
第３号議案 
 
 

平成３１年度使用教科用図書の採択に関する件 
 
 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条

第６号、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１

８２号）第１１条第１項及び兵庫県教育委員会事務決裁規則第４条第５号の規定によ

り、平成３１年度使用教科用図書の採択に関する基本方針について、兵庫県教科用図

書選定審議会の答申を踏まえ、別紙のとおり決定する。 
 
 
 

。 ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号） 

（改正平成 29年 5月 17 日法律 29号） 

 第２１条（教育委員会の職務権限） 
   教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理

し、及び執行する。 
 六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 
○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38 年法律第 182 号） 

（改正平成 27年 6月 24 日法律第 46 号） 

 第１０条（都道府県の教育委員会の任務） 
  都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書

の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関

し、計画し及び実施するとともに、市町村の教育委員会及び義務教育諸学校の校長の行う採

択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。 
第１１条（教科用図書選定審議会） 

  都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、

あらかじめ教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）の意見をきかなければな

らない。 
○ 兵庫県教育委員会事務決裁規則（昭和 53年規則第 2号） 

 第４条（委員会議決事務） 
委員会は、次に掲げる事務について、会議による議決により決裁するものとする。 

  五 教科用図書の採択に関する基本方針の決定 
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平成３１年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択に関する基本方針（案） 

 
義務教育諸学校用教科用図書の採択については、教育基本法、学校教育法、学習指導要領の趣旨に即

しつつ、ひょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画）を踏まえ、採択権者が採択を決定する。 

 

１ 平成３１年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択について 

 

  採択権者は、責任をもって採択する体制を整え、採択権者の権限と責任において公正かつ適正な採

択を行うこと。 

 

 (1) 公立小・中学校・義務教育学校（市立特別支援学校の小・中学部を含む。）使用教科用図書の採択 

  〔単独採択地区〕 

ア 平成２９年３月１４日（第３号）告示の兵庫県教科用図書採択地区ごとに、｢○○採択地区選

定委員会｣（以下「選定委員会」という。）を組織する。但し、教育委員会議において、綿密な

調査研究を踏まえた十分な審議が行われ、採択手続が明確に示される場合は、選定委員会を教育

委員会議と兼ねることができる。 

    イ 選定委員会の委員は、より幅広く意見を求める観点から、校長、教員、保護者、学識経験者を

加えること。 

  ウ 選定委員会は、指導主事、小・中学校等の校長・教員からなる調査員を置き、各校種、各種目、

各学年に関する教科書の調査研究を十分に行う。 

 〔共同採択地区〕 

  ア 平成２９年３月１４日（第３号）告示の兵庫県教科用図書採択地区ごとに、当該採択地区内の

市町組合教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町組合の小学校及び中学校

において使用する教科用図書の採択について協議を行うための｢○○採択地区協議会｣（以下「協

議会」という。）を組織する。 

    イ 協議会の委員は、より幅広く意見を求める観点から、教育長、校長、教員、保護者、学識経験

者を加えること。 

  ウ 協議会は、指導主事、小・中学校の校長・教員からなる調査員を置き、各校種、各種目、各学

年に関する教科書の調査研究を十分に行う。 

    エ 当該採択地区内の市町組合教育委員会は、協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同

一の教科用図書を採択すること。 

 (2) 県立学校使用教科用図書の選定 

  ア 県立学校においては、「兵庫県立○○学校教科用図書選定委員会」を学校単位に設置する。 

  イ 県立特別支援学校において、同一障害校種で「兵庫県○○学校教科用図書共同選定委員会」（以

下「共同選定委員会」という。）を組織することができる。 

  ウ 県立学校長又は共同選定委員会の代表者は、校長、教員、保護者、学識経験者の中から平成３

０年度兵庫県立○○学校教科用図書選定委員を委嘱又は任命し、県教育長に届け出る。 

(3) 国・私立学校使用教科用図書の採択 

  ア 前項「県立学校使用教科用図書の選定」に準ずる。 

   ただし、私立学校は(2)のウの「選定委員」に理事を加えることができる。 

   また、組織は、県教育委員会への報告で完了するものとする。 

    イ 教科書研究を十分行い、学校長が責任をもって採択する体制を整えること。 
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 (4) 仕組み 

