
 

 

議案第９号 

 

      小田原市社会教育委員の委嘱について 

 

    小田原市社会教育委員の委嘱について、議決を求める。 

 

     平成１８年７月２１日提出 

 

                                    小田原市教育委員会 

                                    教育長 青木 秀夫 

 
 



小田原市社会教育委員候補者名簿 
                                    任期 平成18年8月1日～平成20年7月31日 

                                    ※年齢は平成18年8月1日現在 太枠内は団体推薦 

選出区分 氏  名 年齢 肩 書 き 等 備       考 新・再

学校教育関係者 木村 惠美子 ５８ 新玉小学校長（小学校長会） 小田原市校長会からの推薦による 再任 

学校教育関係者 髙 井  裕 ５７ 橘中学校長（中学校長会） 小田原市校長会からの推薦による 再任 

社会教育関係者 露木 登美江 ７１ 
小田原市地域婦人団体連絡協議会

会長 
地域の婦人団体の代表 再任 

社会教育関係者 横 田  由 美 ３９ 
小田原市ＰＴＡ連絡協議会幹事 

（市立富士見小学校ＰＴＡ副会長）
市内ＰＴＡ組識の代表 再任 

学 識 経 験 者 冨 川  正 秀 ８２ 小田原市自治会総連合会長 自治会代表 再任 

学 識 経 験 者 加 藤  仁 司 ４４ 市議会議員 市議会代表 再任 

学 識 経 験 者 中津川 悦子 ６２ 
小田原市文化連盟理事 

（小田原謡曲連合会副会長） 

観世流能楽師師範として、小田原城薪

能の運営に携わるほか、市民文化祭の

開催など文化連盟理事として活躍され

ており、本市の社会教育事業に大いに

貢献している。 

新任 

学 識 経 験 者 岩 城  葉 子 ６１ ボーイスカウト小田原国際委員 

ボーイスカウト指導者として積極的に

地域活動を行っているほか、生涯学習

きらめき☆おだわら塾運営委員として

も活動し、本市の社会教育事業に大い

に貢献している。 

再任 

学 識 経 験 者 山 口  隆 ５７ 小田原城郭研究会会員 

小田原城郭研究会会員として、研究成

果を冊子に執筆するなど、精力的に活

動されており、子ども会、ＰＴＡ役員

など地域の活動にも参加されている。

再任 

学 識 経 験 者 田 中  幸 子 ６２ 小田原書道連盟理事 

青少年補導員、地区民生委員といった

地域活動のほか、小田原書道連盟理事、

小田原俳句協会理事等を務めるなど、

文化活動においても経験が豊富であ

る。 

再任 

学 識 経 験 者 木 内  英 実 ４０ 
小田原女子短期大学幼児教育学科 

専任講師 

幼児教育学科専任講師として、幼児教

育・家庭教育の分野にも精通している

ほか、日本文学の研究、各種講師を務

めており、学術的・専門的な知識が豊

富である。 

再任 

学 識 経 験 者 佐藤 喜久江 ５４ 
女子美術大学芸術学部絵画学科４

年 
公募による  

学 識 経 験 者 遠 藤  豊 子 ５３ 
生涯学習きらめき☆おだわら塾運

営委員長 
公募による  

 



 

 
議案第１０号 

 

      平成１９年度使用小学校中学校教科用図書の採択について 
 

    平成１９年度使用小学校中学校教科用図書の採択を求める。 

 

 

     平成１８年７月２１日提出 

 

 

                                   小田原市教育委員会 

                                   教育長 青木 秀夫 

 



 

平成１９年度使用小田原市小学校・中学校採択教科書一覧 

 

＜ 小学校（平成１７～２０年度使用）＞ 

 種目  発行者 

 国語  光村図書出版 

 書写  光村図書出版 

 社会  教育出版 

 地図  帝国書院 

 算数  東京書籍 

 理科  学校図書 

 生活  学校図書 

 音楽  教育出版 

 図画工作  開隆堂出版 

 家庭  開隆堂出版 

 保健  光文書院  

 



 
 
 

