、色分けされており見や

すくてよかったり他の出版社も工夫していることを感じ

ました。ただ昨年初めて小学校の教科書選定をさせてい

ただき、なんとか児童の学力を向上させたいという事で

思い切って光村図書に変えました。そういう経緯もある

のでそれに沿って中学校も光村図書を選ばざるを得ない

かなと思います。

谷藤委員 今年小学校が光村図書に代わって現場の先生からの意見

はあるのでしょうか。

萩原指導主事 これまでと違い単元の配列がとてもわかりやすく読むこ

とと書くことが詳しく載っているので扱いやすいという

話は聞いております。

西里委員長 委員の皆さんは光村図書がいいという意見ですね。それ

では、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

いで東京書籍、教育出版となっています。それでは、事

務局から調査研究の概要について説明をお願いいたしま

す。

高橋指導主事 書写です。６社ございます。１社目、東京書籍です。竹

取物語や枕草子等国語科との関連を図った教材を取り上

げております。また、生徒が見通しを持って学習に取り
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組める工夫がなされております。２社目、大日本図書で

す。実生活との関連が図られた活動が取り上げられてお

ります。クラーク博士の言葉も掲載されています。３社

目、学校図書です。こちらも実生活との関連を図った活

動が取り上げられております。また、生徒自身が自己評

価をしながら学習を進めることができる内容です。４社

目、三省堂です。国語科との関連を図った教材を取り上

げ、生徒の意欲を高める工夫がなされております。５社

目、教育出版です。実生活との関連付け、国語科との関

連付けが図られており、特に実生活との関連については

多彩なものとなっております。６社目、光村図書です。

実生活との関連付けを図っていること、また、毛筆の手

本が１ページずつ収められており、生徒の使い勝手がよ

いものとなっております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ６社の内、選定委員会の研究調査資料のその他で４社に

課題と取れる文面がございました。それ以外では国語と

同様に、光村図書と教育出版２社でございます。中学校

では書写が国語との関連も比較的低いのと、教育出版も

それなりに全国シェアがあることから、これまで同様に、

教育出版でいいのではないかと思っております。

芝垣委員 選定委員会の資料のその他の記載からいけば光村図書の

方が教育出版よりも評判がいいよいように見受けられま

すがどうなのでしょうか。

高橋指導主事 各社ともに国語の教科書との関連付けを図っております。

ただし実際の使用場面においては書写の時間に国語の教

科書と書写の教科書を２つならべて授業をする事はほと

んどなく書写は書写で扱っております。教育出版の特徴

として実生活の結び付きが他社よりも多彩である事。と

りわけ毛筆に関わっては子どもが毛筆離れの傾向がきわ

めて強いことから、実生活と結びつけて毛筆、硬筆、書
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写の良さを味あわせるという面には優れているとの印象

を受けたところです。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、書写の教科書は、教育出版を採択することに

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、社会です。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、日本文教出版となっています。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、次いで日

本文教出版、帝国書院となっています。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。それでは、事務局から

一括して調査研究の概要について説明をお願いいたしま

す。

高橋指導主事 社会の地理的分野、４社ございます。１社目、東京書籍

です。地理的事象を全体像として大きく捉えさせて、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

となっております。北海道の取扱いが大きくなっており

ます。２社目、教育出版です。各ページごとにねらいが

明確に示されており、課題意識を持った学習が可能とな

っております。また、毎時間、表現活動や考察活動を行

えるような配慮がなされております。３社目、帝国書院

です。地理的事象の全体像を大観しながら、各地域の特

色を探究しやすい構成となっております。章末ごとに学

習のまとめが設定されており、振り返りがしやすくなっ
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ております。４社目、日本文教出版です。全体を通して、