   〔単独採択地区〕               〔共同採択地区〕 

市 町 教 育 委 員 会  市 町 組 合 教 育 委 員 会 

↑   ↑ 

（選定委員会） 

 ↑ 

（調査員） 

 採 択 地 区 協 議 会 

  ↑          

（調査員） 

 

 (5) 調査員等の選任 

   教科書採択に直接の利害関係を有する者を選任することは不適当であること。また、教科書採択

に直接の利害関係を有しないまでも、教科書発行者から個別に協力ないしは意見聴取の依頼を受け、

著作・編集活動に一定の関与を行うなど、特定の教科書発行者と関係を有する者を調査員等として

選任することは適当ではないこと。 

 

２ 平成３１年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について 

 

 (1) 検定済教科書等の採択の基本方針 

      教科書採択にあたっては、いかなる疑念の目も向けられることのないよう、公正性・透明性の

確保を徹底し、それぞれの採択権者が責任をもって採択すること。 

ア 小学校用教科書 

「特別の教科 道徳」以外の教科書について新たに採択を行うこと。 

なお、「特別の教科 道徳」以外の教科については、平成２９年度検定において新たな図書の申

請がなかったため、前回の平成２５年度検定合格図書の中から、採択を行うこと。 

    イ 中学校用教科書 

新たに「特別の教科 道徳」の教科書の採択を行うこととなるが、「特別の教科 道徳」以外 

の教科については、平成３０年度使用義務教育諸学校用教科用図書と同一の教科書を採択しなけ

ればならないこと。 

ただし、学校教育施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５０条第２項の規定により、「特 

別の教科 道徳」に代えて宗教を教育課程に編成する私立の中学校については、「特別の教科 道

徳」の教科書の採択を行う必要はないこと。 

ウ 特別支援学校及び特別支援学級の教科用図書 

      採択にあたっては、文部科学省検定済教科書（下学年用等）、文部科学省著作教科書を使用す

る方向で検討し、児童生徒の実態に応じて学校教育法附則第９条の規定による「一般図書（特別

支援学校・学級用）」（以下「一般図書」という。）を採択すること。 

① 小学部用 

「特別の教科 道徳」以外の教科書について新たに採択を行うこととなるが、学校教育法附則

第９条の規定により、教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き、特別支援学校用（小・中

学部）教科書目録（平成３１年度使用）に登載されている教科書のうちから採択しなければなら

ないこと。 

② 中学部用 

    新たに「特別の教科 道徳」の教科書の採択を行うこととなるが、それ以外の教科書については、

学校教育法附則第９条の規定により、教科書以外の教科用図書を使用する場合を除き、平成２９

年度と同一の教科書を採択しなければならないこと。 

  エ 前年度と同一の教科書を採択するにあたっても義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律に定める手続きが必要であるので留意すること。 

 

（採択） 
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  (2) 一般図書の採択の基本方針 

    ア 一般図書については毎年度異なる図書を採択することができるが、原則として、文部科学省発

行の「平成３１年度用一般図書一覧」に掲載されている図書から採択すること。 

    イ 一般図書については、児童生徒の障害の程度が多様であり、教育課程も特別であるので、採択

にあたっては、県教育委員会発行の平成３１年度使用「調査研究資料」を参考の上、それぞれ十

分な調査研究を行い、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を採択すること。 

  ウ 知的障害児の教育における「生活」の教科については、必ずしも１種目の教科用図書に限定す

ることなく、「生活」の教科の内容により、必要に応じ、教科の主たる教材として適切な教科用

図書を定められた範囲において採択することができること。 

  (3) 採択結果及び理由等の公表   

      採択権者は、教科書の採択結果及び理由等採択に関する情報の積極的な公表に取り組み、採択に

関する説明責任を果たすこと。  

 