＜ 中学校（平成１８～２１年度使用）＞ 

 種目  発行者 

国語 東京書籍 

書写 光村図書出版 

社会（地理的分野） 帝国書院 

社会（歴史的分野） 清水書院 

社会（公民的分野） 清水書院 

地図 帝国書院 

数学 東京書籍 

理科（第一分野） 東京書籍 

理科（第二分野） 東京書籍 

音楽（一般） 教育出版 

音楽（器楽合奏） 教育芸術社 

美術 光村図書 

保健体育 学習研究社 

技術家庭（技術分野） 開隆堂出版 

技術家庭（家庭分野） 開隆堂出版 

英語 東京書籍 

 



 

発行者 図書コード 一  般  図  書  名 種目 

あかね書房 A01 もじのえほん あいうえお 国語 

  558 アイディアおもちゃを作ろう！ 美術 

  I01 村上 勉の学習えほん あそぼうあそぼう あいうえお 国語 

  I03 村上 勉の学習えほん ことばのえほんABC 英語 

岩崎書店 A07 あそびの絵本7 クレヨンあそび 図工 

  A17 あそびの絵本17 えのぐあそび 図工 

  E01 五味太郎のことばとかずの絵本 漢字の絵本 書写 

  C04 かいかたそだてかたずかん4 やさいのうえかたそだてかた 技・家、理科 

  503 マジックウィンドウズ４はんたいことば 国語 

  A28 あそびの絵本28 絵かきうたあそび 国語 

  546 こころ・からだ・いのちのえほん５女の子 生活 

  A08 あそびの絵本8 紙ねんどあそび 美術 

  A23 あそびの絵本23 えかきあそび 図工、生活 

偕成社 X01 坂本廣子のひとりでｸｯｷﾝｸﾞ 1  朝ごはんつくろう 家庭 

  T02 ｴﾘｯｸｶｰﾙの絵本  うたがみえるきこえるよ 国語 

  F01 エンバリーおじさんの絵かくえほん  しもんスタンプでかいてみよう 図工 

  T04 ｴﾘｯｸｶｰﾙの絵本 くまさんくまさんなにみてるの？ 国語 

  U01 五味太郎の絵本 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 国語 

  Y01 ともだちだいすき2 おべんとうなあに？ 国語 

  Z01 子どものﾏﾅｰ図鑑1 ふだんの生活のﾏﾅｰ 生活 

  673 はじめての手芸シリーズ１へんしん糸・ひも・布 技・家 

  J04 こどもの健康を考える絵本4 からだがすきなたべものなあに？ 家庭 

  O10 五味太郎・言葉図鑑10 なまえのことば 国語 

  H01 日本むかし話 おむすびころりん 国語 

  S01 安全のしつけ絵本1 きをつけようね 社会 

  T03 ｴﾘｯｸｶｰﾙの絵本（ぬりえ絵本） わたしだけのはらぺこあおむし 書写 

  A04 ことばをおぼえる本 かず・かたち・いろ・あいうえお 算数 

  004 うたのパレット 音楽 

  716 星野富弘の本 花の詩歌集 あなたの手のひら 図工 

学習研究社 602 あそびのおうさまずかん１４くさばな 生活 

  593 あそびのおうさまずかん２むし 理科 



  542 あそびのおうさまあそんでことばのほん 国語 

  585 はじめてのもじことばシリーズ３うごきのことばずかん 国語 

  586 はじめてのもじことばシリーズ４ようすのことばずかん 国語 

  E02 新訂版 学研の英語ずかん2  おもしろかいわ2 場面別表現集 英語 

  550 CD English ももたろう 英語 

  G07 あそびのおうさま はじめてぬるほん 図工 

  C03 はっけんずかん のりもの 社会 

  H01 CDつきえほん あそびうた 音楽、英語 

  H02 CDつきえほん えいごのうた 英語 

  L12 ﾆｭｰﾜｲﾄﾞ学研の図鑑12 人のからだ 理科 

  G02 あそびのおうさま ぬるほん 美術 

  G04 あそびのおうさま はるほん 美術 

  K01 おうさまのたからばこ スタンプポン 美術 

  E01 新訂版 学研の英語ずかん1 おもしろかいわ1 ひとくち表現集 英語 

  640 まるごとシリーズまんが日本の歴史２０００年 社会 

  641 まるごとシリーズまんが世界の歴史５０００年 社会 

  619 学研の図鑑４ 魚 理科 

  634 ニューワイド学研の図鑑１５ 自動車・飛行機 理科 

  630 ニューワイド学研の図鑑２ 植物 理科 

  685 算数っておもしろい４ くらしと算数 数学 

  695 たのしいジュニア手芸１縫う 技・家 

  696 たのしいジュニア手芸６よくわかる手芸の基本 技・家 

  548 おうさまのたからばこチョッキン！ペッタン！ 図工 

  616 学研の大図鑑国鉄・ＪＲのすべて 生活 

  549 おりがみあやとり百科新おりがみ・あやとり百科 生活 

教学研究社 522 小学生英語の勉強室ＡＢＣのおけいこ＜ＡＢＣの読み方・書き方＞ 英語 

  001 新訂 絵で楽しくおぼえるこどもの英会話 英語 

  002 よくわかる英語勉強室 ABC ﾏｲｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ <絵とことばでたのしく学ぶ> 英語 

