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可茂地区採択協議会事務局 

 

平成27年度 第１回岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会 議事録 

 

日 時：平成27年5月8日（金）9：00～12：00 

場 所：可児市総合会館分室 ２階大会議室 

出席者：可茂地区採択協議会委員22名（欠席7名） 

 

◆事務局 

 開会に先立ちまして，５点説明やお願いをさせていただきます。 

○第１点目でございます。皆様の机上にございます「岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会 第１回研

究調査委員会」資料は，公正確保のため，協議会終了後に回収をさせていただきます。つきましては，

必要事項は机上のメモ用紙にお控えをいただきますようお願いいたします。なお，教科用図書とは，

一般に「教科書」と呼ばれる図書を指します。資料や口述の中で混在することがありますが， 

 何卒ご容赦をください。 

○２点目は「採択協議会委員委嘱」についてです。机上に「採択協議会委員委嘱状」を置かせていただ

いております。これをもちまして，委嘱状の授与に代えさせていただきますので，ご了承願います。

また，お帰りの際には，承諾書をご記入の上，受付の係にご提出をください。 

○３点目に，本協議会設置に関する議決承認完了のご報告をさせていただきます。可茂地区の各市町

村・組合教育委員会に，岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会設置の議決ならびに協議会規約の承認

をご依頼しましたところ，すべての市町村・組合教育委員会において議決がなされ，議決承認が完了

していることをご報告いたします。 

 規約の主な改正点は３点です。 

 ①１点目は教科書無償給与法の一部を改正する法律の施行に伴い，採択地区協議会の規約に「採択地

区協議会を設ける市町村の教育委員会を定めなければならない」とされました。これにより第２条

の市町村名を教育委員会名に改正しました。 

 ②２点目は教育委員会制度の改正により，第５条にある「教育委員長または教育長」を「教育長また

は教育委員の代表」と改正した点です。移行措置については附則に示しました。 

 ③３点目は教科書無償給与法の一部を改正する法律の施行に伴い，「採択地区協議会の組織及び運営

について，会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する」と示

されたことにより，第７条２項を改正しました。 

○４点目です。本協議会規約に基づき，協議会の目的と協議会委員に選定させていただいた理由につい

てご説明申し上げます。 

お手元の資料１ページに本協議会の規約を掲載しております。今後，この規約に則って可茂地区採択

協議会を運営して参ります。規約の第３条をご覧ください。協議会の目的は，「可茂地区内が同一の

教科用図書を採択するための調査研究，協議を行うこと」です。 

つまり，可茂地区の子どもたちにとって最もふさわしい教科書を選定していただくことが目的となり

ます。いくつかある教科書発行者の中から，協議の末にもっともふさわしい一者を決定し，その教科

書を可茂地区すべての子どもたちが使用することになります。 
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この目的を達成するため，規約第５条に基づき，協議会委員を選出させていただきました。なお，採

択協議会委員の皆様のご紹介は，資料３ページの名簿をもってご紹介に代えさせていただきます。 

そして，本日は規約第８条に基づき，皆様を召集させていただきました。今後の協議により，可茂地

区の子どもたちにとってよりよい教科書選定ができますよう，皆様のお力添えを賜りたいと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○最後に５点目です。協議会を運営していくための文書発送等に必要な事務業務や会計業務についてで

す。この点につきましては，先の可茂地区市町村教育長会において，可児市教育委員会に事務局をお

くことを予め協議・承認いただいておりますので，ご承知置きいただきますようお願いいたします。 

以上，ご報告やお願いをさせていただきました。 

 