３ 教科用図書の採択の公正確保について 

 

(1)教科書見本の取扱いについて 

（採択期間） 

ア 教科書発行者から各教育委員会に送付することができる上限を超えた、教科書見本又は、採択

関係者に対する献本若しくは貸与は認められていないことから、採択関係者から教科書発行者に

対して教科書見本の献本又は貸与を求めることのないようにすること。 

イ 教科書発行者による教科書見本の送付は、教科書採択の勧誘を目的としたものであるとの認識

に立った上で、教科書発行者と健全かつ適切な関係を保つこと。また、教科書見本の送付は、教

科書発行者の判断に委ねられるものであることに留意し、無理な送付を求めることがないように

すること。 

ウ 平成２８年度以前に検定を経た教科書の見本についても、採択権者から教科書発行者に送付を

求めることは許容しているが、その趣旨は、教科書採択に当たっての調査研究等の用に供するた

めであることに留意し、当該年度あるいは次年度以降の授業等の用に供することを目的として教

科書発行者に送付を求めることのないよう注意すること。 

エ 共同採択地区においては、教科書見本の部数が過多となった場合に、教科書発行者に教科書見

本の引取りを求めることは差し支えないが、特定の教科書発行者の教科書見本のみ引取りを求め

ることは適切ではないこと。 

オ 教科書見本と併せて又は個別に、内容解説資料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料

を受け取ることは差し支えないが、その際には資料の名称を問わず、教科書発行者からの不当な

利益供与が禁止されていることに注意すること。 

（採択期間終了後） 

カ 採択期間終了後に、教育委員会がその所管する学校数を上限とし、採択した教科書見本の

献本について、教科書発行者に任意の協力を求めることは差し支えない。また、採択期間に

おいて、明示的であると否とを問わず、教科書発行者に対して採択期間終了後に教科書見本

を献本するよう求める行為又は教科書見本の献本と教科書採択を関連づける行為（それとの

疑念を生じさせる行為を含む）は厳に慎むこと。 

  (2) 過当な宣伝行為等への対処について 

ア 教科書の採択は、採択権者の判断と責任において公正に行われる必要があり、外部からの不当

な影響により採択結果が左右されることのないよう、採択権者は、学校とも情報共有をはじめ密

に連携した上で、事前に適切な対応がなされなければならないこと。 

  イ 採択関係者、校長、教員は、文部科学省の指導や教科書発行者が定める「教科書発行者行動規

範」等に違反する行為について、教科書発行者に対して求めることのないようにすること。また、

教科書発行者から申出があった場合にも、その申出を明確に断ること。 
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  ウ 宣伝行為等の過熱を防止するため、採択期間においては、教科書発行者が、新たに採択される

教科書に関する説明会、教科書に関する講習会又は研修会等の主催や開催の関与を行うことが禁

止されているため、採択関係者、校長、教員は、その趣旨を理解した上で、適切に対応すること。 

  エ 県教育委員会は、採択事務説明会などにより公正な採択を行うよう指導するとともに、発行者

の宣伝行為の実情を把握する。また、仮に採択事務に支障を来すような事態が生じた場合や不当

な働きかけがあった場合には、警察等の関係機関とも連携を図りながら、毅然とした対応を取る

こと。 

 (3) 検定申請本の取扱いについて 

検定申請本は行政処分の対象であり、教科書発行者が教科書採択を勧誘するための宣伝活動

（それと実質的に同視され得る活動を含む。）に使用することは一切認められていないため、

その旨を調査員等の採択に関わる教員等だけでなく、全ての採択権者、校長、教員が知ってお

くこと。 

 (4) 教科書発行者との関係について 

  ア 質の高い教科書の実現のためには、日々の授業実践を通じて得られた教員等の意見が反

映されることは、大きな意義を有するものであるが、仮に教科書発行者と教員等の認識が

教科書の著作・編集活動の一環であったとしても、一般の国民ないし地域住民からみれば、

教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる行為とも受け止められかねないことから、

教科書発行者と健全かつ適切な関係を保つこと。 

  イ 教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教員等の関与若しくは荷担の内容・程度に

よっては、地方公務員法第32条、第33条又は、第38条の規定に違反することにもなり得る

ことに留意すること。 

 

