
教 育 長 報 告
２００９年（平成２１年）１１月２０日

平成２１年９月定例会運営日割

月 日 曜 時 間 会 議 名 備 考

９：３０ 議会運営委員会
９月 １日 火 議案等上程説明聴取

１０：００ 本 会 議

２日 水 休 会（議案等質疑通告正午まで）

９：３０ 議会運営委員会 議案等質疑
３日 木

１０：００ 本 会 議 一部議決 委員会付託

４日 金 ９：３０ 建設常任委員会

５日 土 休 会

６日 日 休 会

７日 月 ９：３０ 民生常任委員会

８日 火 ９：３０ 文教常任委員会

９日 水 ９：３０ 総務常任委員会

１０日 木 ９：３０ 議会運営委員会

１１日 金 休 会

１２日 土 休 会

１３日 日 休 会

９：３０ 議会運営委員会 常任委員会等報告・議決
１４日 月

１０：００ 本 会 議 一般質問

９：３０ 議会運営委員会
１５日 火 一般質問

１０：００ 本 会 議

９：３０ 議会運営委員会
１６日 水 一般質問

１０：００ 本 会 議

９：３０ 議会運営委員会 一般質問
１７日 木 平成２０年度決算上程説明・出資法人

１０：００ 本 会 議 経営状況報告聴取
決算特別委員の氏名報告(１７時まで)

１８日 金 休 会（決算・出資法人経営状況
質疑通告正午まで）

１９日 土 休 会

２０日 日 休 会

２１日 月 休 会（敬老の日）



２２日 火 休 会（国民の休日）

２３日 水 休 会（秋分の日）

９：３０ 議会運営委員会
決算・出資法人経営状況質疑

２４日 木 １０：００ 本 会 議
決算特別委員会設置、付託

本会議終了後 決算特別委員会

２５日 金 ９：３０ 決算特別委員会

２６日 土 休 会

２７日 日 休 会

２８日 月 ９：３０ 決算特別委員会

２９日 火 ９：３０ 決算特別委員会

３０日 水 ９：３０ 決算特別委員会

１０月 １日 木 １３：３０ 決算特別委員会 （平成２１年度藤沢市表彰式）

２日 金 休 会

３日 土 休 会

４日 日 休 会

９：３０ 議会運営委員会
決算特別委員会報告・議決

５日 月 １０：００ 本 会 議
追加議案上程説明・議決

本会議終了後 議会報編集委員会

会 期 ９月 １日 ～１０月 ５日 ３５日間



教 育 長 報 告

２００９年１１月教育委員会定例会

文 教 常 任 委 員 会 日 程

日時 平成２１年９月８日（火）

午前９時３０分

場所 議会委員会室

１ 報 告 （１） 平成２２年度使用藤沢市教科用図書の採択結果について

（２） 藤沢市学校教育相談センターの運営状況について

（３） 本町小学校の改築について



平成２１年９月藤沢市議会定例会

文 教 常 任 委 員 会 資 料

平成２２年度使用藤沢市教科用図書の採択結果について

本年度は、中学校用教科用図書が法令により、４年に１度の採択替えを行うよう

定められた年度となっており、７月２４日の教育委員会定例会において採択が行わ

れました。

平成２２年度使用藤沢市教科用図書の採択については、「平成２２年度使用藤沢

市教科用図書の採択方針」に基づき、教育委員会委員長が、藤沢市教科用図書採択

審議委員会委員長へ、中学校等の教科用図書採択の審議について６月に諮問いたし

ました。

その後、２回にわたる教科用図書採択審議委員会の審議を経て、７月２１日に審

議委員会委員長から教育委員会委員長へ答申が行われました。

そして、教育委員５名が、答申内容や調査資料及び教科書見本を手元に置き調査

研究した結果を基にして、平成２２年度より使用する中学校用教科用図書、特別支

援学校及び特別支援学級用図書を、７月２４日の教育委員会定例会の場で公開の協

議の上、合議により採択いたしました。

また、、小学校用教科用図書につきましては、法令に基づき、昨年度採択された

ものと同じものが採択されました。

採択された教科用図書は、

別紙１ 平成２２年度使用藤沢市立中学校用教科用図書

別紙２ 平成２２年度使用藤沢市立特別支援学校及び小学校若しくは中学校の特

別支援学級用教科用図書（種目別）

別紙３ 平成２２年度使用藤沢市立小学校用教科用図書

のとおりです。



別紙１

平成２２年度使用藤沢市立中学校用教科用図書

教 科 種 目 発行者の 書 名
番号・略称

国 語 国 語 ３８ 国語１、２、３
光 村

書 写 １５ 現代の書写 一、二・三
三省堂

社 会 社 会 ４６ 社会科 中学生の地理
（地理的分野） 帝 国 世界のなかの日本 初訂版

社 会 ２ 新編 新しい社会 歴史
（歴史的分野） 東 書

社 会 ２ 新編 新しい社会 公民
（公民的分野） 東 書

地 図 ４６ 新編 中学校社会科地図
帝 国 初訂版

数 学 数 学 １７ 中学数学１、２、３
教 出

理 科 理 科 ６１ 未来へひろがるサイエンス
（第一分野） 啓林館 第１分野（上）、（下）

理 科 ６１ 未来へひろがるサイエンス
（第二分野） 啓林館 第２分野（上）、（下）

音 楽 音 楽 ２７ 中学生の音楽
（一般） 教 芸 １、２・３（上）、（下）

音 楽 ２７ 中学生の器楽
（器楽合奏） 教 芸

美 術 美 術 １１６ 美術１ 自由な心で
日 文 美術 2･3(上)美を求めて、(下)美術の広がり

保健体育 保健体育 １９７ 新・中学保健体育
学 研

技術・家庭 技術・家庭 ２ 新編 新しい技術・家庭
（技術分野） 東 書 技術分野
技術・家庭 ９ 技術・家庭

（家庭分野） 開隆堂 家庭分野
外 国 語 英 語 １５ NEW CROWN ENGLISH SERIES

三省堂 New Edition1・2・3

発行者一覧
略 称 発 行 者 略 称 発 行 者
光 村 光村図書出版株式会社 啓林館 株式会社新興出版社啓林館
三省堂 株式会社三省堂 教 芸 株式会社教育芸術社
帝 国 株式会社帝国書院 日 文 日本文教出版株式会社
東 書 東京書籍株式会社 学 研 学研教育みらい
教 出 教育出版株式会社 開隆堂 開隆堂出版株式会社



新 ： 新しく採択された図書

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 ００１ 単行本　さわってあそぼう　ふわふわあひる 1300