環境問題、防災問題、伝統や文化の重視といった柱が貫

かれております。続きまして歴史的分野です。７社ござ

います。１社目、東京書籍です。各単元ごとに学習課題

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

ぶ構成となっております。Ｂ５ワイド版になり、文字や

資料の見やすさが優れています。２社目、教育出版です。

こちらも生徒の学習意欲の向上、主体性を意識した構成

となっております。また、多くのコラムやコーナーで生

徒の歴史学習への興味・関心を喚起する配慮がなされて

おります。３社目、清水書院です。日本と世界の地図を

豊富に扱いながら、互いの歴史的な繋がりを把握しやす

くしたり、地理的分野、公民的分野との関連を図った学

習ができるように工夫されております。４社目、帝国書

院です。地図関係の資料が格段に充実しております。６

部構成の各見開きではその時代を代表する資料を掲載し、

導入段階における生徒の興味・関心を喚起しております。

５社目、日本文教出版です。日本と世界の歴史的つなが

りを把握しやすい構成となっており、また、地理的分野、

公民的分野との関連付けを図った学習ができるようにな

っております。６社目、自由社です。歴史を学ぶ意欲を

高める工夫や歴史の学び方を身に付ける工夫について充

実した内容となっております。７社目、育鵬社です。全

体を６章で構成し、各章の見開きでは、その時代を代表

する「船」を取り上げ、世界との交流の歴史を紹介する

などして、生徒の興味・関心を喚起する工夫がみられま

す。最後に公民的分野です。７社ございます。１社目、

東京書籍です。現代社会の身近な課題を取り上げ、話し

合いや発表活動を行いやすい配慮がなされております。

また、日本の平和主義やエネルギー政策については、多

面的な扱いがなされております。 ２社目、教育出版で

す。生徒が考察を深めたり、多様な考えを交流し合うこ

とができる内容となっております。北海道の事例から地

方自治について考察するページもございます。３社目、

清水です。各ページに生徒の思考力を高める課題が設定
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されております。ユニバーサル活字を採用しており文字

が大きく読みやすくなっております。４社目、帝国書院

です。実生活上の一面をクローズアップし、課題に気付

かせ意欲的に課題解決に臨ませる配慮がなされておりま

す。５社目、日文です。広い視野から学習を深めたり、

主体的に学習に取り組むことができる工夫がなされてお

ります。６社目、自由社です。現代社会の実態から、政

治、経済、そして、持続可能な社会の形成と、系統的・

発展的に学習できる構成となっております。７社目、育

鵬社です。広い視野からの学習を深めるよう促したり、

主体的な学習ができる配慮がなされております。以上で

ございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 現場の声としては地理・歴史・公民は、できれば同一会

社の教科書を採択したいと考えてございます。前回も、

道内２４地区の内、本市を含め１５地区の約６０％が同

一教科書を採択してございます。今回３分野とも採用さ

れている会社は、東京書籍、教育出版、帝国書院、日本

文教出版の４社で、選定委員会の調査研究資料では、東

京書籍と帝国書院２社が良いのではないかという考えで

ございます。その中で東京書籍が３分野とも全国シェア

が一番でございます。一方、帝国書院の公民については

６％台と低い状況でございます。これらから、現在、東

京書籍を採用しており、今回も東京書籍の教科書を採択

ではどうかと考えております。

芝垣委員 東京書籍は概ね北海道の事を大きく取り扱っている印象

がありました。

谷藤委員 全道的に東京書籍が多いのでしょうか。

山田委員 全道的にも全国的にも東京書籍が多いです。
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谷藤委員 社会は暗記する科目なので入試につながる事を考えると、

みんな同じで共通するものが多い方がいいのかと思いま

す。

酒井指導参事 地理で言うと約４３％のシェアとなっております。

山田委員 全国的にも地理・歴史・公民の第１位が東京書籍となっ

ており、昨年のデータですが歴史で約５０％、公民で約

６１％となっておりまして、社会に関しては東京書籍が

多くなっております。

高橋指導主事 かつては１年生では地理、２年生で歴史、３年生で公民

を学んでおりました。現在はそのような学び方ではなく、

１年生と２年生の間で地理と歴史を交互に学びお互いに

地理的な側面と歴史的な側面を関連付けながら学習して

おります。地理と歴史を１・２年生で学んだ後、教える

べき内容の量の関係から歴史が４０時間分必ず３年生に

回ってきます。そうした場合に地理・歴史で同じ教科書

を使用してきて３年生になって新しい教科書に代わると

３年生の途中で教科書が変わるということが起きてしま

います。

黒光委員 そういうことなら同じ物の方がいいですね。東京書籍は

ワイド版で大きく、色もきれいで見やすくていいと思い

ました。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、社会は地理・歴史・公民の３分野の教科書で、

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、地図です。地
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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、事務局から調査研究の