４ 教科用図書の採択に係るその他の事項について 

 

(1) 教科書展示会場は、一般県民も閲覧することから可能な限り県民が参会しやすい施設とすること。 

 (2) 共同採択地区においては、関係市町組合教育委員会と関係教育事務所とにより「採択地区適正規

模化検討委員会」を設置し、採択地区がより適切なものとなるよう努めること。県教育委員会は、

「採択地区適正規模化検討委員会」の意見を踏まえ、採択地区の適正規模化を進めること。 

- 5 -



 

 

平成 31 年度使用県立高等学校、県立中等教育学校後期課程及び県立特別 

支援学校高等部用教科用図書の採択に関する基本方針 

 

 県立高等学校、県立中等教育学校後期課程及び県立特別支援学校高等部（以下「県

立高等学校等」という。）の教科用図書の採択については、教育基本法、学校教育

法、高等学校学習指導要領の趣旨に即しつつ、ひょうご教育創造プラン（兵庫県教

育基本計画）を踏まえ、県教育委員会が採択を決定する。 

 

１ 採択する教科書 

県教育委員会は、高等学校用教科書目録（平成 31 年度使用）に登載されている教

科書のうちから、県立高等学校等で使用するものを採択する。 

 

２ 準教科書の使用 

県立高等学校等においては、学校教育法附則第９条の規定により、特別な教育課程

による場合において、検定済教科書及び文部科学省著作教科書のない場合は、他の適

切な教科用図書（以下「準教科書」という。）を使用することができる。 

 

３ 採択手続き等 

 (1) 県立高等学校等の長は、この基本方針に基づき自校で使用する教科用図書の選

定方針を定め、教科書目録（平成 31 年度使用）に登載されている教科書のうちか

ら自校の教育課程に最も適切な教科書を選定し、その選定方針を添えて、県教育

委員会に申請するものとする。 

      県教育委員会は、この申請を受け採択を決定する。 

 (2) 県立高等学校等の長は、準教科書を使用する場合には、事前に県教育委員会に

届け出るものとする。 

 

４ 採択結果及び理由等の公表 

  県立高等学校等の長は、採択の決定後、採択結果及び理由等の積極的な公表に努め、

採択に関する説明責任を果たすこと。 

 

５ 選定についての留意点 

 (1) 県立高等学校等の長は、平成 31 年度使用教科用図書の選定並びに採択に関する

組織である「県立○○学校教科用図書選定委員会」（以下「選定委員会」という。）

の審議を経て、自校の教育課程に最も適切な教科用図書を公正に選定する。なお、

教科書選定にあたっては、いかなる疑念の目も向けられることのないよう、公正

性・透明性の確保を徹底すること。 

 (2) 選定委員会を組織するにあたって校長は、校長、教頭、教諭（主幹教諭含む）、

学校評議員、保護者、学識経験者の中から選定委員を委嘱又は任命し、県教育長

に届け出るものとする。その際、教科書の開かれた採択の観点から、学校評議員、

保護者、学識経験者を少なくとも１名は含めるものとする。 

 (3) 県立高等学校等の長は、選定した教科用図書については、採択後に設置学科の

変更等の特別な理由がない限り、採択後の取り消しや変更を行うことはできない。 
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平成２９年度と平成３０年度（案）の対照表 