あかね書房 Ａ０１ もじのえほん　あいうえお 1500

あかね書房 Ａ０２ もじのえほん　かたかなアイウエオ 1500

あかね書房 Ａ０３ もじのえほん　かんじ（１） 1500

あかね書房 Ａ０４ もじのえほん　かんじ（２） 1500

あかね書房 I０１ あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼう　あいうえお 1500

あかね書房 Ｉ０５ あかね書房の学習えほん　　かたかなえほん　アイウエオ 1500

岩崎書店 Ｅ０１ 五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 1200

岩崎書店 E０２ 五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ABC 1200

岩崎書店 Ｅ０３ 五味太郎のことばとかずの絵本　ことばのあいうえお 1200

偕成社 Ａ０４ ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ・あいうえお 1600

偕成社 Ｄ０１ ノンタンあそぼうよ１　ノンタンぶらんこのせて 600

偕成社 Ｄ０９ ノンタンあそぼうよ９　ノンタンのたんじょうび 600

偕成社 Ｆ０１ エンバリーおじさんの絵かき絵本 1400

偕成社 Ｈ０１ 日本むかし話　おむすびころりん 1000

偕成社 Ｏ０１ 五味太郎・言葉図鑑１　うごきのことば 1200

偕成社 Ｏ０３ 五味太郎・言葉図鑑３　かざることば（Ａ） 1200

偕成社 Ｏ０５ 五味太郎・言葉図鑑５　つなぎのことば 1200

偕成社 Ｏ０６ 五味太郎・言葉図鑑６　くらしのことば 1200

偕成社 Ｏ１０ 五味太郎・言葉図鑑１０　なまえのことば 1200

偕成社 Ｒ０１ あかちゃんのあそびえほん１　ごあいさつあそび 680

偕成社 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？ 1000

偕成社 Ｔ０６ エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ 1200

偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき２　おべんとうなあに？ 1000

学習研究社 Ｃ０３ はっけんずかん　のりもの 1880

学習研究社 I０８ あそびのおうさまずかん８　もののなまえずかん 780

学習研究社 Ｊ０４ 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ 1900

学習研究社 K０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　おうさまのたからばこ　スタンプポン 1400

学習研究社 新 毎日のドリル　小学2年の作文 570

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 660

くもん出版 Ａ０３ くもん式の　ひらがなおけいこ 950

くもん出版 Ａ０４ くもん式の　やさしいひらがな　１集 660

くもん出版 Ａ０５ くもん式の　カタカナおけいこ　 940

くもん出版 Ａ０６ くもん式の　漢字おけいこ 940

くもん出版 Ａ１０ くもん式の　はじめてのひらがな　１集 660

くもん出版 Ｂ０１ くもんのせいかつ図鑑　たべものカード 900

くもん出版 Ｂ０２ くもんのせいかつ図鑑　くだもの　やさいカード 900

くもん出版 B０7 くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード 900

くもん出版 Ｂ０６ くもんのせいかつ図鑑　お店カード 900

くもん出版 Ｃ０１ くもんの書きかたカード「ひらがな」 1300

くもん出版 Ｄ０１ くもん式のひらがなカード 1200

平成２２年度使用　藤沢市立特別支援学校及び小学校若しくは中学校の　別紙２

特別支援学級用教科用図書　（種目別）

№１　　国語・書写



くもん出版 Ｆ０１ はじめてのえんぴつ 660

くもん出版 512 くもん式の　はじめてのひらがな　２集 660

くもん出版 新 517 やさしい漢字　４・５・６歳用 693

くもん出版 557 くもん式　大判漢字カード１集 1000

くもん出版 560 くもん式の大判ひらがなことばカード第1集 1000

くもん出版 563 くもん式のカタカナカード改訂版 1200

くもん出版 569 くもんの書きかたカード「カタカナ」 1300

くもん出版 570 くもんの書きかたカード「漢字」 1100

くもん出版 新 642 小学生のドリル　２年生のかん字 630

くもん出版 新 643 小学生のドリル　３年生のかん字 630

くもん出版 645 小学生のドリル　５年生の漢字 580

くもん出版 新 646 小学生のドリル　１年生のことばと文章 600

くもん出版 647 小学生のドリル　２年生のことばと文章 580

くもん出版 新 648 小学生のドリル　３年生のことばと文章 600

くもん出版 649 小学生のドリル　４年生のことばと文章 580

グランまま社 001 ぼくとわたしのせいかつえほん 1500

グランまま社 006 つちだよしはるのえほん　ことばえほん 1700

好学社 A０１ レオ・レオニの絵本　スイミー 1456

こぐま社 Ｂ０１ こぐまちゃんえほん　第１集　こぐまちゃんおはよう 800

こぐま社 Ｂ０３ こぐまちゃんえほん　第２集　こぐまちゃんのみずあそび 800

こぐま社 Ｂ０５ こぐまちゃんえほん　第３集　しろくまちゃんのほっとけーき 800

こぐま社 Ｃ０１ ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ 1000

こぐま社 Ｅ０１ こぐまちゃんえほん別冊　さよなら　さんかく 800

小峰書店 Ｃ０１ くまたんのはじめてシリーズ　よめるよよめるよあいうえお 952

三省堂 Ａ０３ こども　きせつのぎょうじ絵じてん 2400
女子栄養大学出版部 001 新・こどもクッキング 1600

太郎次郎社 Ａ０１ 漢字がたのしくなる本　ワーク１　基本漢字あそび 1155

太郎次郎社 Ａ０２ 漢字がたのしくなる本　ワーク２　あわせ漢字あそび 1155

太郎次郎社 Ａ０３ 漢字がたのしくなる本　ワーク３　部首あそび 1155

太郎次郎社 C０３ 子どもがしあげる手づくり絵本　あいうえおあそび上ひらがな５０音 1845

童心社 Ｌ０６ ピーマン村の絵本たち　よーいどん！ 1300
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 003 あいうえおえほん 1700
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 007 よみかた絵本 1800

