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中野区立中学校教科用図書選定調査委員会調査研究会の設置について

１ 設置目的

令和３年度使用中野区立中学校教科用図書の採択に当たり、専門的事項

を調査・研究するため、中野区立中学校教科用図書選定調査委員会調査研

究会（以下「調査研究会」という。）を設置する。

２ 設置期間

令和２年５月１３日から８月３１日まで

３ 調査研究会委員の構成

別紙「調査研究会委員名簿」のとおり

４ 調査研究項目

⑴ 基本的な調査項目

① 内容等

・ 教材の適切さ

・ 教材及び資料の正確さ及びわかりやすさ

・ 生徒の発達の段階に対する配慮

・ 学び方、考え方の理解のしやすさ

・ 基礎・基本の学びやすさ

② 構成及び分量

・ 単元（教材）の構成、配列及び発展性、系統性の適切さ

・ 各領域の分量、発達段階に応じての分量

・ 教科の特質に即した主要教材あるいは補助教材の取扱い

・ 基礎的・基本的事項等の取扱い

③ 表記及び表現

・ わかりやすく、読みやすい表記、表現

・ 記号、式、図形、挿し絵、写真、文字の大きさ、色の使い分け等

の表現

・ 一貫性をもった記述

④ 使用上の便宜

・ 全体の構成が見通せる配慮

・ 学習活動を進めやすくする配慮

・ 印刷、製本に対する配慮



⑵ 特記すべき事項

・ 中野区教育委員会の教育目標や学校教育の指導目標に基づき、地域

性への配慮

５ 選定調査委員会への調査研究結果の報告予定日

令和２年６月２４日（水）



別紙

教　科 職 氏　名 学　校 職　名 教　科 職 氏　名 学　校 職　名

委員長 熊谷　恵子 第四中学校 校　長 委員長 池田　浩二 南中野中学校 校　長

関山　一樹 第七中学校 副校長 遠藤　純子 第四中学校 副校長

中澤　　翼 中野中学校 教　諭 藤田　佳子 北中野中学校 主任教諭

高橋　勇人 緑野中学校 教　諭 松尾　美恵 南中野中学校 主任教諭

半田　和也 第二中学校 教　諭 不破　あずみ 中野東中学校 教　諭

松本　唯 北中野中学校 主任教諭

委員長 鈴木　達彦 第五中学校 校　長 委員長 池田　俊一 第七中学校 校　長

辻　成一郎 中野東中学校 副校長 高石　正伸 第二中学校 副校長

小出　雅也 第五中学校 主幹教諭 竹内　宇宣 緑野中学校 主幹教諭

高田　敏行 第八中学校 教　諭 大原　　渉 北中野中学校 主幹教諭

岩淵　孝太 中野東中学校 主任教諭 千葉　ももこ 第五中学校 教　諭

坂本　有紀 第四中学校 教　諭 中村　真紀 中野東中学校 主任教諭

委員長 弓田　　豊 中野中学校 校　長 委員長 津村　　慶 北中野中学校 校　長

栗原　弘貴 第五中学校 副校長 田爪　一浩 緑野中学校 副校長

三嶋　進 第二中学校 主幹教諭 北島　陽子 北中野中学校 主幹教諭

中原　陽子 第八中学校 主幹教諭 永倉　鈴子 中野中学校 主任教諭

山本　裕樹 中野東中学校 主幹教諭 福尾　優太 第五中学校 教　諭

若松　和香奈 第七中学校 主任教諭 古谷　誠 北中野中学校 主幹教諭

委員長 齊籐　　久 緑野中学校 校　長 委員長 津村　　慶 北中野中学校 校　長

遠藤　純子 第四中学校 副校長 河村　明彦 第八中学校 副校長

田辺　　匠 第五中学校 主幹教諭 榧野　真弓 第二中学校 主任教諭

黒田　俊一 第八中学校 主任教諭 大谷　祐子 中野中学校 主幹教諭

澁谷　俊英 北中野中学校 教　諭 澤田　江利子 緑野中学校 主任教諭

谷﨑　章子 中野東中学校 教　諭 高山　博子 北中野中学校 主任教諭

委員長 松田　芳明 第二中学校 校　長 委員長 齊籐　　久 緑野中学校 校　長

玉田　　博 北中野中学校 副校長 関山　一樹 第七中学校 副校長

白勢　美紀 第七中学校 主幹教諭 瀧澤　哲郎 中野東中学校 主任教諭

寺林　由紀恵 中野東中学校 主任教諭 原﨑　　薫 第七中学校 主任教諭

本多　勇己 第四中学校 教　諭 平井　　禎 第八中学校 教　諭

吉田　梨乃 第二中学校 教　諭 安田　浩三 南中野中学校 教　諭

調　査　研　究　会　委　員　名　簿

国　　語 美　　術
委員 委員

社　　会 保健体育
委員 委員

数　　学 技術家庭
委員 委員

理　　科 外国語
委員 委員

音　　楽
特別の教科
道　　徳委員 委員