◆可茂地区市町村教育長会長あいさつ 

 おはようございます。可茂地区市町村教育長会長でございます。本日はお忙しい中，第１回可茂地区

採択協議会にご参集をいただき，誠にありがとうございます。会に先立ちまして，教育長会長としてご

挨拶を申し上げます。 

 大変いい季節になりまして，連休も特段の事故の報告も入っておりませんので，子どもたち元気に連

休を過ごしたと思っています。私は，連休中，恒例になっていますけれども，教え子たちの同窓会に出

かけて行きましたら，時代小説を書いている小説家になっているのがいまして，54 歳になりますが，

120冊ぐらい時代小説を書いていると言っておりましたので，相当な量を書いているなと思ったのです

が，彼と話しておりまして，日本の教育制度を，江戸から明治にかけて，寺子屋，そして明治に入って

身分制度が日本全土に徹底されてというようなことが時代を非常に大きく動かし，日本のレベルを支え

ているというような話，時代小説家の何人かの名前が挙がってきました，私も決して嫌いではなくて，

むしろ大好きな方ですので，いろんな話に花が咲きまして，日本の義務教育制度の徹底というのが，就

学率の高さと識字率の高さ，このために，日本のいろんな専門分野，かなり深い専門分野が日本語で読

めるというような国なんです。結構珍しい国でして，どんな仕事に就いている人でも休み時間になると

新聞を広げたり雑誌を広げたりして読んでいる国は大変珍しいんです。彼の話の中で，思い出したのは，

江戸時代の江戸とロンドンの市民の識字率の比較です。江戸でだいたい 50％ぐらい，ロンドンでは 20

～30％ぐらいです。だから，日本の江戸の庶民の識字率の高さはすごく，男が 60％ぐらいで女が 40％

ぐらいで，だいたい 50％ぐらいというようなことだそうだけれども，そこを基礎にして明治を迎えて，

義務教育にしたという流れになっています。その学年にはもう一人，物理の専門家もいて，物理学を縦

書きで書いてね，数式が出てきますから，ふつう横に書いて説明するんですけど，縦書きで，つまり日

本の書き方で最先端の物理の説明ができていくという，これもすごい話だと思っていました。そんな国

を支えているのが，義務教育の中の根幹にあたる，教科書の選定ということになってくるわけです。国

で基準に則って選ばれた教科書ばかりが勢ぞろいするわけですが，昨年は小学校，今年は中学校という

ことで，皆様方のお手を煩わせることになります。この機に私も中学校の教科書を，教科書というのは

結構楽しいんですね。よくできています。私たちが，ここにいらっしゃる方は私よりも若い方がいるか

もしれませんが，それでも同世代だと思っていますので，小中学生ごろに使った教科書と比べますと，

雲泥の差ですね。大変良くなっております。今日，実はここに諸外国のずっと使っていた教科書を持っ

てきておりますが，お国柄が本当によく出ておりまして，日本の教科書も決して引けを取らない。どこ

の国も本当に特徴がありまして，自分の国の国民の基礎教育をどうやろうかというような，本当に苦心

をして作っております。そういう教科書の選定時期になったということで，大変な作業ではあるんです
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けれども，担当になられた方々を中心に慎重に選んで，可茂地区の子どもたちがしっかり教養としての

力をつけてもらいたいなと思っておるわけでございます。 

 それでは，ただいまより，第１回岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会を開催いたします。 

 会長等の組織が決まりますまでは，私が進行をさせていただきますので，ご了承ください。 

 

◆可茂地区市町村教育長会長 

まず，はじめに規約第６条により，本協議会の会長及び副会長を選出させていただきます。規約によ

って「委員のうちから互選する」と規定されていますが，どなたかご意見はありませんか。 

◆委員 

可茂地区採択協議会の事務局のある可児市の教育長を推薦しますが，いかがでしょうか。 

◆可茂地区市町村教育長会長 

 ただいま，可児市の篭橋教育長を推薦するご意見をいただきましたが，いかがでしょうか。もし，よ

ろしければ拍手をもってご承認願います。 

（拍手多数） 

 多数のご承認をいただいたものと認めますので，可茂地区採択協議会の会長を可児市教育長様にお願

いいたします。 

 続いて，副会長の選出についてですが，会長からご指名をいただきたいと存じますがいかがでしょう

か。ご了承いただけましたら拍手をお願いいたします。 

（拍手多数） 

 それでは，可茂地区採択協議会会長よりご指名をお願いします。 

◆可茂地区採択協議会会長 

 副会長には，可児市の校長代表にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。また，副会長には併

せて議事進行についてもお願いしたいと思います。 

◆可茂地区市町村教育長会長 

 可児市校長代表のご指名ならびに議長の委任がございましたが，いかがでしょうか。ご賛同いただけ

ましたら拍手をお願いします。 

（拍手多数） 

◆可茂地区市町村教育長会長 

 ありがとうございました。それでは，会長には可児市教育長様，そして副会長には可児市校長代表に

お願いいたします。 

 この後の議事につきましては，副会長にお願いしますので，これをもって自席に下がらせていただき

ます。皆様のご協力ありがとうございました。 

（拍手） 

 