同成社 Ａ０１ ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」１ 1300

同成社 Ａ０２ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２ 1100

同成社 Ａ０３ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３ 900

同成社 Ｂ０１ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１ 1100

同成社 Ｂ０２ ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２ 1100

永岡書店 007 お手本のうたつき！　どうよううたのえほん 1600

永岡書店 Ｏ１０ おしゃべりあいうえお　はじめてのひらがな 1700

ひかりのくに Ｂ１０ おおきいちいさい 1300

ひかりのくに D０１ ２０２シリーズ　たべもの２０２ 1200

評論社 Ａ０１ スカーリーおじさんのはたらく人たち 1700

評論社 Ｂ０１ しかけ絵本の本箱　コロちゃんはどこ？ 1200

ひさかたチャイルド B01 ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ 800

ひさかたチャイルド C０４ スキンシップ絵本　かたかなアイウエオ 1600



福音館書店 Ｂ０４ 幼児絵本シリーズ（くまくんの絵本）　いただきまあす 743

福音館書店 Ｈ１３ こどものとも傑作集　ぞうくんのさんぽ 800

福音館書店 Ｈ２１ こどものとも傑作集　ぐりとぐら 743

福音館書店 Ｊ０２ 世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい 1300

福音館書店 Ｋ０３ 日本傑作絵本シリーズ　ドオン！ 1100

ブロンズ新社 A０２ らくがき絵本　あ・い・う・え・お 950

ブロンズ新社 Ａ０１ らくがき絵本　五味太郎５０％ 2233

フレーベル館 502 アンパンマンとはじめよう　ひらがなあいうえお 750

むさし書房 003 ひらがなのおけいこ　入門編 680

理論社 Ａ０１ あいうえおうさま 900

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 ００１ さわってあそぼう　ふわふわあひる 1300

あかね書房 Ｂ０２ あかねえほんシリーズ　かたちのえほん　まる・さんかく・しかくさん 1500

あかね書房 Ｉ０２ あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１・２・３ 1600

岩崎書店 Ｅ０４ 五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本 1200

岩崎書店 Ｅ０５ 五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本 1200

絵本館 Ａ１０ 五味太郎の絵本１０　かたち 800

絵本館 Ｄ０２ 五味太郎・ことばとかずのえほん　かずのほん　１・２・３ 1300

偕成社 Ａ０２ 文字と数の本（エリックカールの絵本）１・２・３どうぶつえんへ 1200

偕成社 Ａ０４ ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろ・あいうえお 1600

学習研究社 K０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　おうさまのたからばこ　スタンプポン 1400

金の星社 Ｂ０２ あかちゃんと　おかあさんの絵本　ハティちゃんのいち・に・さん 780

金の星社 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 780

くもん出版 Ｄ０２ くもんのとけいカード 1165

くもん出版 Ｆ０１ はじめてのえんぴつ 660

くもん出版 576 くもん式の　かずカード 1000

くもん出版 新 623 小学ドリル算数　２年生のたし算 620

くもん出版 新 628 小学ドリル算数　２年生の数・量・図形 620

くもん出版 新 630 小学ドリル算数　４年生の数・量・図形 620

くもん出版 635 くもんの小学ドリルシリーズ　3年生の文しょうだい 620

くもん出版 636 くもんの小学ドリルシリーズ　４年生の文しょうだい 620

くもん出版 724 くもんの小学ドリルシリーズ　３年生のたし算・ひき算 620

くもん出版 くもんの小学ドリル　学力チェックテスト　算数３年生 580

講談社 H05 ブルーナーのアイﾃﾞィアブック　ミッフィーの１から１０まで 750

こぐま社 Ｃ０１ ぶうとぴょんの絵本　おんなじ　おんなじ 1000

小峰書店 Ｃ０２ くまたんのはじめてシリーズ２　おいしいおいしい　１・２・３ 952

ジェラ出版局 001 プータンいまなんじ？ 1360

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん 970

小学館 Ｂ０６ ２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３ 970

世界文化社 513 ディズニーサウンドえほん　いまなんじ？ 2095

童心社 Ａ０１ かずのほん１　どっちがたくさん 1000

童心社 Ａ０２ かずのほん２　０から１０まで 1000

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 1000

童心社 Ｈ０１ １４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん 1200

№２　　算数・数学



童心社 Ｈ０２ １４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく 1200

童心社 Ｈ０３ １４ひきのシリーズ　１４ひきのせんたく 1200

同成社 Ｃ０１ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１ 1100

同成社 Ｃ０２ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２ 1100

同成社 Ｃ０３ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３ 1100

同成社 Ｃ０４ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４ 1100

同成社 Ｃ０５ ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５ 1100
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 002 １から１００までのえほん 1600
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 009 とけいのえほん 1500

ひかりのくに B０５ 認識絵本５　いくつかな 1200

ひかりのくに Ｂ１０ おおきいちいさい 1300

ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｂ０１ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ 800

ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｂ０２ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３ 800

ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｃ０５ スキンシップ絵本　かずのえほん 1600

福音館書店 Ｉ０１ 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１ 1600

福音館書店 Ｉ０２ 安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本２ 1600

ポプラ社 N０２ 絵本いつでもいっしょ２どうぶつなんびき？ 1100

ポプラ社 Ｃ０８ ペーパーランド８　おりがみえあそび 1200

民衆社 508 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校３年 1800

民衆社 新 509 さんすうだいすきあそぶつくるしらべる小学校4年 1800

民衆社 510 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校5年 1800

民衆社 Ａ０２ さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　２年 1800

民衆社 507 さんすうだいすき　あそぶ・つくる・しらべる　小学校1年 1800

むぎ書房 508 わかるさんすう３ 650

むぎ書房 Ａ０２ わかるさんすう２ 650

幼年教育出版 Ａ０１ かずあそび１ 780

幼年教育出版 Ａ０２ かずあそび２ 780

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 Ｈ０１ かばくんのくらし絵本１　かばくんのいちにち 1000

あかね書房 Ｈ０２ かばくん・くらしのえほん　かばくんのおかいもの 1000

岩崎書店 Ｂ０１ 知識の絵本１　ちずあそび 1165

偕成社 Ｑ０３ こどもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！ 1000

偕成社 Ｒ０４ あかちゃんのあそびえほん４　ひとりでうんちできるかな 680

偕成社 Ｓ０１ 安全のしつけ絵本１　きをつけようね 1000

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー 1500

偕成社 Ｚ０３ 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー 1500

学習研究社  Ｉ０７ あそびのおうさまずかん７　たべもの 780

学習研究社  Ｉ０８ あそびのおうさまずかん８　もののなまえ 780

学習研究社 Ｃ０３ はっけんずかん　のりもの 1880

学習研究社 Ｊ０４ 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ 1900

くもん出版 581 くもんのせいかつ図鑑　マーク標識カード１集 900

くもん出版 582 くもんのせいかつ図鑑　マーク標識カード２集 900

くもん出版 Ｂ０６ くもんのせいかつ図鑑　お店カード 900

くもん出版 Ｂ０７ くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード 900

№３　生活・地図・社会



グランまま社 ００１ ぼくとわたしのせいかつえほん 1500

グランまま社 ００６ つちだよしはるのえほん　ことばえほん 1700

小峰書店 Ｅ１９ のりものえほん（しゃしん・ずかん）　あたらしい関西のでんしゃずかん 980

小峰書店 Ｆ０４ 東京パノラマたんけん 1262

三省堂 Ａ０３ こども　きせつのぎょうじ絵じてん 2400

小学館 Ｂ０２ ２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん 970

小学館 Ｌ０１ はじめてちずかんシリーズ１　ドラえもんのせかいちず 1260

小学館 Ｌ０２ はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもんのにほんちず 1260

小学館 Ｌ０６ はじめてちずかんシリーズ６　ドラえもんのせかいりょこう 1260

鈴木出版 Ａ０５ 知育えほん　マークのずかん 1600

成美堂出版 ００３ 調べ学習に役立つ世界の地図 980

成美堂出版 ００４ 調べ学習に役立つ　日本の地図 980

草思社 新 考える力がつく　子ども地図帳＜日本＞ 1800
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ００５ にっぽんちず絵本 1800
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ００６ せかいちず絵本 1800