※変更箇所はゴシック体で表記 

平成２９年度 平成３０年度（案） 

前文（略） （略） 

１  平成３０年度使用義務教育諸学校用教科

用図書の採択について 

１ 平成３１年度使用義務教育諸学校用教科

用図書の採択について 

(略) (略) 

(1) 公立小・中学校・義務教育学校（市立特別

支援学校の小・中学部を含む。）使用教科用

図書の採択 

(1) 公立小・中学校・義務教育学校（市立特別

支援学校の小・中学部を含む。）使用教科用

図書の採択 

〔単独採択地区〕 

ア 平成２９年３月１４日（第３号）告示の

兵庫県教科用図書採択地区ごとに、｢○○

採択地区選定委員会｣（以下「選定委員会」

という。）を組織する。 

〔単独採択地区〕 

 ア 平成２９年３月１４日（第３号）告示

の兵庫県教科用図書採択地区ごとに、

｢○○採択地区選定委員会｣（以下「選定

委員会」という。）を組織する。但し、

教育委員会議において、綿密な調査研究

を踏まえた十分な審議が行われ、採択手

続が明確に示される場合は、選定委員会

を教育委員会議と兼ねることができる。 

(略) (略) 

〔共同採択地区〕 〔共同採択地区〕 

 

(略) (略) 

(2) 県立学校使用教科用図書の選定 (2) 県立学校使用教科用図書の選定 

ア（略） ア（略） 

 イ（略）   イ（略） 

ウ 県立学校長又は共同選定委員会の代表

者は、校長、教員、保護者、学識経験者の中か

ら平成２９年度兵庫県立○○学校教科用図書

選定委員を委嘱又は任命し、県教育長に届け出

る。 

ウ 県立学校長又は共同選定委員会の代

表者は、校長、教員、保護者、学識経験

者の中から平成３０年度兵庫県立○○

学校教科用図書選定委員を委嘱又は任

命し、県教育長に届け出る。 

(3) 国・私立学校使用教科用図書の採択 (3) 国・私立学校使用教科用図書の採択 

(略)  (略) 

(4) 仕組み (4) 仕組み 

（略） （略） 
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(5) 調査員等の選任 (5) 調査員等の選任 

（略） （略） 

２ 平成３０年度使用義務教育諸学校用教科

用図書の採択方針について 

２ 平成３１年度使用義務教育諸学校用教科

用図書の採択方針について 

(1) 検定済教科書等の採択の基本方針 (1) 検定済教科書等の採択の基本方針 

（略） （略） 

ア 小学校用教科書 

「特別の教科 道徳」の教科書の採択を

行うこと。ただし、学校教育施行規則（昭

和２２年文部省令第１１号）第５０条第２

項の規定により、「特別の教科 道徳」に

代えて宗教を教育課程に編成する私立の

小学校については、「特別の教科 道徳」

の教科書の採択を行う必要はないこと。ま

た、「特別の教科 道徳」以外の教科につ

いては、平成２９年度使用義務教育諸学校

用教科用図書と同一の教科書を採択しな

ければならないこと。 

ア 小学校用教科書 

「特別の教科 道徳」以外の教科書につい

て新たに採択を行うこと。 

なお、「特別の教科 道徳」以外の教科に

ついては、平成２９年度検定において新たな

図書の申請がなかったため、前回の平成２５

年度検定合格図書の中から、採択を行うこ

と。 

イ  中学校用教科書 

平成２９年度使用義務教育諸学校用教科

用図書と同一の教科書を採択しなければ

ならないこと。 

 

 

 

 

イ 中学校用教科書 

新たに「特別の教科 道徳」の教科書の採

択を行うこととなるが、「特別の教科 道

徳」以外の教科については、平成３０年度使

用義務教育諸学校用教科用図書と同一の教

科書を採択しなければならないこと。 

ただし、学校教育施行規則（昭和２２年文

部省令第１１号）第５０条第２項の規定によ

り、「特別の教科 道徳」に代えて宗教を教

育課程に編成する私立の中学校については、

「特別の教科 道徳」の教科書の採択を行う

必要はないこと。 

ウ 特別支援学校及び特別支援学級の教科

用図書 

(略) 