◆議長 

 ただいま，ご承認をいただき，可茂地区採択協議会副会長を拝命いたしました。この後，議事進行を

務めさせていただきます。円滑かつ公正に議事が進行できますよう，皆様のご協力を賜りたいと存じま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，まずはじめに，可茂地区採択協議会の会長に就任されました可児市教育長様よりご挨拶を

いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
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◆可茂地区採択協議会会長 

 平成２７年度岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会会長を務めさせていただきます。皆様のご協力を

いただきながら，本協議会が所掌いたします事務が公正かつ円滑に遂行され，初期の目的が達成されま

すことをめざして努力する所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて，本日ご参集をいただいております協議会委員の皆様には，可茂地区の子どもたちが使用する教

科書を選定するという重要な責務が課せられております。互いに教科書採択に至るまでの仕組みを十分

理解して，誠実にその役割を果たしていきたいと思っております。なお，各委員の皆様におかれまして

は，後ほど事務局より説明がなされる法令等を遵守し，静謐な環境の中で公正に採択の業務が運ばれる

よう，細心の注意を払っていただきますようご協力をお願い申し上げます。 

 なお，規約第２条第７項におきまして，会長の職務代理者の指名ですが，職務代理者に美濃加茂市教

育長さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上をもちまして，会長のあいさつ

とさせていただきます。 

 

◆議長 

 ありがとうございました。 

それでは，これより議事に入らせていただきます。 

 はじめに，本協議会の開催にあたり委員の半数以上の方にご出席をいただいておりますので，規約第

９条に則り，本会議が成立しますことを確認いたします。 

 これより協議を開始いたします。 

まずはじめに，「教科書採択のしくみ」について，事務局より説明をいただきます。 

◆事務局 

 それでは，事務局より教科書採択のしくみについてご説明を申し上げます。 

岐阜県の採択地区は，岐阜地区・岐阜市地区・西濃地区・美濃地区・可茂地区・東濃地区・飛騨地区の

７地区に分けられています。岐阜市地区は昨年度より岐阜地区より独立して運用が図られています。 

 可茂地区は，美濃加茂市，可児市，加茂郡の坂祝町，富加町，川辺町，七宗町，八百津町，白川町，

東白川村，そして可児郡御嵩町の各教育委員会ならびに美濃加茂市富加町中学校組合，可児市御嵩町中

学校組合が本協議会を設けています。 

 公立小中学校で使用する教科書は，採択地区内においては同一の教科書を採択することが法律で定め

られております。したがって，本協議会では，種目ごとに複数ある発行者の中から一者を選定する責務

があります。そして，選定のための調査・研究を行うためにこの協議会とは別に採択調査研究委員会を

設置します。また，一般の方からも広く意見をいただくために各市郡で教科書展示会を開催いたします。

採択調査研究委員会は，岐阜県の調査研究報告や教科書展示会で寄せられた意見を参考にしながら，可

茂地区の子どもたちが使用するにふさわしい教科書についての報告をまとめます。 

 そして第２回地区採択協議会において調査研究委員より，教科あるいは種目ごとに調査研究の結果を

報告いただきます。その報告をもとに，各教科・種目ごとに採択する教科書を選定いただくことになり

ます。 

 その後，第２回地区採択協議会の選定結果について，各市町村・組合教育委員会で協議がなされ，議

決が図られます。すべての教育委員会の議決をもって，平成２８年度の可茂地区の児童生徒に給与する

教科書が決定します。 

本年度は中学校教科書の採択替えの年となりますので，平成２８年度より使用する中学校教科書の選
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定をいただくことになります。今回の採択にあたり，特にご留意いただきたいことは，平成２７年４月