金の星社 509 金の星社の絵本Ａとんとんとん 国語 

  F01 ひとりでできるもん1 たのしいたまご料理 家庭 

  F04 ひとりでできるもん4 うれしいごはん、ぱん、めん料理 家庭 

  B01 あかちゃんとおかあさんの絵本 ハテｨちゃんのあ・い・う・え・お 国語 

  B03 あかちゃんとおかあさんの絵本 ハテｨちゃんのまる・さんかく・しかく 算数 



  537 ひとりでできるもん８ らくらく電子レンジ料理 生活 

くもん出版 A02 くもん式の「そろそろお子さまに」えんぴつ・ひらがな編 書写 

  A04 くもん式のやさしいひらがな 第1集  書写 

  A06 くもん式の漢字おけいこ 国語、書写 

  518 くもん式のはじめてのすうじ 算数 

  524 くもん式のたしざんおけいこ１集 算数 

  B06 くもんのせいかつ図鑑 お店ｶｰﾄﾞ 社会 

  D01 くもん式のひらがなｶｰﾄﾞ 国語、書写 

  A05 くもん式のカタカナおけいこ  書写 

  B07 くもんのせいかつ図鑑 生活道具ｶｰﾄﾞ 数学、社会 

  517 やさしいかん字 国語 

  649 小学生のドリルシリーズ（国語・作文）１年生のさくぶん 国語 

  650 小学生のドリルシリーズ（国語・作文）２年生のさくぶん 国語 

  651 小学生のドリルシリーズ（国語・作文）３年生のさくぶん 国語 

  603 くもんのＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば編 英語 

  602 くもんのＣＤ付き英語のうたカード 英語 

  B01 くもんのせいかつ図鑑 たべものｶｰﾄﾞ 国語、技・家 

  A03 くもん式のひらがなおけいこ 国語、書写 

  D02 くもんのとけいカード 算数、数学 

  C01 くもんの書き方ｶｰﾄﾞ「ひらがな」 書写 

  B02 くもんのせいかつ図鑑 くだもの やさいｶｰﾄﾞ 理科 

くもん出版 698 国語書写シリーズ３年生の漢字の書き方 国語 

  699 国語読解シリーズ２年生の長文読解 国語 

  642 小学生のドリルシリーズ（国語・ことばと文章）２ ２年生のことばと文しょう 国語 

  643 小学生のドリルシリーズ（国語・ことばと文章）３ ３年生のことばと文章 国語 

  626 小学生のドリルシリーズ（算数 数・量・図形）２ 2年生の数・りょう・図形 算数 

  559 くもん式の大判ひらがなことばカード１集 国語 

  563 くもん式のぶんカード１集 国語 

  593 くもんの写真図鑑はたらく自動車カード 生活 

  585 くもんの幼児図鑑カードこん虫 生活 

グラフ社 A01 ﾏｲﾗｲﾌｼﾘｰｽﾞ 532 親子で作る手作りおやつ 家庭 

国土社 516 たのしい図画工作10年賀状・クリスマスカード 美術 

  B16 たのしい図画工作16 ちぎり紙・きり紙・はり絵 美術 



こぐま社 C02 ぶうとぴょんの絵本 なにしてるなにしてる 国語 

三省堂 A03 こども きせつのぎょうじ絵じてん 社会 

  501 こどもことば絵辞典 国語 

小学館 L02 はじめてちずかんｼﾘｰｽﾞ 2  ドラえもんのにほんちず 社会、地図 

  L01 はじめてちずかんｼﾘｰｽﾞ 1  ドラえもんのせかいちず 社会、地図 

  L06 はじめてちずかんｼﾘｰｽﾞ 6  ドラえもんのせかいりょこう 社会 

  511 21世紀こども百科第2版＜増補版＞ 社会 

  B11 21世紀幼稚園百科11  からだのふしぎ 理科、保体 