評論社 Ａ０１ スカーリーおじさんのはたらく人たち 1700

福音館書店 F０１ みるずかん・かんじるずかん　世界のあいさつ 1300

福音館書店 Ｇ０５ 科学シリーズ　　ぼくらの地図旅行 1900

福音館書店 Ｇ０７ 科学シリーズ　絵で見る日本の歴史 2300

福音館書店 Ｌ０１ みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園－さかなやさんとやおやさん－ 1200

福音館書店 Ｍ０６ みぢかなかがくシリーズ　町たんけん－はたらく人みつけた－ 1200

福音館書店 Ｇ０３ 福音館の科学シリーズ　　地球その中をさぐろう 1400
文化学園文化出版局 Ａ０４ これしってるよ　みぢかなもの 800

文研出版 Ａ１６ ジョイフルえほん傑作集　りんごがドスーン 1100

福村出版 Ａ０５ シリーズ生活を学ぶ５　遠くへ行きたいな 2000

平凡社 Ｂ０２ 新版はじめましてにほんちず 1600

評論社 新 Ｃ０１ ピータースピアーの絵本１　せかいのひとびと 1500

東洋館 ５０１ くらしに役立つ社会 1300

ニチブン ５０２ 私たちの進路　あしたへのステップ 1400

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

岩崎書店 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 1500

岩崎書店 F０４ 絵本図鑑シリーズ４　林と虫たちの一年 1400

岩崎書店 Ｆ０８ 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん 1400

岩崎書店 Ｆ１２ 絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん　ー野の花と虫たちー 1400

岩崎書店 Ｇ１２ ひとりでできる手づくりＢＯＸ１２　しぜんで工作しよう 1500

岩崎書店 Ａ１０ あそびの絵本１０　草花あそび 1300

偕成社 T０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし 1200

偕成社 T０３ エリック・カールの絵本　わたしだけのはらぺこあおむし（ぬりえ絵本） 1000

偕成社 Ｕ０１ 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ 1000

偕成社 Ｖ０１ 五味太郎・しかけ絵本１　きいろいのはちょうちょ 1000

学習研究社 新 C０４ はっけんずかん　どうぶつ 1880

学習研究社 Ｉ０１ あそびのおうさまずかん１　からだ 780

学習研究社 Ｉ０７ あそびのおうさまずかん７　たべもの 780

学習研究社 I１２ あそびのおうさまずかん12　リサイクルこうさく 780

№４　生活・理科



学習研究社 Ｊ０４ 新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きせつ 1900

学習研究社 Ｌ１２ ﾆｭｰﾜｲﾄﾞ学研の図鑑１２　ひとのからだ 2000

金の星社 Ｆ０１ ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理 1960

金の星社 Ｊ０４ やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？ 1100

くもん出版 Ｂ０１ くもんのせいかつ図鑑　たべものカード 900

くもん出版 585 くもんの幼児図鑑カード　動物カード 1000

グラフ社 Ａ０１ マイライフシリーズ５３２　親子で作る手作りおやつ　 1000

小峰書店 001 リサイクル　工作ずかん 1200

小峰書店 Ｂ０１ りかのこうさく　１年生 1456

さ・え・ら書房 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 1330

小学館 Ｂ１１ からだのふしぎ 970

世界文化社 Ａ０１ 写真でわかるなぜなに１　どうぶつ 1165

童心社 Ｆ０３ かこさとし　かがくの本３　たねからめがでて 1300

童心社 Ｉ０１ 絵本・ちいさななかまたち　はたけのともだち 1300
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 010 昆虫とあそぼう 1300

ひかりのくに Ｄ０１ ２０２シリーズ　　たべもの２０２ 1200

ひかりのくに 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 1000

ひかりのくに 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 1000

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 1000

ひかりのくに Ｊ０４ はじめてのずかん４ やさいとくだもの 800

ひかりのくに Ｋ０９ 新装版　ＫIＤＳ２１　たべものひゃっか 850

福音館書店 B０８ 幼児絵本シリーズ　やさい 743

福音館書店 B０９ 幼児絵本シリーズ　やさいのおなか 1000

福音館書店 Ｅ０２ かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）たべられるしょくぶつ 838

福音館書店 Ｅ１３ かがくのとも版　（わくわく・にんげん）きゅうきゅうばこ 838

福音館書店 Ｅ１４ かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）　しんぶんしでつくろう 838

福音館書店 Ｅ１６ かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）　みんなのうんち 900

福音館書店 Ｅ１９ かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック　－ひもほうちょうもつかわない 900

福音館書店 Ｅ２０ かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）しゃぼんだまとあそぼう　 838

福音館書店 Ｇ０１ 福音館の科学シリーズ　　昆虫ちいさななかまたち 1400

福音館書店 Ｇ０３ 福音館の科学シリーズ　　地球その中をさぐろう 1400

福音館書店 Ｇ０４ 福音館の科学シリーズ　　道ばたの四季 1500

福音館書店 Ｇ０６ 福音館の科学シリーズ　　野の草花 1300

福音館書店 Ｇ０８ 福音館の科学シリーズ　　どうぶつえんガイドよんでたのしい！いってたのしい 1600

福音館書店 Ｌ０１ みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園－さかなやさんとやおやさん－ 1200

婦人之友社 Ａ０１ よくみるよくきくよくする絵本　たべものとからだ 900

フレーベル館 Ｄ０２ ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい 2000

フレーベル館 Ｄ０３ ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび 2000

フレーベル館 Ｄ０４ ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび 2000
文化学園文化出版局 Ａ０１ これしってるよ　どうぶつ 800