７日付けで文部科学省より発出された「平成２８年度使用教科書の採択について（通知）」に示されて

いる内容です。とりわけ次の３点については，十分ご配慮をいただきたいと存じます。 

①１点目は，公正確保のため，すべての教科書について十分な審議や調査研究を尽くすこと 

②２点目は，教科書の採択に関する情報の積極的な公表に取り組むこと 

③３点目は，採択権者である市町村組合教育委員会の委員が十分な時間的余裕をもって教科書見本を閲

覧できる環境を整えること 

なお，小学校は昨年度に採択替えがなされておりますので，本年度使用している教科書を次年度も引

き続き採択することになります。 

以上で，教科書採択のしくみに関する説明を終わります。 

◆議長 

 教科書採択のしくみについてのご説明に対して質問等はございませんか。 

続きまして，「教科用図書可茂地区採択協議会設置及び運営方針（案）」の提案に移ります。事務局よ

り提案をいただきます。 

◆事務局 

資料４ページをご覧ください。 

地区採択協議会の設置及び運営方針（案）を提案させていただきます。 

○可茂地区採択協議会の設置完了報告についての文書を，今後速やかに事務局より岐阜県教育委員会に

提出いたします。 

○地区採択協議会は７月９日をもって，採択についての協議を終了し，その後各市町村組合教育委員会

は採択協議会の採択案を議決し，７月３０日までに採択決議を終了し，完了したいと考えております。

一部の教育委員会で採択案が議決されなかった場合は，後ほど説明させていただく「協議が調わなか

った場合の手順」に従いながら対応を進め，８月１４日までには議決書の提出をお願いいたします。 

以上のような日程で，設置ならびに運営をさせていただいてよろしいでしょうか。 

◆議長 

ただいま事務局よりご説明をいただきました「地区採択協議会設置及び運営方針（案）」について，

ご意見・ご質問はありますでしょうか。 

◆事務局 

 ここで確認しておきたい事項があります。本協議会の中で，協議の調わない場合の対応についてです。

この場合のルールを明確にしておく必要があると思いますが，このことについて事務局よりご説明をお

願いします。 

 複数の教科用図書の中から１者を採択するわけですから，協議会の意見がすべて一致するとは限りま

せん。その場合は，委員の意見を求め，慎重に話し合いを重ねることが重要かと考えます。十分な協議

の後に，種目ごとに採決をし，多数決で決定するというルールでいかがでしょうか。 

◆議長 

 採択協議会における選定のルールについて，ご質問はございませんか。 

ご賛同いだだけますならば拍手をお願いします。 

（拍手多数） 

 次に，採択協議会の採択案がいずれかの市町村・組合教育委員会において議決されず，不承認となっ

た場合については，どのような手順で対応がとられるのか事務局よりご説明願います。 
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◆事務局 

 採択地区においては種目ごとに同一の教科書を採択する定めがありますので，採択権者である市町

村・組合教育委員会の議決がすべて得られないと，教科書採択が完了しません。 

 したがって，いずれかの市町村・組合教育委員会から議決が得られなかった場合には，次のような手

順で対応いたします。資料の５ページをご覧ください。 

①７月９日の第２回可茂地区採択協議会の終了後 

②７月１０日以降に，各市町村組合教育委員会において採択案の議決をしていただきます。採択案を承

認いただけなかった市町村組合教育委員会は， 

③その理由等をとりまとめ，協議会会長へ所定の報告書を７月３０日までに提出していただきます。 

④報告書を受け取った後，会長等と該当種目の答申者が，調査研究内容について確認をします。 

⑤その後，会長もしくは，それに準ずる者が不承認の教育委員会を訪問し，第２回協議会の内容をご理

解いただくことができるよう丁寧に説明させていただきます。 

⑥これでご理解をいただけた場合には，再度議決をいただきます。 

⑦ここでも，さらに不承認となった場合には，地区採択協議会の委員に第３回地区採択協議会の開催を

連絡いたします。 

 