概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 地図です、２社ございます。１社目、東京書籍です。世

界の基本図は主に４０００万分の１の縮尺、日本の基本

図については２ページ、８００万分の１で示されており

ます。北海道の開拓の歴史アイヌ語に由来する地名や意

味が取り上げられています。２社目、帝国書院です。世

界の基本図は主に４５００万分の１、日本の基本図は、

３ページで４００万分の１で示されています。北海道の

開拓の歴史、アイヌ語に由来する地名を探す学習活動を

取り入れております。地図の使い方のページが興味関心

の喚起、学び方、調べ方を身に付けられる充実した内容

となっております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 東京書籍と帝国書院２社を比較いたしますと、帝国書院

が圧倒的に全国シェアが高く、これまで本市を含め道内

２４地区で帝国書院を採用してございます。今回も帝国

書院を採用と考えております。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、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。

（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

るのは教育出版ですが、全国的には東京書籍が多く、次
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いで啓林館、学校図書となっています。それでは、事務

局から調査研究の概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 数学です、７社ございます。１社目、東京書籍です。各

章ともに、例題、確かめ、問、もっと練習という段階を

踏み、生徒の理解度に応じた学習が可能となっており、

問題数も多くなっております。２社目、大日本図書です。

各章ごとに定着度を確認する問題が多く用意されており

ます。また身の回りの事象と数学の結びつきを取り上げ、

学習意欲の喚起を図っております。３社目、学校図書で

す。小学校算数における既習事項を確認できる場面を設

けたりするなど、算数との系統性を踏まえた単元配列と

なっております。４社目、教育出版です。身近な題材を

導入として取り上げ、例題、たしかめ、問という流れで

系統的に基礎基本の定着が図れる構成となっております。

５社目、啓林館です。学力の全国的課題である扇形の面

積の学習について、その系統性が明確で理解の促進が図

られるものとなっています。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

徒の理解度の差にも対応できるものとなっております。

６社目、数研出版です。身近な話題から導入をし、ふり

かえりの学習、発展的な学習がバランスよく配列されて

おります。７社目、日本文教出版です。捜査活動を主と

した導入に始まり、各章の終わりには、生徒の理解度に

応じたレベル別の練習問題が用意されております。以上

でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 選定委員会の調査研究資料から、東京書籍、教育出版、

啓林館の３社に絞り込んではどうかと考えております。

啓林館は、本市中学生が弱い、図形の学習が充足されて

いて指導しやすいのと、問題数も補充問題から発展問題

まで充実しているかと思います。教育出版は、数計算の

学習が指導しやすいのかと思います。東京書籍はこれま



20

で採用していた教科書でございます。これらを踏まえる

のと、基礎基本である数学も国語と同様に考え、まず、

全国シェアを見ると、教育出版は６％台に比べ、啓林館

と東京書籍が拮抗しているような状況であります。また、

国語と同様に小中連携した採択も重要と考えておりまし

て、小学校は昨年啓林館を採択しており、今回は、中学

校においても啓林館の教科書を採択してはどうかと考え

ております。

黒光委員 数学の教科書を見たときに啓林館は私たちが習っていた

時と同じような感じの教科書のイメージを受けました。

大日本図書はこれが数学なのかというようなおもしろい

印象を受けました。数学における言語活動の充実等、数

学ですが、全ての学習に通じているような面白さがあり

ました。ただ国語と同じように小学校の方が啓林館を使

用しておりとかく学力を上げたい事で先生方が選ばれて

いるので３年後などにどれほど学力が上がっているのか

楽しみです。そういうことでは啓林館の方がいいのかと

思います。啓林館は練習問題がとても豊富でいっぱい載

っており問題集と同じくらい載っているので、やれる子

どもはどんどん学力が上がっていくのではないかと思い

ます。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、数学の教科書は、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、第１分野、第２分野に分かれ

て構成されています。現在、本市で使用しているのは啓

林館ですが、全国的には東京書籍が多く、次いで啓林館、
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大日本図書となっています。それでは、事務局から調査

研究の概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 理科です。５社ございます。１社目、東京書籍です。生

