
令和元年度　第６地区小学校用教科用図書調査委員一覧

教科用図書の種目 委員 人数 役　職 市町村 所　属 氏　名
国語 １号 5 校　長 名寄市 中名寄小学校 小林　勝彦

教　頭 富良野市 立山部小学校 中家　俊幸
教　諭 美瑛町 美瑛小学校 田村　　仁
教　諭 下川町 下川小学校 川邊　宏司
教　諭 当麻町 宇園別小学校 平野奈那子

２号 1 ◇ 和寒町 教育委員会教育アドバイザー 稲垣　克男
書写 １号 3 校　長 東川町 東川第三小学校 甲斐信太郎

教　頭 富良野市 扇山小学校 民輪　伸幸
教　諭 比布町 比布中央小学校 大島　慎吾

２号 1 ◇ 剣淵町 教育委員会地域協働活動推進委員 寺川　利幸
社会 １号 5 校　長 剣淵町 剣淵小学校 温泉　　敏

教　頭 美深町 美深小学校 引地　宙志
教　諭 当麻町 当麻小学校 松浦　達也
教　諭 名寄市 名寄小学校 林　　琢磨
教　諭 上富良野町 上富良野西小学校 伊藤　悟士

２号 1 ◇ 富良野市 教育委員会学校教育アドバイザー 室　　篤宏
地図 １号 3 校　長 士別市 士別南小学校 鈴木　康弘

教　頭 上川町 上川小学校 佐藤　道幸
教　諭 東川町 東川第二小学校 吉川　克幸

２号 1 ◇ 愛別町 教育委員会教育推進アドバイザー 朝倉　　信
算数 １号 5 校　長 士別市 多寄小学校 森　　広明

教　頭 占冠村 占冠中央小学校 藤原　雅宏
教　諭 東神楽町 忠栄小学校 池田　謙治
教　諭 名寄市 名寄西小学校 山岸　俊樹
教　諭 美深町 仁宇布小学校 福原　健志

２号 1 ◇ 美瑛町 教育委員会学校教育アドバイザー 古木　勉三
理科 １号 5 校　長 東神楽町 東神楽小学校 高野　拓実

教　頭 士別市 士別小学校 佐藤　正和
教　諭 愛別町 愛別小学校 大橋　雄大
教　諭 美瑛町 美沢小学校 片倉　彬貴
教　諭 東川町 東川小学校 矢吹　貴志

２号 1 ◇ 比布町 教育委員会SSW・指導主事 畠　　伸広
生活 １号 3 校　長 士別市 上士別小学校 北山　雅章

教　頭 富良野市 樹海小学校 島村　圭吾
教　諭 富良野市 富良野小学校 青山　　貴

２号 1 ◇ 東神楽町 教育委員会生涯学習コーディネーター 加藤　　孝
音楽 １号 3 校　長 中富良野市 旭中小学校 嘉屋　裕美

教　頭 名寄市 名寄南小学校 桑原　久美
教　諭 名寄市 智恵文小学校 萬城目久美子

２号 1 ◇ 鷹栖町 教育委員会学校教育指導主事 新重　和幸
図画工作 １号 3 校　長 美瑛町 美馬牛小学校 吉中　博道

教　頭 音威子府村 音威子府小学校 山口　貴大
教　諭 中富良野町 西中小学校 今村　陽介

２号 1 ◇ 上川町 教育委員会生涯学習アドバイザー 千葉　　修
家庭 １号 3 校　長 富良野市 布部小学校 小林　真弓

教　頭 幌加内町 幌加内小学校 岸　　美香
教　諭 士別市 士別南小学校 若林みずほ

２号 1 ◇ 名寄市 教育委員会参事（指導主事）付主査 櫻田和歌子
保健 １号 3 校　長 鷹栖町 鷹栖小学校 鈴木　伸行

教　頭 富良野市 麓郷小学校 石本　義行
教　諭 東神楽町 東神楽小学校 十河　俊輔

２号 1 士別市 教育委員会教育管理監 藤田　泰昭
特別支援 １号 3 校　長 南富良野町 南富良野小学校 高野　　博

教　頭 中川町 中川中央小学校 小林　良光
教　諭 上富良野町 上富良野小学校 中村　恭子

２号 1 ◇ 当麻町 教育委員会指導主幹（生涯学習アドバイザー） 三浦　　徹
道徳 １号 3 校　長 当麻町 宇園別小学校 川瀬　元信

教　頭 東神楽町 東聖小学校 石山　　輝
教　諭 名寄市 風連中央小学校 須藤　仁志

２号 1 ◇ 中富良野町 教育委員会生涯学習推進アドバイザー 吉田　孝則
外国語 １号 3 校　長 富良野市 富良野東小学校 桑原　啓成

教　頭 和寒町 和寒小学校 安達　弘史
教　諭 名寄市 名寄南小学校 田中　淳也

２号 1 ◇ 名寄市 教育委員会参事（指導主事） 千葉　良彦
計 64名 （１号委員50名、２号委員14名）