第３回地区採択協議会では，不承認となった市町村組合教育委員会がその理由等について報告し，再 

協議を行っていただきます。第３回協議会では，第２回採択協議会において調査研究委員から報告があ

った資料を用いることとします。 

協議では，報告のあった市町村組合教育委員会の不承認理由に焦点を当て，第２回協議会の選定につ

いて納得いただけるよう議論を尽くしていただきます。再協議後，再議決を行い，それでも調わない

場合には，多数決によって決定をし，この再議決をもって市町村組合教育委員会の議決とみなします。

これは，規約の第９条３項に示されていますので，ご確認ください。 

◆議長 

 ただいま，協議会の採択案について，いずれかの市町村組合教育委員会から議決が得られなかった場

合の対応についてご説明をいただきました。このことについてご質問はございませんか。 

 では，この手順によって，円滑に選定が進みますようご協力をお願いいたします。 

 ただいま事務局より説明をいただきましたルールにつきましては，協議会の総意に基づくものである

ことを踏まえ，教育長様方は各市町村組合教育委員会においても，ご確認いただきますようお願いいた

します。 

 仮に，第３回採択協議会を招集する場合，予定日をいつ頃にしたらよいでしょうか。事務局案がござ

いましたらご提案をお願いします。 

◆事務局 

 第２回地区採択協議会の終了後，各市町村組合教育委員会において採択案を十分協議いただき，議決

に図る必要があります。また，協議会が成立するためには，規約第９条にありますように半数以上の委

員の出席が必要となります。 

 ８月１４日がすべての市町村組合教育委員会から議決書を提出いただく最終期限であることや，可茂

地区の教育行事の予定を勘案して８月６日（木）の午後が適当ではないかと考えますがいかがでしょう

か。 

◆議長 
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 それでは，第３回採択協議会が持たれる場合の日程については，事務局案の８月６日（木）の午後の

予定とさせていただきます。ご都合が悪い場合は事務局までご連絡をいただきますようお願いいたしま

す。 

 ここまでの内容を踏まえまして，可茂地区採択協議会の設置および運営方針についてご承認いただけ

る場合は拍手をお願いします。 

（拍手多数） 

 ありがとうございました。事務局の提案通り承認されました。 

 続きまして，可茂地区教科書採択に関わる情報公開について，各市町村はどのように対応したらよい

か，事務局より説明願います。 

◆事務局 

 主たる情報公開の窓口は，事務局を担当する可児市教育委員会としていくことを考えています。９月

１日よりホームページ上で公開します。 

 市町村組合教育委員会に情報公開が求められた場合については，各市町村の情報公開条例に則って判

断することが原則となります。 

 各市町村組合教育委員会の教科書採択に関する議事録は，各市町村組合教育委員会にて整えていただ

きますようお願いいたします。なお，公開の在り方等については，後日連絡をさせていただきます。 

◆議長 

 ご質問，ご意見はございませんか。 

では，情報公開の主たる窓口は，可児市教育委員会とすることといたします。 

 続きまして，教科用図書の調査研究のための研究員について事務局より提案いただきます。 

◆事務局 

 規約第１１条に基づいて，本協議会に教科用図書の調査研究のための研究調査委員を置くことになり

ます。各市町村教育委員会から予めご推薦いただいた方を中心にして，資料６ページの「平成２７年度 

岐阜県教科用図書可茂地区採択研究調査委員名簿」のように協議の上，人選させていただきました。 

なお，答申者は管理職の皆様に，研究員には主幹教諭・教諭職より選考させていただいております。

名簿の通り，研究員を委嘱することを提案させていただきます。 

◆議長 

中学校教科用図書の調査研究のための研究員について提案をいただきました。ご質問，ご意見はござ

いませんか。 

では，ご提案のあった研究員についてご承認いただけましたら拍手をお願いいたします。 

（拍手多数） 

 ただいま，ご承認をいただきましたので，６月１０日の研究調査委員会におきまして正式に委嘱をさ

せていただきますので，ご承知おきください。 

 のべ３回にわたって開催されます研究調査委員会の報告は，第２回採択協議会において行われますの

で，よろしくお願いいたします。 

 なお，万一，ご都合等で答申者や研究員を辞退された場合は，補充しなければならない事態が生じる

可能性があります。その場合は，事務局が代案をつくり，採択協議会長のご了解をいただくことで，協

議会の承認をいただいたということにしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 ご承認いただけますならば，拍手をお願いします。 

（拍手多数） 
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ありがとうございました。 

 それでは次に採択協議会の予算についてご提案願います。 

◆事務局 

 本協議会の予算について提案させていただきます。資料の７ページをご覧ください。各市町村の負担

金については，総予算額の２分の１相当額を各市町村に均等割した均等分担金と，総予算額の２分の１

相当額を児童生徒数によって比例配分した比例配分分担金を合算した金額を各市町村にご負担いただ

いて予算を立てております。 

 各市町村の負担金額は A の均等分担金，Bの比例配分分担金を合算した金額を掲載しております。 

 協議会委員の皆様の旅費につきましては，第２回協議会にて今回分を含めてお支払いをさせていただ

く予定です。 

 なお，この予算書は地区教育長会にて承認いただいておりますことを申し添えます。 

◆議長 

 ご質問，ご意見はございませんか。 

皆様の拍手をもって承認に代えさせていただきます。 

（拍手多数）ありがとうございました。 

 ただいま予算書の承認をいただきましたので，近日中に各市町村分担金についてご依頼をさせていた

だきますので，ご対応いただきますようお願いいたします。 

 また，第２回協議会におきまして，皆様の旅費をお支払いしますので，ご出席の折には，印鑑をご持

参くださいますようお願いいたします。 

 