  538 ドラえもんの国語おもしろ攻略漢字の書きじゅんがわかる 国語 

  B02 21世紀幼稚園百科2  とけいとじかん 算数 

  545 ドラえもんの算数おもしろ攻略たしざん・ひきざん（改訂新版） 算数 

女子栄養大学出版部 001 新・こどもｸｯｷﾝｸﾞ 技・家 

ジャパンクッキングセン

ター 
001 ときには腕をふるってみよう  絵でわかるｸｯｷﾝｸﾞ 技・家、算数 

鈴木出版 A05 知育えほん  マークのずかん 生活 

全日本手をつなぐ育成会 A09 自立生活ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 9 あたらしいほうりつの本 社会 

  A11 自立生活ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 11 ひとりだち 理科、社会 

太郎次郎社 A02 
漢字がたのしくなる本ﾜｰｸｼﾘｰｽﾞ 

漢字がたのしくなる本ﾜｰｸ 2 159字のあわせ漢字 
国語、書写 

  A01 
漢字がたのしくなる本ﾜｰｸｼﾘｰｽﾞ 

漢字がたのしくなる本ﾜｰｸ 1基本漢字あそび 
国語 

チャイルド本社 001 ぬったりかいたり らくがきBOOK 図工、美術 

童心社 A03 かずのほん3 0から10までのたしざんひきざん 算数 

  H03 14ひきのｼﾘｰｽﾞ 14ひきのせんたく 算数 

  A01 かずのほん1 どっちがたくさん 算数 

  A02 かずのほん2 0から10まで 図工、美術 

東京書店 001 やさしくおれる たのしいおりがみ 社会 

戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 005 にっぽん地図絵本 理科 

  010 昆虫とあそぼう 国語 

同成社 B02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編2（ひらがなの読み書き） 国語 

  A01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」1（ひらがなのことば・文・文章の読み） 国語 

  A02 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」2（かたかな・かん字の読み書き） 算数、数学 

  C04 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」4（くり上がり、くり下がり、2けたの数の計算） 算数 

  C02 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」2（1対1対応、1～5の数、5までのたし算） 算数 

  C03 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」3（6～9のたし算、ひき算、位取り） 算数 

  A03 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」3（文章を読む、作文・詩を書く） 国語 



  C01 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」1（量概念の基礎、比較、なかま集め） 算数、数学 

  C05 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」5（3けたの数の計算、かけ算、わり算） 算数、数学 