徒の発達段階に応じた課題が設定されており、生活体験

や興味関心に基づいた課題追及ができるようになってお

ります。つまずきやすい内容では例題、解き方を提示し

たりすることで、確実な学びができる工夫がなされてお

ります。２社目、大日本図書です。各学年、分野ともに、

系統的・発展的な学習ができるような構成となっており

ます。コラムでは、昭和新山の誕生について写真ととも

に記述があります。３社目、学校図書です。導入部にお

いて、既習事項との関わりが提示され、振り返り学習が

しやすくなっております。北海道の花としてハマナスの

写真が掲載されています。４社目、教育出版です。習得

した知識や技能を活用する場面が随所にみられ、生徒が

興味・関心を持って取り組めるような工夫がなされてお

ります。基礎的、基本的な問題の掲載が多くなっており

ます。５社目、啓林館です。理科で特に苦手とされる計

算問題について、算数的なつまずきを解消する配慮がな

されております。北海道の自然等の取扱いは、最も多く、

また、カラーユニバーサルデザインへの対応は、ＮＰＯ

法人の審査基準に則った厳しい基準に基づいております。

以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 これまで本市が採用していたのは啓林館の教科書でござ

います。内容ですが、本文がしっかりしていること、学

習のつまずきに対応していることと、北海道の題材が多

く掲載されている。マイノート問題集が別冊追加され充

実しているなどのほか、何といっても理科の場合、リト

マス紙や水溶液などの色彩に対し、東京書籍にない、ユ

ニバーサルデザインの CUD マークがついており、今回も

啓林館の教科書を採択したいと考えております。
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芝垣委員 北海道の事を多く盛られている事は大変いいと思います。

小学校も啓林館ですので中学校も啓林館でいいのではな

いかと思います。

黒光委員 理科ではマイノートというのは新しいやり方ですよね。

私も理科は啓林館でいいと思います。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、理科の教科書は、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２社の教科書があり、一般の教科書と器楽に分かれて

います。現在、本市で使用しているのは一般の教科書が

教育出版、器楽が教育芸術社ですが、全国的には教育芸

術社が多いようです。それでは、事務局から調査研究の

概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 音楽一般、２社ございます。１社目、教育出版です。各

学年で扱わなければならない、わが国で親しまれてきた

歌唱教材について、曲の背景や想起される情景等につい

て丁寧に示されております。伝統的な音楽からポピュラ

ー音楽にわたるまで、多様な音楽に対する理解を深め、

幅広く主体的に表現や鑑賞がなされるような配慮がござ

います。２社目、教育芸術社です。斉唱や簡単な二重唱、

三重唱の混声合唱という系統的・発展的な学習に対応し

ております。生徒が主体的に学習できるような工夫がみ

られております。音楽器楽、２社でございます。１社目、

教育出版です。和楽器やリコーダー、ギター、打楽器等、

簡単な演奏の後に様々な形態による合奏を扱うなど系統
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的・発展的に学習できる工夫がなされています。和楽器

に重心を置きつつ他国の学期も扱い双方の音楽文化につ

いての関心や理解を深める配慮がなされております。２

社目、教育芸術社です。系統的・発展的な学習の配慮は

他社と同様に工夫がなされております。伝統音楽に根差

した易しい教材を掲載し、表現活動を通して日本の伝統

音楽の良さを味わうことができるようになっています。

以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ２社の内、一般、器楽とも、圧倒的に教育芸術社の全国

シェアが高く、教育出版社は２割程度ですが、道内をみ

ると２４地区の内、教育芸術社を採用しているのは、一

般が１地区で、器楽が２地区で、逆に圧倒的に教育出版

の方が多い状況となっております。内容の比較では、指

導が指定されている唱歌の指導ページは、教育出版の方

が良いようだという話は聞いております。また、これま

でも教育出版を使用してきております。器楽教科書は大

きな違いはないのですが、これまでの中学校の器楽教科

書と昨年からの小学校の器楽教科書は教育芸術社採用し

ております。このことから、これまでと同様に、一般は

教育出版、器楽は教育芸術社でどうかと考えております。

谷藤委員 一般と器楽で同じ教科書でないと整合性が取れないとい

うような声は現場の方からはないのでしょうか。

高橋指導主事 別々に扱う事が多いため、ほぼないです。

山田委員 シェアから行くと全国的には両方とも教育芸術社が多い

ですね。

黒光委員 北海道は両方とも教育出版が多いですね。

山田委員 別々の教科書を使っているところはあまりないですね。
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現場の声はどうなのでしょうか。