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

学習研究社 Ｈ０１ ＣＤつきえほん　あそびのうた 1200

学習研究社 Ｈ０２ ＣＤつきえほん　えいごのうた 1200

教育芸術社 ５０５ ２訂版　歌はともだち 380

№５　音楽・器楽



くもん出版 Ｇ０3 ＣＤ付きくもんの写真図鑑カード　楽器カード 1500

グランまま社 ００２ うたえほん 1500

グランまま社 ００３ うたえほんⅡ 1500

成美堂出版 ００１ ピアノでおぼえるおんぷえほん　ドレミファおけいこ 1160

成美堂出版 ００２ はじめてのピアノえほん　ドレミのうた 1160

成美堂出版 ００５ ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 1400

大日本絵画 Ａ０１ メロディーえほん　ＩＣピアノえほん　四季のどうようー１２ヶ月 2000

ドレミ楽譜出版社 ００１ やさしい　こどものうたとあそび 1000

ドレミ楽譜出版社 ００２ 保育名歌　こどものうた１００選 1200

永岡書店 ００４ ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ 1981

永岡書店 ００６ やさしくひけるたのしいメロディーえほん（ミニ） 1311

永岡書店 ００７ お手本のうたつき！　どうよううたのえほん 1600

永岡書店 ００９ お手本のうたつき！　どうよううたのえほん２ 1600

永岡書店 ００８ どうようピアノえほん　９曲のカラオケが歌える自動演奏つき！ 2000

ひかりのくに Ｆ０１ 改訂新版みんなでうたおうどうようえほん１ 1000

ひかりのくに Ｆ０２ 改訂新版みんなでうたおうどうようえほん２ 1000

ひかりのくに Ｆ０３ 改訂新版みんなでうたおうどうようえほん３ 1000

ひかりのくに Ｆ０４ 改訂新版みんなでうたおうどうようえほん４ 1000

ひかりのくに 001 たのしいてあそびうたえほん 1280

ひかりのくに 002 どうようでおえかきができる　NEW　えかきうたブック 1800

ひかりのくに 012 手あそび指あそび歌あそびブック１ 1800

ひかりのくに 013 あそびうたのほん　　ＣＤつき 1200

ぶどう社 ００１ 幼児と障害のある子のリズム うたあそび 1602

ポプラ社 Ｍ０１ うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた 1880

ポプラ社 Ｌ０３ 音のでるたのしいおけいこえほん３　うたおうおうた 1680

らくだ出版 Ａ０１ あそびえかきうた　たまごがひとつおだんごふたつ 855

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 ００１ さわってあそぼう　ふわふわあひる 1300

あかね書房 Ｂ０３ あかねえほんシリーズ　えほん　えかきうた 1500

岩崎書店 Ａ０６ あそびの絵本６　　ねんどあそび 1300

岩崎書店 Ａ０７ あそびの絵本７　　クレヨンあそび 1300

岩崎書店 Ａ０８ あそびの絵本８　　紙ねんどあそび 1300

岩崎書店 Ａ１７ あそびの絵本１７　えのぐあそび 1300

岩崎書店 Ａ２１ あそびの絵本２１　きりがみあそび 1300

岩崎書店 Ａ２３ あそびの絵本２３　えかきあそび 1300

岩崎書店 Ｇ１２ ひとりでできる手づくりＢＯＸ１２　しぜんで工作しよう 1500

絵本館 Ａ０９ 五味太郎の絵本９　いろ 800

偕成社 ００３ うつくしい絵 1400

偕成社 T０１ エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし 1200

偕成社 T０３ エリック・カールの絵本　わたしだけのはらぺこあおむし（ぬりえ絵本） 1000

偕成社 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？ 1000

偕成社 Ｔ０５ ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙの絵本 ごちゃまぜｶﾒﾚｵﾝ （ぬりえ絵本） 1200

偕成社 T０６ エリック・カールの絵本　月ようびはなにたべる？ 1200

学習研究社 G０２ あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬるほん 950

№６　図工・美術



学習研究社 Ｇ０４ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はるほん 950

学習研究社 Ｇ０７ あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん 850

学習研究社 Ｉ１２ あそびのおうさまずかん　リサイクル工作 780

学習研究社 Ｋ０１ あそびのおうさまＢＯＯＫ　おうさまのたからばこ　スタンプポン 1400

金の星社 H０２ ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！　リサイクルでつくっちゃおう 2200

国土社 ００１ 国土社の図工えほん８　紙そめ 1456

国土社 Ｂ０９ たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 1800

国土社 Ｂ１４ たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし 1800

国土社 Ｂ１６ たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵 1800

こぐま社 Ｇ０１ かお　かお　どんなかお 800

小峰書店 ００１ リサイクル　工作ずかん 1200

小峰書店 Ｂ０１ りかのこうさく　１年生 1456

さ・え・ら書房 Ｃ０１ たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１ 1165

さ・え・ら書房 Ｃ０５ たのしい工作教室　ダンボールのたのしい工作教室 1214

さ・え・ら書房 Ｃ０８ たのしい工作教室　木のぞうけい教室 1262

さ・え・ら書房 Ｄ０１ 母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのしい手づくり教室 1200

さ・え・ら書房 Ｄ０２ 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめⅠ 1330

総合科学出版 ００１ わくわく木考作　“楽しんで作れる木工作品集” 1204

チャイルド本社 ００１ ぬったりかいたり　らくがきＢＯＯＫ 1500

東京書店 ００１ やさしくおれる　たのしいおりがみ 1300

童心社 Ｌ０１ ピーマン村の絵本たち　さつまのおいも 1300

童心社 Ｌ０６ ピーマン村の絵本たち　よーいどん！ 1300
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ００８ ６つの色 1100

ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｂ０１ ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ 800