① 小学部用 

   一般図書を除き、平成２９年度使用義務 

教育諸学校用教科用図書と同一の教科書を 

採択しなければならないこと。なお、視覚 

ウ 特別支援学校及び特別支援学級の教科

用図書 

(略) 

① 小学部用 

「特別の教科 道徳」以外の教科書につ

いて新たに採択を行うこととなるが、学校

教育法附則第９条の規定により、教科書以
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障害者用に、文部科学省著作教科書として 

新たに制作予定である「特別の教科 道徳」 

の点字教科書についても採択することが可

能であること。 

② 中学部用 

一般図書を除き、平成２９年度使用義務

教育諸学校用教科用図書と同一の教科書を

採択しなければならないこと。 

外の教科用図書を使用する場合を除き、特

別支援学校用（小・中学部）教科書目録（平

成３１年度使用）に登載されている教科書

のうちから平成３１年度に使用する教科書

を採択しなければならないこと。 

② 中学部用 

    新たに「特別の教科 道徳」の教科書の

採択を行うこととなるが、それ以外の教科

書については、学校教育法附則第９条の規

定により、教科書以外の教科用図書を使用

する場合を除き、平成２９年度と同一の教

科書を採択しなければならないこと。 

エ（略） エ（略） 

(2) 一般図書の採択の基本方針 

ア 一般図書については毎年度異なる図書

を採択することができるが、原則として、

文部科学省発行の「平成３０年度用一般図

書一覧」に掲載されている図書から採択す

ること。 

(2) 一般図書の採択の基本方針 

 ア 一般図書については毎年度異なる図を 

採択することができるが、原則として文部

科学省発行の「平成３１年度用一般図書一

覧」に掲載されている図書から採択するこ

と。 

イ 一般図書については、児童生徒の障害の

程度が多様であり、教育課程も特別である

ので、採択にあたっては、県教育委員会発

行の平成３０年度使用「調査研究資料」を

参考の上、それぞれ十分な調査研究を行

い、教科の主たる教材として教育目標の達

成上適切な図書を採択すること。 

イ 一般図書については、児童生徒の障害の

程度が多様であり、教育課程も特別である

ので、採択にあたっては、県教育委員会発

行の平成３１年度使用「調査研究資料」を

参考の上、それぞれ十分な調査研究を行

い、教科の主たる教材として教育目標の達

成上適切な図書を採択すること。 

ウ（略） ウ(略) 

(3) 採択結果及び理由等の公表 

(略) 

(3) 採択結果及び理由等の公表   

(略) 