酒井教育指導参事 私も部会の話を聞いておりましたが、意見が割れるのが

多く非常に難しいようでしたが、今回新学習指導要領に

なり唱歌がかなり増えましたが、その辺の取扱いが教育

出版の方が丁寧だったということです。

山田委員 器楽となると専門的な形になるのでしょうか。

酒井教育指導参事 そうなります。

山田委員 小学校の時もそうでしたが専門的になると教育芸術社の

方が優れているということなのですね。

芝垣委員 歌舞伎や伝統芸能を取り上げていたのは教育芸術社でし

たよね。それはいいと思いました。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、音楽の教科書は、一般が教育出版、器楽が教

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、全国的にも日本文教出版が最も

多く、次いで開隆堂、光村図書となっています。それで

は、事務局から調査研究の概要について説明をお願いい

たします。

高橋指導主事 美術です、３社ございます。１社目、開隆堂です。色鮮

やかな写真が多く、デザイン性や美しさ、色彩の豊かさ

などに配慮があり、生徒の美的感覚や情操を刺激するも
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のとのなっております。２社目、光村です。学校や地域

の実態に応じて取り扱う内容を選択できるように構成さ

れております。作業過程の写真が増え、視覚からの理解

がしやすくなっております。３社目、日文です。各学年

それぞれ３つのテーマで構成され、テーマごとの狙いに

基づき、生徒が主体的に学習に取り組む工夫がなされて

おります。また、図工から美術へという移行にも配慮さ

れております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ３社の内、日本文教出版だけが、透視図法の立体構成を

取り上げているのと、指導しやすさなど、総合的に良い

かと思います。一方、専門的視野で見ると光村図書が良

いが、表紙部分など破損しやすく製本が良くない状態で

す。また、全国シェアは、これまで使用していた日本文

教出版が７４％と７割を超えているのと、道内２４地区

の内、２２地区が採用しており、今回も日本文教出版の

教科書でいいのではないかと思います。

芝垣委員 差はつけにくいですね。現場の方で指導しやすいという

物がいいと思います。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、美術の教科書は、日本文教出版を採択するこ

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

しているのは東京書籍ですが、全国的には学研が多く、
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次いで東京書籍、大日本図書となっています。それでは、

事務局から調査研究の概要について説明をお願いいたし

ます。

高橋指導主事 保健体育です。４社ございます。１社目、東京書籍です。

自分とスポーツのかかわりから、スポーツの世界的な広

がりへと学習が進み、スポーツの文化的意義を発展的に

学習できるよう工夫されております。２社目、大日本図

書です。運動の意義や役割等の学習の後に、運動やスポ

ーツの安全な行い方、応急手当等について、充実した資

料により丁寧に取り上げられております。３社目、大修

館です。運動やスポーツの多様性やその意義について、

生徒が主体的に学ぶことができるような配慮がなされて

おります。４社目、学研です。運動やスポーツの多様性、

心身に与える効果、文化としての意義を系統的に学習で

きるような構成となっております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ４社の内、今日的課題でございます薬物乱用防止や応急

措置などの資料が豊富で指導しやすいのが、大日本図書

であると考えております。保健の部分は内容的に一番だ

と思っております。但し、全国シェアは１４％程度、道

内２４地区では本市含め採用ない。体育実技は、補助教

材でも対応できるので、今回は保健分野を重視して、こ

れまでの東京書籍から、大日本図書を採択したいと考え

ております。

黒光委員 大日本図書は今まで使用していないところですよね。

山田委員 今までは学研と東京書籍を使用しておりました。

芝垣委員 概ね大日本図書は保健体育の教科書ですが、保健分野の

方の量が多いですね。そういった意味では保健の分野が

多いのがいいところですね。薬物乱用等の事もあるので
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保健分野の多い教科書はよいのではないでしょうか。

黒光委員 全国的に使用されているのは大日本図書が多いのでしょ

うか。

山田委員 学研が多くなっております。東京書籍も全国シェアで１

７～８％程度で大日本図書と変わらないのですが、学研

が７０％近くなっております。

芝垣委員 印象としては、学研が保健分野の量の割合が一番多いと

思いました。

山田委員 現場としては内容的にはどうなのでしょうか。

酒井教育指導参事 内容としては一長一短です。大きな差はないのですが、

今ありました薬物乱用等の関係を多く扱っているのが大

日本図書であると思います。

黒光委員 よそから聞いた話ですが、大修館は高校の教科書では多

くの９０％以上のシェアを占めていると聞きましたが、

小中と高校では大きく内容が変わるのでしょうか。

酒井教育指導参事 高校になると専門的になってきます。大修館は体育の実

技に強いです。

山田委員 小中学校の現場でも実技の補助教材については大修館が

いいという声は多いです。

黒光委員 中学校までは保健の方に重点を置いた方がいいですね。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、保健体育の教科書は、大日本図書を採択する