福音館書店 Ｅ１４ かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）　しんぶんしでつくろう 838

福音館書店 Ｅ１８ かがくのとも傑作集　かみコップでつくろう 838

福音館書店 Ｇ０９ あそびのレシピ　つくるたのしみ 1600

福音館書店 Ｎ０１ ＤＯ！図鑑シリーズ　　工作図鑑作って遊ぼう！伝承・創作おもちゃ 1600

フレーベル館 ００１ ことばでひらく絵の世界　はじめてであう美術館 2000

ブロンズ新社 Ａ０１ らくがき絵本　五味太郎５０％ 2233

ブロンズ新社 Ａ０２ らくがきえほん　あ・い・う・え・お 950

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 1200

保育社 Ｂ５０ ジュニア図鑑５０　手作りおもちゃ 1200

ポプラ社 Ａ０１ あそびのひろば１　はんがあそび 1200

ポプラ社 Ａ０２ あそびのひろば２ やさしいてづくりのプレゼント 1200

ポプラ社 Ａ０４ あそびのひろば４　はりえあそび 1200

ポプラ社 Ａ０８ あそびのひろば８　らくがきあそび 1200

ポプラ社 Ｃ０３ ペーパーランド３　とびだすカード 1200

ポプラ社 Ｃ０８ ペーパーランド８　おりがみえあそび 1200

ポプラ社 Ｍ０１ うたってかいてけせるえほん１音のでるえかきうた 1880

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

偕成社 Ｑ０３ こどもの生活３　マナーをきちんとおぼえよう！ 1000

偕成社 Ｘ０１ 坂本廣子のひとりでクッキング１　朝ごはんをつくろう！ 1400

偕成社 Ｘ０２ 坂本廣子のひとりでクッキング２　昼ごはんをつくろう！ 1400

№７　家庭　職業家庭



偕成社 Ｙ０１ ともだちだいすき２　おべんとうなあに？ 1000

偕成社 Ｚ０１ 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー 1500

偕成社 Ｚ０３ 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー 1500

学習研究社 Ｉ０７ あそびのおうさまずかん７　たべもの 780

金の星社 F０４ ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理 1960

金の星社 Ｆ０５ ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り 1960

金の星社 Ｆ０６ ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り 1960

金の星社 Ｆ１０ ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作り 1960

くもん出版 Ｂ０１ くもんのせいかつ図鑑　たべものカード 900

くもん出版 Ｂ０７ くもんのせいかつ図鑑　生活道具カード 900

グラフ社 Ａ０１ マイライフシリーズ５３２　親子で作る手作りおやつ　 1000

こぐま社 Ｂ０５ こぐまちゃんえほん　第３集　しろくまちゃんのほっとけーき 800

さ・え・ら書房 Ｄ０１ 母と子の手づくり教室　毛糸と布の楽しい毛作り教室 1200

さ・え・ら書房 Ｄ０２ 母と子の手づくり教室　母と子のたのしい草木ぞめⅠ 1330
ｼﾞｬﾊﾟﾝｸｯｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ００１ ときには腕をふるってみよう遊びと創造　絵でわかるクッキング 1602
女子栄養大学出版部 ００１ 新・こどもクッキング 1600
全日本手をつなぐ育成会 503 自立生活ハンドブック５　ぽなぺてい　どうぞめしあがれ 600

婦人之友社 ００１ こどもがつくるたのしいお料理 981

婦人之友社 ００２ こどもがつくるたのしいお菓子 981

福音館書店 Ｅ１９ かがくのとも傑作集　平野レミのおりょうりブック　－ひもほうちょうもつかわない 900

福村出版 Ａ０１ シリーズ生活を学ぶ１　つくって食べよう 2000

ニチブン ５０１ 絵を見て学べるやさしい料理教室　私たちの調理 1400

発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 Ｇ０４ からだのえほん４　からだにもしもし 1300

岩崎書店 Ｂ０３ 知識の絵本３　ひとのからだ 1165

偕成社 Ｊ０４ 子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 1000

偕成社 Ｊ０５ 子どもの健康を考える絵本５　こんなとき　どうするの？ 1000

偕成社 Ｑ０６ こどものせいかつ６ じょうぶなからだになれるよ！ 1000

偕成社 Ｕ０１ 五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ 1000

学習研究社 Ｉ０１ あそびのおうさまずかん１　からだ 780

学習研究社 Ｌ１２ ﾆｭｰﾜｲﾄﾞ学研の図鑑１２　ひとのからだ 2000

金の星社 Ｅ０１ やさしいからだのえほん１　からだのなかはどうなっているの？ 1100

金の星社 Ｉ０６ こねこちゃんえほん６　かぜひいちゃった 680

金の星社 Ｊ０４ やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？ 1100

小学館 Ｂ１１ ２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ 970
全日本手をつなぐ育成会 502 自立生活ハンドブック４　からだ！！げんき！？ 500

童心社 Ｅ０２ かこさとし　からだの本２　たべもののたび 1200

ひかりのくに 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 1000

評論社 Ｂ２５ しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと 2000

福音館書店 Ｅ１３ かがくのとも版　（わくわく・にんげん）　きゅうきゅうばこ 838

福音館書店 Ｅ１６ かがくのとも傑作集（どきどきしぜん）みんなうんち 900

福村出版 Ａ０６ シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ 2000

フレーベル館 Ｂ０５ アンパンマンのおはなしでてこい５　アンパンマンとはみがきやま 830

主婦の友社 541 キッズのためのしかけ図鑑絵本　人間のからだ 1500

№８　体育・保健体育



発行者
図書
コード

　　　図　　　書　　　名 定価

あかね書房 Ｉ０３ あかね書房の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ 1500

あかね書房 Ｉ０６ あかね書房の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんのピクニック 1500

あかね書房 Ｉ０７ あかね書房の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく 1500

岩崎書店 Ｅ０２ 五味太郎のことばとかずの絵本 1200

大阪教育図書 ００１ からだで学ぶ英語教室 1550

学習研究社 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 2200

学習研究社 Ｅ０２ 新訂版　学研の英語ずかん１　おもしろかいわ２場面別表現集 2200

学習研究社 Ｈ０２ ＣＤつきえほん　えいごのうた 1200

教学研究社 ００1 新訂　絵で楽しくおぼえる子どもの英会話 1100

教学研究社 ００４ 絵を見て学ぶこどもの英語１ 680

くもん出版 599 くもんのCD付き　英語のうたカード 1400

くもん出版 604 くもんのCD付き　英語カード　たべもの編 1400

成美堂出版 ００５ ＣＤつき　楽しく歌える英語のうた 1400
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ００１ 和英えほん 1300
戸田ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 ００４ ＡＢＣえほん 1700