  B01 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編1（表象形成・音韻形成・発声・発音） 国語 

ひかりのくに I08 改訂新版 体験を広げるこどものずかん8 あそびのずかん 社会 

  I04 改訂新版 体験を広げるこどものずかん4 はなとやさいくだもの 理科 

  J04 はじめてのずかん4 やさいとくだもの 家庭 

  012 手あそび指あそび歌あそびﾌﾞｯｸ１ 音楽 

  K09 新装版 ＫＩＤＳ21(12) たべものひゃっか 国語 

  I01 改訂新版 体験を広げるこどものずかん1 どうぶつえん 生活 

  I09 改訂新版 体験を広げるこどものずかん9 からだとけんこう 保体 

ＰＨＰ研究所 A05 PHP子育てﾌﾞｯｸｼﾘｰｽﾞ 5 かばおばさんのかぞえてかんたんかずあそび 算数 

  523 身近な単位がわかる絵辞典 数学 

  531 脳と体のしくみ絵辞典 保体 

福音館書店 M06 みぢかなかがくｼﾘｰｽﾞ 町たんけん はたらくひとみつけた 社会 

  G04 科学ｼﾘｰｽﾞ 道ばたの四季 理科 

  G08 科学ｼﾘｰｽﾞ どうぶつえんｶﾞｲﾄﾞ 理科 

  E13 かがくのとも傑作集 きゅうきゅうばこ 保健 

  E19 かがくのとも傑作集 平野レミのおりょうりﾌﾞｯｸ ひもほうちょうもつかわない 生活 

  G05 科学ｼﾘｰｽﾞ ぼくらの地図旅行 社会 

  G06 科学ｼﾘｰｽﾞ 野の草花 理科 

  L01 みぢかなかがくｼﾘｰｽﾞ 町の水族館・町の植物園  さかなやさんとやおやさん 理科 

  F01 みるずかん・かんじるずかん 世界のあいさつ 国語 

  G07 科学ｼﾘｰｽﾞ 絵で見る日本の歴史 社会 

  G03 科学ｼﾘｰｽﾞ 地球 理科 

  G01 科学ｼﾘｰｽﾞ 昆虫 理科 

福村出版 A05 ｼﾘｰｽﾞ生活を学ぶ5 遠くへ行きたいな 社会 

  A06 ｼﾘｰｽﾞ生活を学ぶ6 わたしたちのからだ 保体 

  A01 ｼﾘｰｽﾞ生活を学ぶ1 つくって食べよう 家庭 

フレーベル館 D03 ふしぎをためすかがく図鑑3 かがくあそび 理科 

  001 はじめてであう美術館1 はじめてであう美術館 美術 

ぶどう社 001 幼児と障害のある子のﾘｽﾞﾑうたあそび 音楽 

ポプラ社 C08 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ 8 おりがみあそび 図工 

  C04 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ 4 うきだしはりえ 美術 



保育社 A13 はてななるほどｻｲｴﾝｽ 13 おもちゃをつくろう 理科 

民衆社 513 基礎学力アップ国語だいすき 小学3年 国語 

  A02 さんすうだいすき あそぶ・つくる・しらべる 小学校2年 算数 

むぎ書房 A03 わかるさんすう3 算数 

むさし書房 501 ＣＤブック英語をはなそう 英語 

明治図書出版 505 グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク 初級編 国語 

四谷大塚出版 503 はなまるリトル3年生国語 国語 

  505 はなまるリトル3年生理科 理科 

フォーラムＡ企画 510 新課程すきになる算数プリント3年 数学 

  517 新課程基本がわかる算数プリント4年 数学 

  531 社会ワークプリント小学3・4年 社会 

  522 改訂新版英語らくらく学習王国（入門編） 英語 

りいふしゅっぱん 501 ソシオ・スコープ都道府県地理カード 社会 

昭文社 503 なるほど日本知図帳 社会、地図 

みくに出版 502 目で見る理科資料集小学校低学年用 理科 

旺文社 513 わくわく１００点ドリル小学１年ことばとぶんしょう 国語 

  515 わくわく１００点ドリル小学２年たし算ひき算かけ算 算数 

  517 わくわく１００点ドリル小学２年時計長さ数かたち 算数 

  518 わくわく１００点ドリル小学３年かけ算わり算 算数 

  506 みておぼえるはじめてのかんじ絵じてん 国語 

さ・え・ら書房 514 たのしい工作教室たのしい針金工作 美術 

  C08 たのしい工作教室 木のぞうけい教室 技術 

  D07 母と子の手づくり教室 母と子の園芸教室 野菜をつくろう 技術 

  D02 母と子の手づくり教室 母と子のたのしい草木ぞめⅠ 美術 

大日本絵画 559 しかけえほんびっくりいろあそび 算数 

  A01 ﾒﾛﾃﾞｨえほん IC ﾋﾟｱﾉえほん四季のどうよう12ヶ月 音楽、生活 

こばと治療教育センター 510 認知発達教材ステップアップことばのつかいかた 国語 

婦人の友社 A01 よくみるよくきくよくする絵本 たべものとからだ 家庭 

教育芸術社 003 ２改訂版 歌はともだち 音楽 

新星出版 501 図解 パソコンの基礎知識 職業、家庭 

光村図書出版 501 小学校拡大教材 こくご二上 たんぽぽ 国語 

 