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、技術家庭科で

す。技術家庭科は３社の教科書があり、技術科分野と家

庭科分野に分かれています。現在、本市で使用している

のは東京書籍で、次いで開隆堂となっています。それで

は、事務局から調査研究の概要について説明をお願いい

たします。

高橋指導主事 技術家庭です、３社ございます。１社目、東京書籍です。

技術分野では学習内容を１４の題材で構成し、基礎的な

知識を習得した後にモノづくりを行うという系統的な内

容構成となっております。生徒が興味を持って主体的に

学習に取り組める配慮が随所に見られます。家庭分野で

は地域の食材を活用した調理実習や各地の郷土料理を取

り上げております。また、実習のための配慮として、手

順がわかりやすく示されております。２社目、教育図書

です。技術分野では学習内容を１１の題材で構成してお

ります。写真の効果的な活用等、視覚的な工夫により生

徒の意欲向上を図る工夫が見られます。家庭分野では各

章や節の導入に工夫が見られ、生徒の意欲化を図る配慮

がなされております。３社目、開隆堂です。技術分野で

は学習内容を２８の題材で構成しております。各題材ご

とに学習目標が明示され、生徒の意欲化を図ったり振り

返り学習がしやすい配慮がなされております。家庭分野

では食生活と自立では、食品の成分抽出実験等、科学的

な目を養う工夫がなされております。また、カラーユニ

バーサルデザインおよび環境保全を意識した教科書のつ

くりとなっております。以上でございます。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 ３社の内、基礎知識、基礎技能のページが特設されてお

り、資料の写真やイラストなどわかりやすいのは東京書
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籍かと考えております。これまでも東京書籍を採用して

ございます。道内においても多くが東京書籍を採用して

おり、今回技術家庭を含めて東京書籍を採用したいと考

えております。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、技術家庭科の教科書は、技術科分野・家庭科

分野両方とも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、全国的には東京書籍が最も多く、次い

で三省堂、開隆堂となっています。それでは、事務局か

ら調査研究の概要について説明をお願いいたします。

高橋指導主事 英語です。６社ございます。１社目、東京書籍です。英

語の歌、日本の地理や歴史、伝統文化に関する内容を取

り上げるなどしながら、生徒の技能の向上を図る内容と

なっております。２社目、開隆堂です。日本の文化や伝

統を生徒自らが発信する学習など、自己表現力の向上を

図る配慮が随所になされております。３社目、学校図書

です。主眼を「ことば」「人間」「地球」として、生徒の

学習意欲を喚起するとともに言語や文化に対する理解を

深める内容となっております。４社目、三省堂です。言

葉、伝統文化、自然理解、人間理解等をテーマとした読

み応えのある題材が取り上げられております。５社目、

教育出版です。伝統文化や国際平和、さらには中学生が

興味・関心を抱く、身近なテーマ等を題材として取り上

げるとともに、系統的・発展的な学習が進められるよう

な工夫がなされております。６社目、光村図書です。実
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生活で使える自然な英語に触れながら文法や言語の働き