むさし書房 ００２ たのしい絵でみるこどものＡ・Ｂ・Ｃ 1500

むさし書房 ００６ 小学生用　英語はともだち 850

以上の本以外にも

№９　英語

　　　平成２２年度使用藤沢市立中学校用教科用図書

　　　平成２２年度使用藤沢市立小学校用教科用図書

　　　特別支援学校小・中学部用文部科学省著作教科用図書



別紙３

平成２２年度使用藤沢市立小学校用教科用図書

教科 種目 発行者の 教科書の記号・番号 書 名

番号・略称

国 語 国 語 ３８ 国語 121・122・221・222・321・322 国 語

光 村 421・422・521・522・621・622
書 写 ３８ 書写 111・211・311・411・511・611 書 写

光 村

社 会 社 会 １７ 社会 315・316・515・516・615・616 小学社会

教 出

地 図 ４６ 地図 404 楽しく学ぶ

帝 国 小学校の地図帳

算 数 算 数 ２ 算数 113・213・214・313・314 新編・

東 書 413・414・513・514・613・614 新しい算数

理 科 理 科 ４ 理科 315・415・416・515・516 新版

大日本 615・616 たのしい理科

生 活 生 活 １１ 生活 127・128 みんなとまなぶ

学 図 しょうがっこう

せいかつ

音 楽 音 楽 ２７ 音楽 106・206・306・406・506・606 小学生の音楽

教 芸

図 画 図 画 ９ 図工 109・110・309・310・509・510 図画工作

工 作 工 作 開隆堂

家 庭 家 庭 ９ 家庭 504 わたしたちの

開隆堂 家庭科

体 育 保 健 ２ 保健 307・507 新編

東 書 新しい保健

発行者一覧

略 称 発 行 者 略 称 発 行 者

光 村 光村図書出版株式会社 大日本 大日本図書株式会社

教 出 教育出版株式会社 学 図 学校図書株式会社

帝 国 株式会社帝国書院 教 芸 株式会社教育芸術社

東 書 東京書籍株式会社 開隆堂 開隆堂出版株式会社



平成２１年９月藤沢市議会定例会

文 教 常 任 委 員 会 資 料

藤沢市学校教育相談センターの運営状況について

１．設置の目的

・相談窓口を一元化することにより、相談者の利便性を高める。

・多様化した各種相談業務の拠点を形成し、業務間の連携を強化する。

２．平成２０年度の相談対応・活動の実績

①電話・来所相談の対応回数及び相談内容の内訳

・対応回数

電話相談 来所相談 合 計

３０７ (教育相談)※ ９３ (就学相談) ２７３ ６７３

※教育相談９３回には、発達検査８回を含む

・対応回数(６７３回)の内容別内訳

小学生 中学生 就学前 その他 合 計

生活面 ３０ １４ ２ ４ ５０

学習面 ５ ４ ０ ０ ９

行動面 １０ ３ ０ ０ １３

対人関係 １４ ７ ０ ６ ２７

不登校 ４８ １３３ ０ ５ １８６

非 行 ０ ０ ０ ０ ０

学校対応への不満 ３６ ２９ ０ ０ ６５

進路関係 １０ ７ ０ ２ １９

就学相談 ０ ０ ２７３ ０ ２７３

その他 ※ ９ ７ ０ １５ ３１

合 計 １６２ ２０４ ２７５ ３２ ６７３

※その他の小学生９回には、発達検査８回を含む

②相談支援教室入室児童生徒数・活動状況

・入室児童生徒数（活動に参加せず、カウンセリングのみの者を含む）

学年 小４年 中１年 中２年 中３年 合計 総計

男 １ ２ １３ １６ ３２ ５９

女 ０ ２ １１ １４ ２７

・グループ活動参加者数（入室児童生徒数の内数）

学年 小学生 中１年 中２年 中３年 合計 総計

男 ０ ０ ６ ９ １５ ２７

女 ０ １ ２ ９ １２

・学校復帰状況

学校復帰 部分的復帰 学校復帰せず 計

４ ３２ ２３ ５９



③就学相談件数・入学先の決定状況

・就学相談件数＝１１８件（この内、就学指導委員会を受けた数＝８１件）

・就学相談後の入学先別人数

特別支援学校 特別支援学級 普通学級（ことばの教室） 合 計

１５ ３６ ６７（３６） １１８

④学校教育支援相談の対応回数及び相談内容の内訳

・相談回数：（ ）は１校当たりの平均回数

小学校（３５校） 中学校（１９校） 合 計 （５４校）

１０,９７０（３１３） ４,３９４（２３１） １５,３６４（２８５）

・相談内容別割合（％）

小学校 中学校

学習面 ２７.７ ４.５

行動面 ３４.２ ９.４

対人関係 １５.８ ２２.０

不登校関係 １０.８ ５４.０

非 行 ０.１ ０.７

進路関係 ０.５ ０.５

その他 １０.９ ８.９

３．相談対応の成果及び課題について

＜成果＞

①相談窓口の一元化

・「対応回数(６７３回)の内容別内訳」表の通り、様々な相談内容についてセンタ

ーの電話・来所相談で総合的に対応し、その場で相談者の求めに応じた助言を行

うことができた。

②業務間の連携

・相談支援教室入級を希望する児童生徒の関して、学校（担任）・スクールカウン

セラー・相談センターで相互に情報交換を行い、綿密な検討とスムースな受入

を図ることができた。

・電話相談に対して、スクールカウンセラーを紹介することにより、学校での具体

的な支援につながった。

・就学相談を受けた幼児を入学に際してスクールカウンセラーに紹介し、入学に伴

う親子の不安を軽減することができた。

③その他

・学校教育支援相談では、比較的症状の軽いケースの相談が増えており、早期発見

・早期対応が促進された。

＜課題＞

・保護者や家庭の問題を伴うケースへの対応

・相談支援教室の入室希望者の増加

・学校における不登校の初期段階での別室対応への支援

・スクールカウンセラーの学校での相談場所の安定的な確保



平成２１年９月藤沢市議会定例会

文 教 常 任 委 員 会 資 料

本町小学校の改築について

１ 委託名称 本町小学校改築設計委託

２ 委託先 株式会社 日立建設設計横浜支社

３ 委託期間 ２００９年（平成２１年）２月２日から２０１０年（平成

２２年）５月１４日まで

４ 委託金額 ４４，５２２，１００円（基本・実施設計）

５ 基本設計概要

延べ床面積 ７，５００㎡（校舎，給食調理室含む）

屋外施設 １００㎡（体育器具庫等）

（配置平面図，立面図については別紙参照）

仕 様 普通教室２２，特別支援教室３，多目的室３，図書室１，

理科室１，家庭科室１，音楽室１，パソコン室１，

図工室１，管理諸室

６ 設計の特徴

（１）環境への配慮

① 全施設のオール電化と給食調理室のドライシステム化

② 太陽光発電（３０ KW）システムの設置

③ 省エネルギー対策としての人感センサー，昼光センサー，

ＬＥＤの一部採用及び雨水の利用

④ 自然エネルギーを活用したハイブリッド太陽灯や太陽光蓄積

型ブロックタイルの導入

⑤ 学校の芝生化（校庭の周囲や特別支援教室の周囲）と屋上や

校舎壁面の一部緑化

（２）開かれた学校

， ① 公共サービスと地域利用を配慮した施設

７ 工事スケジュール

２０１０年（平成２２年） ３月 仮設校舎完成予定

〃 ５月中旬 設計完了予定

〃 ９月中旬 既存校舎解体完了予定

〃 ９月 校舎棟改築工事着手予定

２０１２年（平成２４年） ２月末 校舎棟改築工事完成予定

〃 ６月末 仮設校舎解体完了予定

〃 １１月末 グランド及び外構工事完了予定















平成２１年９月市議会定例会 教育委員会に関する一般質問一覧表

番号 質問者氏名 件 名 要 旨 答 弁 者

■一括質問

４ 増井 秀夫 １ 学校施設の整 (1) 耐震化の進捗状況と，耐震化後の問 村岡教育総務部担

備について 題と対策について 当部長

(2) 学校施設における，環境負荷の軽減

策と環境教育について

①②③・・・・・・・・・・・・・・・ 村岡教育総務部担

当部長

④・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

５ 竹村 雅夫 １ 教育にかかわ (1) 学校に対する「理不尽」な要求への 田中教育総務部長

る諸課題につい 対応について

て

６ 大塚 洋子 １ 子どもの心の (1) 子ども読書活動推進について

育みについて ①前半・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木教育長

①後半・・・・・・・・・・・・・・・ 鈴木こども青少年

部長

②・・・・・・・・・・・・・・・・・ 青柳生涯学習部長

③・・・・・・・・・・・・・・・・・ 田中教育総務部長

④⑤⑥・・・・・・・・・・・・・・・ 青柳生涯学習部長

⑦・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

２ 障がいがあっ (3) 特別支援教育について 田中教育総務部長

ても安心して暮

らせるまちにつ

いて

１２ 高松みどり １ こどもの貧困 (3) こどもの権利条約を市政に生かすこ

解消について とについて

① 田中教育総務部長

②～④ 鈴木こども青少年

部長

⑤⑥ 田中教育総務部長

１４ 松下賢一郎 １ いじめ・不登 (1) 平成２０年度の調査結果について

校等への対策に ①② 田中教育総務部長

ついて ③ 佐々木教育長

④ 田中教育総務部長

(2) 児童生徒への支援策について 田中教育総務部長

(3) ネットいじめ対策について 田中教育総務部長

