
採択区 採択日 採択教科書 傍聴 調査研究報告　・　選定答申 備考 請願書・要望書

美里町（宮城） 7月6日 東京書籍 なし

8.1に7.6臨時会会議録HPに公表
「町内小学校の採択希望」「展示会アンケート結果」
も公表

答申は当日の資料として公開。
教科書採択事務・日程教科用図
書採択審議会委員名及び調査
委員名
・採択審議会会議録（第１回・第
２回）　　・調査・研究報告書　　・
採択審議会答申　　・採択結果
及び採択理由　→　採択後、ＨＰ
で公開予定

大田原市（栃木） 7月12日 日本文教 ○7名

7.19　採択結果と理由をHPで公開
7.25　教育委員会会議録調整　公
開

西宮市（兵庫） 7月19日 光村図書

鎌倉市（神奈川） 7月19日 光村図書 ○

能勢町（大阪） 7月19日 日本文教 ○

農勢町（大阪） 7月19日 日本文教 ○

名古屋市（愛知） 7月20日 教育出版 ○20名

44名が傍聴券整理券を求めたた
め、10名定員を増やすように要請し
20名に増えた。

事前に教育出版不採
択要望書提出

島本町（大阪） 7月20日 光文書院 ○10名

配布資料：①選定委員会の意見具申（選定教科用
図書として３社、その他の５社、それぞれ意見を書か
れたもの）　②市民意見、団体等からの要望書

7.26　HPで採択結果発表

下野市（栃木） 7月20日 学研みらい ○10数名 傍聴人には採択のための配布資料なし

柏原市（大阪） 7月20日 東京書籍 ○10名

綾瀬市（神奈川） 7月20日 学研みらい ○

海老名市（神奈川） 7月21日 光村図書 ○

小田原市（神奈川） 7月21日 学研みらい

ふじみ野市（埼玉） 7月21日 東京書籍 ○10名
8.7にHPで第1,２回の第⒑採択地区の採択協議会議
事録や資料、第３回（7.21）の議事録、「専門員調査
報告」「保護者等の意見感想」公表