 次に，事務局より「教科書採択における公正確保の徹底と守秘義務」についてご説明いただきます。 

◆事務局 

 本協議会委員の教科書採択業務に関わって２点お願いを申しあげます。 

①１点目は「教科書採択の公正確保の徹底」についてです。資料の８ページをご覧ください。 

 ・禁止事項になっているにもかかわらず，教科書見本が自宅に届けられたり，教科書会社関係者が自

宅を訪問したりすることがあるやも知れません。教科書採択関係者及び教職員への教科書見本の献

本は一切禁止されておりますし，要求してもいけません。万一，自宅等に送付されてきた場合は，

ただちに所属長または事務局に報告するとともに，着払いで返送いただきますようお願いいたしま

す。 

 ・教科書発行者やその関係者が委員宅への訪問があった場合についても，玄関先で接触が禁止されて

いることを明確にお示しいただき，お帰りいただいてください。 

 ・また，教科書発行者が教科書の使用者及び採択に関する者に対して，採択を勧誘・依頼するために

金銭，物品，催し物への招待等を提供することは禁止されており，申し出ることもしてはいけませ

ん。 

②２点目は「教科書採択に関わる守秘義務」についてです。本協議会において知り得たことは，ご家族 

も含め一切公表しないでください。協議会が設置されている８月３１日まで厳守をお願いいたします。 

以上，「教科書採択における公正確保の徹底と守秘義務」についてご理解とご協力をよろしくお願い 

いたします。 

◆議長 

ただいま，事務局より「教科書採択における公正確保の徹底と守秘義務」についてご説明をいただき 
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ましたが，このことについてご質問はございませんか。 

 それでは，最後の確認事項になります。事務局より教科書展示会についてのご説明をお願いします。 

◆事務局 

 最後に教科書展示会についてお願いします。資料９ページをご覧ください。 

平成２７年度における教科書展示については，平成２７年３月２日付け文部科学省告示第３３号により，

６月１９日から１４日間と定められております。 

 可茂地区におきましては，可茂教育事務所，みのかも文化の森，可児市教育研究所，美濃白川楽集館，

中山道みたけ館において展示会が開催されます。 

 教育長様方におかれましては，より多くの方々のご意見がいただけますよう，市町村の広報誌やホー

ムページ，また各小中学校の学校だより等を通して，お知らせいただきますようご協力をお願い申し上

げます。 

◆議長 

教科書展示会についてお知らせと広報の協力依頼について説明いただきました。ご質問等はございま

せんか。 

 それでは，長時間にわたって協議をいただき誠にありがとうございました。委員の皆様におかれまし

ては，特に公正確保と守秘義務についてご留意をいただき，可茂地区の子どもたちのためにご尽力を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 地区採択協議会は８月３１日をもって終了しますので，採択協議会に関する情報公開は９月１日以降

となります。 

 市町村組合教育委員会にて行われる協議については，それぞれの教育委員会で記録を残していただき

ますようお願いいたします。 

 次回，第２回地区採択協議会は，７月９日（木）９：３０～１７：００，ここ可児市総合会館分室に

て開催する予定です。 

 最後になりますが，本会場に平成２８年度検定済み中学校教科用図書の見本本を準備しております。

お時間が許す限り，手にとってご覧いただきますようお願いいたします。 

 これをもちまして，平成２７年度 第１回岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会を閉会いたします。 

◆事務局 

 それでは，最後に閉会のご挨拶を，可茂地区採択協議会会長よりご挨拶いただきます。 

◆可茂地区採択協議会会長 

 可茂地区採択協議会を終了いたしました。これから可茂地区の子どもたちの学習の根幹となる教科用

図書の選定をしていくという作業に入っていく皆さんのご協力をお願いしながら終了したいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

◆事務局 

 長時間にわたり，ご協議をいただき，誠にありがとうございました。先ほど，議長様よりお話があり

ましたように後ろの方に教科書展示がされていますので，ぜひ，この機会にお時間が許す限りで結構で

すので，ぜひ，ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は，ご多様の中，誠に

ありがとうございました。 