３ 教科用図書の採択の公正確保について ３ 教科用図書の採択の公正確保について 

（記述なし） (1)教科書見本の取扱いについて 

（採択期間） 

ア 教科書発行者から各教育委員会に送付

することができる上限を超えた、教科書見

本又は、採択関係者に対する献本若しくは

貸与は認められていないことから、採択関

係者から教科書発行者に対して教科書見本

の献本又は貸与を求めることのないように
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すること。 

イ 教科書発行者による教科書見本の送付

は、教科書採択の勧誘を目的としたもので

あるとの認識に立った上で、教科書発行者

と健全かつ適切な関係を保つこと。また、

教科書見本の送付は、教科書発行者の判断

に委ねられるものであることに留意し、無

理な送付を求めることがないようにするこ

と。 

ウ 平成２８年度以前に検定を経た教科書

の見本についても、採択権者から教科書発

行者に送付を求めることは許容している

が、その趣旨は、教科書採択に当たっての

調査研究等の用に供するためであることに

留意し、当該年度あるいは次年度以降の授

業等の用に供することを目的として教科書

発行者に送付を求めることのないよう注意

すること。 

エ 共同採択地区においては、教科書見本の

部数が過多となった場合に、教科書発行者

に教科書見本の引取りを求めることは差し

支えないが、特定の教科書発行者の教科書

見本のみ引取りを求めることは適切ではな

いこと。 

オ 教科書見本と併せて又は個別に、内容解

説資料その他教科書発行者が広く無償で配

布する資料を受け取ることは差し支えない

が、その際には資料の名称を問わず、教科

書発行者からの不当な利益供与が禁止され

ていることに注意すること。 

（採択期間終了後） 

カ 採択期間終了後に、教育委員会がその所

管する学校数を上限とし、採択した教科書

見本の献本について、教科書発行者に任意

の協力を求めることは差し支えない。また、

採択期間において、明示的であると否とを

問わず、教科書発行者に対して採択期間終

了後に教科書見本を献本するよう求める行

為又は教科書見本の献本と教科書採択を関
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連づける行為（それとの疑念を生じさせる

行為を含む）は厳に慎むこと。 

(1) 過当な宣伝行為等への対処について (２) 過当な宣伝行為等への対処について 

（略） （略） 

イ 採択関係者、校長、教員は、教科書発行

者が定める「教科書発行者行動規範」等に

違反する行為について、教科書発行者に対

して求めることのないようにすること。ま

た、教科書発行者から申出があった場合に

も、その申出を明確に断ること。 

イ 採択関係者、校長、教員は、文部科学省

の指導や教科書発行者が定める「教科書発

行者行動規範」等に違反する行為につい

て、教科書発行者に対して求めることのな

いようにすること。また、教科書発行者か

ら申出があった場合にも、その申出を明確

に断ること。 

(2) 検定申請本の取扱いについて 

検定申請本は行政処分の対象であり、教

科書発行者が営業活動（それと実質的に同

視され得る活動を含む。）に使用すること

は一切認められていないため、その旨を調

査員等の採択に関わる教員等だけでなく、

全ての採択権者、校長、教員が知っておく

こと。 

(３) 検定申請本の取扱いについて 

検定申請本は行政処分の対象であり、

教科書発行者が教科書採択を勧誘するた

めの宣伝活動（それと実質的に同視され

得る活動を含む。）に使用することは一

切認められていないため、その旨を調査

員等の採択に関わる教員等だけでなく、

全ての採択権者、校長、教員が知ってお

くこと。 

(3) 教科書発行者との関係について (４) 教科書発行者との関係について 

（略） （略） 

４ 教科用図書の採択に係るその他の事項に

ついて 

４ 教科用図書の採択に係るその他の事項に 

ついて 

（略） （略） 
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【参考】 

１ 教科書が使用されるまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 小・中・高等学校の教科書の検定・採択の周期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※小学校には義務教育学校の前期課程を、中学校には義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を、高

等学校には中等教育学校の後期課程を含む。 

   ※小学校における平成 30 年度、中学校における平成 31 年度においては、「特別の教科 道徳」を除く各教科の教科

書についての採択が行われる。 

   ※太線以降は、次期学習指導要領（小学校学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示第 63 号）及び中学校学習指導

要領（平成 29 年文部科学省告示第 64 号））の教育課程の実施に伴う教科書についてである。 

   ※網掛け部分については見込みである。 
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義務教育諸学校用教科書の採択の仕組み 

発 行

県教育委員会 教科書展示会 

（教科書センター） 

国・私立学校 

教科用図書 

選定審議会 

文部科学大臣 

↑ 

（調査員） 

市町教育委員会 

単独採択地区 

 
 

（選定委員会） 

↑ 
(調査員) 

↑ 

（採択地区協議会） 

↑ 

（調査員） 

共同採択地区 

  市町組合教育委員会 

⑦採択 

⑥開催 

④諮問 

③見本の送付 

②教科書目録の送付 

①書目の届出 

⑤指導 

助言 

援助 

②目録の送付 

④答申 
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