
令和２年度　第６地区中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 富良野市 富良野東中学校 千葉　良彦

教頭 剣淵町 剣淵中学校 桑内　寿則
教諭 占冠村 トマム学校 村上　　唯
教諭 美深町 仁宇布中学校 只石　良太
教諭 富良野市 麓郷中学校 畠山　忠久

２号 1 ◇ 上富良野町 教育委員会アドバイザー 小山田雅春
書写 １号 3 校長 名寄市 名寄東中学校 桜庭　一也

教諭 美深町 美深中学校 福原　富子
教諭 中川町 中川中学校 奥山　　晃

２号 1 ◇ 比布町 教育委員会指導主事 畠　　伸広
社会・地図 １号 10 校長 愛別町 愛別中学校 蟹谷　正宏

教頭 上川町 上川中学校 佐藤　雅輝
教頭 中川町 中川中学校 大塚　竜志
教諭 東神楽町 東神楽中学校 中村　雅美
教諭 東川町 東川中学校 辻　　秀博
教諭 和寒町 和寒中学校 田中　志保
教諭 音威子府村 音威子府中学校 前川　　洸
教諭 名寄市 名寄中学校 津田　庸介
教諭 富良野市 富良野東中学校 清水　貴之
教諭 幌加内町 幌加内中学校 赤坂　　恵

２号 2 ◇ 名寄市 教育委員会参事 小野　直久
◇ 富良野市 教育委員会指導主事 松原　光利

数学 １号 5 校長 上川町 上川中学校 武田　　聡
教頭 和寒町 和寒中学校 本間　文敏
教諭 中富良野町 中富良野中学校 上村　直弘
教諭 美深町 美深中学校 松倉　丈明
教諭 士別市 朝日中学校 杉岡　浩行

２号 2 ◇ 美瑛町 教育委員会教育アドバイザー 本間　祐一
◇ 愛別町 教育委員会教育推進アドバイザー 山村　美勝

理科 １号 5 校長 名寄市 智恵文中学校 妹尾　洋美
教頭 東川町 東川中学校 上原　丈典
教諭 鷹栖町 鷹栖中学校 菊池　国彦
教諭 士別市 士別中学校 藤澤　信吾
教諭 名寄市 名寄中学校 佐藤　　誠

２号 1 ◇ 和寒町 教育委員会教育アドバイザー 樋口　雅裕
音楽 １号 4 校長 幌加内町 幌加内小学校 米津　理臣

教頭 美瑛町 美瑛中学校 瀧　　繁之
教諭 当麻町 当麻中学校 松田　奈々
教諭 上富良野町 上富良野中学校 佐藤　　響

２号 1 ◇ 鷹栖町 教育委員会指導主事 新重　和幸
美術 １号 4 校長 富良野市 布礼別小学校 西田　朋代

教頭 音威子府村 音威子府中学校 山口　貴大
教諭 士別市 士別南中学校 下村　　望
教諭 富良野市 富良野西中学校 藤原　　賢

２号 1 ◇ 中富良野町 教育委員会生涯教育推進アドバイザー 吉田　孝則
保健体育 １号 4 校長 鷹栖町 鷹栖中学校 倉　　博之

教頭 下川町 下川中学校 立花　武人
教諭 中富良野町 中富良野中学校 髙田　勇作
教諭 名寄市 名寄東中学校 宮下隆太郎

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
技術・家庭 １号 4 校長 士別市 士別中学校 田中　明人

教頭 東神楽町 東神楽小学校 秋田　泰将
教諭 愛別町 愛別中学校 尾崎　敬祐
教諭 南富良野町 南富良野中学校 田澤　紫野

２号 1 ◇ 名寄市 教育委員会参事付主査 櫻田和歌子
外国語 １号 6 校長 上富良野町 上富良野中学校 中川　季賢

教頭 当麻町 当麻中学校 越野　　崇
教諭 南富良野町 南富良野中学校 大澤　香奈
教諭 士別市 士別南中学校 田村　隆幸
教諭 名寄市 智恵文中学校 米田　　真
教諭 富良野市 布部中学校 開発　智章

２号 1 ◇ 剣淵町 教育委員会学校教育指導員 金子　圭一
特別の教科道徳 １号 6 校長 富良野市 富良野西中学校 大場　八仁

教頭 富良野市 樹海中学校 深川　尚紀
教諭 比布町 比布中学校 堀川　誠二
教諭 美瑛町 美馬牛中学校 太田　吉政
教諭 占冠村 占冠中学校 田中　祐人
教諭 剣淵町 剣淵中学校 樋口　孝德

２号 1 ◇ 士別市 教育委員会主査（指導主事） 萬城目孝志
特別支援 １号 3 校長 士別市 上士別中学校 小嶋　高徳

教諭 東神楽町 東神楽中学校 藤田　久子
教諭 名寄市 風連中学校 橋本　千尋

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
計 73 名（１号委員59名、２号委員14名）