２ 子どもたちの (1) 新体力テストの取り組みについて

体力向上につい ①② 田中教育総務部長

て ③ 佐々木教育長

(2) 体育について 田中教育総務部長

３ スポーツ環境 (1) 「ふじさわスポーツ元気プラン」の 青柳生涯学習部長

の整備について 改定について

(2) スポーツ拠点づくりの推進について 青柳生涯学習部長



平成２１年９月市議会定例会 教育委員会以外の一般質問一覧表

番号 質問者氏名 件 名 要 旨 答 弁 者

■一括質問

１ 竹内 康洋 １ 「藤沢力」に (1) 地域福祉の推進について

よるまちづくり ①～⑫・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

について ⑬・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

(2) 地域経済活性化の推進について

①②・・・・・・・・・・・・・・・・ 福島経済部長

③・・・・・・・・・・・・・・・・・ 長瀬経営企画部長

④⑤・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田副市長

⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関水市民自治部長

⑦・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

２ 熊倉 旨宏 １ 防災対策につ (1) 防災情報伝達について・・・・・・ 原総務部長

■ いて 【再質問】後答弁

原総務部長

２ 公園管理につ (1) 公園内の各種施設等の管理について 桐ヶ谷都市整備部

いて 長

【再質問】先答弁

山田副市長

３ 伊藤 喜文 １ 市長の政治姿 (1) 市政運営について

勢について ①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

②・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新井副市長

③④・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

⑤・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

原総務部長

⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新井副市長

⑦・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

新井副市長

４ 増井 秀夫 ２ 高齢者の社会 (1) 老人福祉センターの利用状況と今後

参加の促進につ の対策について・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

いて (2) 老人福祉センター利用向上のため

の，交通手段の確保について

①②・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

③・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉渕計画建築部長

④・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

５ 竹村 雅夫 ２ 共に生きる社 (1) 「心の病」に悩む方たちの地域移行

会の実現に向け 支援について・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

た課題について (2) 「障害者」就労支援の現状と課題に

ついて・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

６ 大塚 洋子 ２ 障がいがあっ (1) 障がい者虐待防止について・・・・ 大橋保健福祉部長

ても安心して暮 (2) サービスの充実について・・・・・ 大橋保健福祉部長

らせるまちにつ

いて



番号 質問者氏名 件 名 要 旨 答 弁 者

■一括質問

７ 加藤なを子 １ 事業仕分けに (1) 目的について 長瀬経営企画部長

ついて (2) 仕分け作業について 同

(3) 仕分け結果と市民要望について 同

８ 塚本 昌紀 １ 観光資源の有 (1) 聶耳記念碑について

効活用策につい ①②③・・・・・・・・・・・・・・・ 福島経済部長

て ④・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田副市長

⑤・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福島経済部長

⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

２ 次代の公共に (1) 新しい公共について

ついて ①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

②～⑦・・・・・・・・・・・・・・・ 長瀬経営企画部長

⑧～⑩・・・・・・・・・・・・・・・ 伊勢財務部長

(2) 公会計のこれまでと今後について 伊勢財務部長

９ 植木 裕子 １ 安心なまちづ (1) 医療の救急体制について 鈴木消防長

くりについて (2) 新型インフルエンザ対策について

①②・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

③④⑤・・・・・・・・・・・・・・・ 浅木市民病院事務

局長

⑥・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原総務部長

⑦⑧・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

１０ 大野 美紀 １ 高齢者が心豊 (1) 高齢者の安心施策について

かに安心して暮 ①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

らすことについ ②ア・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

て 再質問②ア・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

②イ，②ウ・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

③以降・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

(2) 救急医療情報キットについて 鈴木消防長

①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

②・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ 市民の健康の (1) がん検診について

保持・増進につ ①②③④・・・・・・・・・・・・・・ 大橋保健福祉部長

いて ⑤・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

(2) 藤沢市健康増進計画について・・・ 大橋保健福祉部長

(3) 健康都市宣言の制定について

①・・・・・・・・・・・・・・・・・ 長瀬経営企画部長

②・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海老根市長

１１ 原輝雄 １ 安心・安全な (1) 公共施設における鉛製給水管につ 杉渕計画建築部長

まちづくりにつ い て

いて



番号 質問者氏名 件 名 要 旨 答 弁 者

■一括質問

１２ 高松みどり １ こどもの貧困 (1) 保育園の待機児「０」に向けて 鈴木こども青少年

解消について 部長

(2) 母子加算復活を国に求めることにつ 大橋保健福祉部長

いて

１３ 三野由美子 １ 安全・安心な (1) 防犯灯について 関水市民自治部長

まちづくりにつ

いて

２ 自然と共生す (1) 生物の多様性の保全について 海老根市長

るまちづくりに

ついて

３ 水難事故の防 (1) 藤沢市の水難救助について 鈴木消防長

止について (2) 水難救助に関する国の調査報告につ 鈴木消防長

いて

１５ 原田伴子 １ 市長の政治姿 (1) 子育て支援について

勢 ①② 海老根市長

③～⑬ 鈴木こども青少年

部長

⑭～⑯ 新井副市長

１６ 桜井直人 １ 都市計画につ (1) 北部地域のまちづくりについて

いて ①～④ 桐ヶ谷都市整備部

長

⑤ 杉渕計画建築部長

⑥⑦ 山田副市長

⑧⑨ 海老根市長

１７ 真野喜美子 １ 高齢者福祉に (1) 認知症への取り組みについて 大橋保健福祉部長

ついて

２ 災害対策につ (1) 要援護者支援対策について

いて ①② 大橋保健福祉部長

③ 原総務部長

④ 大橋保健福祉部長

(2) 避難について 原総務部長

(3) 防災備蓄用品について 原総務部長

(4) 自主防災訓練について 原総務部長

１８ 市川和広 １ 道路行政につ (1) 県道横浜藤沢線について

いて ①～⑧ 川口土木部長

⑨ 山田副市長

⑩ 海老根市長
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