田尻町（大阪） 7月21日 光村図書 ○10名

相模原市（神奈川） 7月21日 東京書籍 ○

豊能町（大阪） 7月24日 日本文教 ○10名
HPに採択結果発表

小金井市（東京） 7月25日 東京書籍 ○

茨木市（大阪） 7月26日 光村図書 ○

四条畷市（大阪） 7月26日 日本文教 ○

河内長野市（大阪）　 7月26日 日本文教 ○

泉南市（大阪） 7月26日 ○ ９月１日に公表

大和市（神奈川） 7月27日 光村図書 ○

平塚市（神奈川） 7月27日 日本文教 ○

富田林市（大阪） 7月27日 日本文教 ○

吹田市（大阪） 7月27日 学研みらい ○45人くらい 市民アンケートの意見56件の資料

守口市（大阪） 7月27日 東京書籍 ○

門真市（大阪） 7月27日 東京書籍 ○

交野市（大阪） 7月27日 光村図書 ○

大阪狭山市（大阪） 7月27日 学研みらい ○

岸和田市（大阪） 7月27日 日本文教 ○

長浜市（滋賀） 7月27日 日本文教 ○ 採択会議公開請求

米原市（滋賀） 7月27日 日本文教 ○ 採択会議公開請求

綾瀬市（神奈川） 7月20日 学研みらい ○

海老名市（神奈川） 7月21日 光村図書 ○

座間市（神奈川） 7月26日 光文書院 ○

道徳教科書採択情報



大和市（神奈川） 7月27日 光村図書 ○

平塚市（神奈川） 7月27日 日本文教 ○

古賀市など（第２採択地区福

岡）
7月31日 教育出版

足柄上採択地区（神奈川） 東京書籍

足柄下採択地区（神奈川） 教育出版 「採択方針」『日程」「委員名簿」、7.21採択協議会議
事録、委員名簿などHPで公開

２回目の投票で教育出版が過半数
の８票を得る

糸島市（福岡） 光文書院 8.1　採択結果HPに公表

吉川市・三郷市（埼玉） 8月1日 学研みらい
8.4　吉川市教委　HPで「研究調査報告書」「採択協
議会議事録」（7.31）など公表

武蔵野市（東京） 8月2日 東京書籍

横浜市（神奈川） 8月2日 学校図書
○20抽選、希望者
211人

8.2　採択結果を記者発表
チラシまき

藤沢市（神奈川） 8月2日 光村図書
○100抽選、他は
音声、希望者181

7.12審議委員会開催（傍聴可）　翌日資料（議委員
会の議事録も、学校から上がる調査書、市民の意
見、調査員の氏名）公開

3日間、地元紙の「神奈川新聞」

が連載で道徳の教科化を取り上

げる

八尾市（大阪） 8月2日 東京書籍 ○

摂津市（大阪） 8月3日 光文書院 ○

豊中市（大阪） 8月3日 日本文教 ○

北九州市（福岡） 8月3日 日本文教 ○
7.28　学校図書不採択
の要望書提出

京都市（京都） 8月3日 日本文教 ○ 8.4　HPに採択関係資料を公開（会議録以外）

渋谷区（東京） 8月3日 東京書籍 ○

東村山市（東京） 8月3日 光文書院 ○ 8.4　HPに採択結果公開

札幌（北海道） 光村図書
8.4　HPに「調査研究の基本方針」「選定委員名簿」
「採択結果」など公表

新宿区（東京） 8月4日 日本文教 ○

練馬区（東京） 8月4日 光村図書 ○

八潮市（埼玉） 8月4日 学研みらい

鹿児島市（鹿児島） 日本文教

岡山市（岡山） 日本文教 ○

大田区（東京） 8月4日 東京書籍
○90抽選、希望
143名

堺市（大阪） 8月7日 光村図書 ○

東大阪市（大阪） 8月7日 東京書籍 ○ ビラまき行動 6.7と7.5と8.2要望書提出

池田市（大阪） 8月7日 学研みらい ○

市原市（千葉） 8月7日 日本文教 ○

熊本市（熊本） 8月7日 日本文教 ○

桜井市（奈良） 8月7日 学研みらい

生駒市（奈良） 8月7日 光文書院

橿原市（奈良） 8月8日 光文書院

泉佐野市（大阪） 8月8日 東京書籍 ○

調布市（東京） 8月8日 光村図書 ○

狛江市（東京） 8月8日 東京書籍 ○

松山市（愛媛） 8月8日 教育出版 ○ 　 7.19　要望書提出

浜松市（静岡） 教育出版

那覇地区（沖縄） 教育出版
8月9日付け「琉球新報」「沖縄タイ
ムス」報道　10日までに5市町教委
採択承認

中頭、宮古地区（沖縄） 日本文教

国頭地区（沖縄） 光文書院

大阪市（大阪） 8月9日 日本文教 ○50→74名

杉並区（東京） 8月9日 東京書籍
○20名。抽選他は
音声

奈良市（奈良） 8月9日 光村図書

大和高田市（奈良） 8月9日 日本文教 採択結果、HPに公表

船橋市（千葉） 8月9日 東京書籍 ○ 配布資料なし

和泉市（大阪） 8月10日 日本文教 ○

大津市（滋賀） 8月10日 日本文教 ○18（63名抽選）名
5.23徳教科書の採択に
関する請願書
7.6審議　不採択

足立区（東京） 8月10日 学研みらい ○

中央区（東京） 8月10日 東京書籍 ○10名（抽選24名）



荒川区（東京） 8月10日 光村図書 ○ 8.10　HPに採択結果公表

さいたま市（埼玉） 8月10日 教育出版
選定委員会と各学校の調査研究委員会の選定図書
結果を　全く考慮せず、無視した審議、決定

7.18各教委に請願書送付（64通）

深谷市・寄居町（埼玉） 教育出版

第3、7、8、9、11、18、22

（埼玉）
学研みらい

第10,12（埼玉） 東京書籍

新居浜市（愛媛） 8月10日 東京書籍 ○15名
教育出版採択反対請
願は不採択

福岡市（福岡）
8月9日、
8月21日

学研みらい ○
8.1要望書提出

府中市（東京） 8月17日 日本文教 ○46名

小平市（東京） 8月17日 光村図書 ○ 8.18　「採択方針」「採択要領」「採択までの流れ」HPに

高槻市（大阪） 8月18日 学校図書 ○

6.28　「調査報告書」「学校意見書」「調査員による作
成資料」（第2回選定委員会）開示
7.13　第３回選定委員会の文書（答申案）公開
7.18　選定答申　開示
7.25 教科書展示会に寄せられた市民団体の意見、
教科書展示会での市民の意見が情報開示

・採択時に於ける『教育委員会
会議に向けた資料』一式　・教
育委員会協議会の記事録（教育
委員の教科書学習会の記録）を
採択後に情報公開請求

6.22要望書提出×
7.3要望書提出

竹富町（沖縄） 8月18日 日本文教

武蔵村山市（東京） 8月18日 教育出版 ○48名　音声31

福岡市（福岡） 8月22日 学研みらい 無記名投票

箕面市（大阪） 8月22日 日本文教 ○

第７採択地区（奈良） 8月22日 日本文教

第16採択地区（奈良） 8月22日 東京書籍

向日市（京都） 8月22日 日本文教

江戸川区（東京） 教育出版 ○

第1採択地区（福岡） 日本文教

第3採択地区（福岡） 東京書籍

第3採択地区（滋賀） 8月24日 日本文教 ○

四国中央市（愛媛） 8月24日 東京書籍 ○12名
8.17　教育出版不採択の申し入れ

西条市（愛媛） 8月24日 東京書籍 ○19名
請願は不採択