を学ぶことができる配慮がなされており、題材も充実し

ております。

西里委員長 委員の方々から、ご意見やご質問がありましたらお願い

いたします。

山田委員 英語ですが、開隆堂が総合的に指導しやすいのと、AB

版ワイド、言語活動のコーナーも充実されているのと、

何と言っても本市の英語の学力の水準は、全国以上であ

り、それが現在採用している開隆堂の教科書であると、

考えると今回も開隆堂を採択したいと考えております。

芝垣委員 基本的には私たちの頃は文法を一生懸命習っていました

が、話す事を中心に実用的な教科書に全てがなっている

印象を受けました。

黒光委員 東京書籍の教科書で、朝７時５０分に自分が学校へ行く

ときに母が職場へ、そして夕方に父と一緒に食事した。

となっており、男女平等になっている印象を受けました。

昔であればこういった書き方はなかったと思いました。

西里委員長 英語では最近リーディングよりリスニングが主になって

きているようで本を読むといことにあまり重点を置いて

いないような印象を受けます。教科書も会話形式の物が

主になってきており、英語を話すだけの様な教科書にな

ってきていますが、中学校の先生たちはどのように考え

ているのでしょうか。

高橋指導主事 とりわけ前回の学習指導要領の改訂では、聞くこと・話

すことに主眼を置かれたので本文の多くが会話の教材に

なっており、読み物が若干入っている傾向になっており

ます。そういった傾向が続きながらも付録の部分で読み

に徹する物を入れていく形になっており、今回も付録の

部分が厚くなっております。また、今は多読させる傾向

にもなってきております。現在はたくさんの英語を読ん
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で話す事が基本であるということに戻ってきており、そ

ういった関係から英語の時数が１０５時間であったが来

年度から１４０時間になり、聞く、話すだけではく読み

も大切にしながら、さらに私たちが小さい頃に大切にし

ていた書きの部分も平等に力を付けていくという方向に

流れてきております。

西里委員長 開隆堂等の教科書は読みと話しや言葉の方に特化してい

て、大学までの受験勉強となると、今は確かに大学でも

リスニング等もあるようではありますが実際はそれだけ

は足りないと思います。先程付録の部分もあるとおっし

ゃってましたが、実際は学生は読まないのではないかと

思います。だから教科書の中にあって読ませて初めて文

章としての理解度を高める事になるのではないかと思い

ます。ただ傾向がそういう風になっているので何とも言

えませんがそれだけでよいのかという思いはあります。

山田委員 ただ、現場の声を聞きますとやりやすさやも開隆堂がい

いとの声を聞きます。また、学力の部分でも教科書が影

響しているかわからない部分がありますが英語が全国水

準よりも高いこともあり今回も出来れば開隆堂がいいと

の声がございました。委員長のおっしゃったことについ

ては指導の中でしっかりやっていかないといけないと考

えております。

西里委員長 他にご意見はありますか。

（なし）

西里委員長 それでは、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。事務局より説明をお願いします。
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高橋指導主事 特別支援学級の教科書につきましては、（１）室蘭市で

採択した教科用図書、（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

から、児童の能力や実態に合ったものを選択して使用す

ることとなります。選定委員会では、室蘭聾学校を訪問

し、展示してあります一般図書を閲覧しました。閲覧し

た委員からは、国語・書写については絵本を中心とした

図書が多く、ローマ字や英語の併記等により外国語、世

界を意識させるもの、象形文字等、漢字の成立ちに触れ、

視覚的に学習効果を高める工夫がなされたものがあるこ

と。社会については、生活の中で必要な知識やマナー、

職業について取り扱っているものが多くなっていること。

算数・数学では、数の概念を視覚的に理解させ、カード

等を用いて実際に操作して身に付けさせていくものがあ

ること。等の報告を受けております。以上でございます。

西里委員長 ただいま事務局から説明ありましたが、特別支援教育で

は、児童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）～（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、事務局から確認を

お願いいたします。

星学校教科主幹 それでは確認させていただきます。国語は、光村図書出

版株式会社。書写は、教育出版株式会社。社会の地理的

分野は、東京書籍株式会社。社会の歴史的分野は、東京

書籍株式会社。社会の公民的分野は、東京書籍株式会社。

地図は、株式会社帝国書院。数学は、株式会社振興出版

社啓林館。理科は、株式会社振興出版社啓林館。音楽一

般は、教育出版株式会社。音楽器楽合奏は、株式会社教
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育芸術社。美術は、日本文教出版株式会社。保健体育は、

大日本図書株式会社。技術家庭の技術分野は、東京書籍

株式会社。技術家庭の家庭分野は、東京書籍株式会社。

英語は、開隆堂出版株式会社。特別支援教育は、（１）室

蘭市で採択した教科用図書、（２）文部科学省著作教科書、

（３）一般図書を採択することと決定いたしました。以

上でございます。

西里委員長 次に、今回の教科用図書採択にかか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」、「道教委作成の採択参考資料」及び「本定

例会の会議録」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。

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２３年第８回室蘭市教育委員会定例会

を閉会いたします。

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 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 山 本 一 弘


