
討議資料

学校現場の教科書選定･採択の権利を守ろう

「2014年度日本史教科書に関する採択状況の緊急実態調査」を踏まえて

日本高等学校教職員組合



目 次

１ 2014 年度日本史教科書に関する採択状況の緊急実態調査について ･･･････････････１

２ 教科書の内容に対する政治介入の動き(1990 年代後半～)･･･････････････････････････３

３ 実教出版『高校日本史 A』『高校日本史 B』排除の動きの特徴とその背景･････････････５

４ 教科書検定制度改悪の動き･･････････････････････････････････････････････････････６

５ 教育課程編成権、教科書採択権は誰にあるのか････････････････････････････････････６

６ 調査の概要････････････････････････････････････････････････････････････････････８

７ 調査用紙･･････････････････････････････････････････････････････････････････････13

８ 日本史教科書採択状況･･････････････････････････････････････････････････････････14

９ 『最新日本史』(明成社版)採択一覧表 (2014 年度)･････････････････････････････････15

10 文部科学省「教育改革実行プラン」･････････････････････････････････････････････16



1

１．2014年度日本史教科書に関する採択状況の緊急実態調査について

(1)特定教科書排除の異常な動き

高等学校の日本史教科書採択に対する教育委員会や保守系議員などからの圧力・介入が急速

に強まっています。2012 年度に東京都と横浜市で始まった、実教出版の高校日本史教科書採択

排除の動きは、2013 年度になると、東京都・横浜市だけでなく、神奈川県・大阪府・埼玉県へ

と拡大しました。埼玉では、県議会の「教科書を考える議員連盟」が採択撤回を要求し、9 月に

は採択を決定した 8 校の校長を県議会文教委員会に呼びつけて追求するという異常な事態まで

発生しました。

(2)調査結果について

日高教は 2013 年 10 月から 12 月にかけて教科書採択に係わる緊急調査を実施し、24 道府県 3

政令市から回答を得ました。結果は、大きく表面化した東京・神奈川・大阪・埼玉以外には教

育委員会・議会からの強い圧力は見受けられず、多くの自治体では従来通り、学校現場の希望

がそのまま認められています。しかしながら、選定理由を明確化させる動きは顕著となってい

ます。一部の管理職からの自粛を促す圧力も広がりつつあります。

以下、調査結果の概要について記します。

①校内教科書選定委員会の有無、選定理由の記入の仕方などについて

校内の教科書選定委員会が「あり」との回答が 15(59.3%)、「なし」が 6(22.2%)、「ごく少数」

「ない学校もある」がそれぞれ 1(3.7%)、「不明（無記入)」が４(14.8%)でした。

約 6 割の自治体で学校内に教科書選定委員会がありますが、多くの場合は教科や科目担当者の

判断が尊重されています。教職員以外に「PTA・評議員が入る(滋賀)」「学校評議員が 3 名以上

参加(香川)」「数名の保護者･地域代表が委員に加わる(長崎)」という自治体もあります。 選

定理由の記入については、生徒の実態と照らし合わせて他の教科書より適している理由を数十文

字で記入する自治体が大半です。「ない」「形式的」「項目に○をつけるだけ」という自治体もあ

りますが、逆に、「年々詳細に書くよう指示あり(横浜市)」「『県教育振興基本計画』のどの項目

に合っているのか記入するよう指示され現場が対応に苦慮している(兵庫)」「上位 3 冊を項目別

に評価し、採択する教科書について文章化した報告書を作成(和歌山)」など、より詳細な記入を

求めている教育委員会が増えています。

②議会、教育委員会、管理職などの動きについて

県議会で実教出版社の教科書を採択している学校数等の質問がされていますが、多くの教育長

が「国の検定を経ており意見は控えたい(群馬)」「検定という制度を通じて多様な説があるもの

については多様な説を書く。いくつかの検定基準の中で一定の幅があることを示し、一定の幅の

中で学んでもらう(長野)」などの常識的な判断に基づく回答をしています。

一部の校長が「今回は認めるが来年度の採択は考えてもらう、と圧力をかけている(新潟)」「こ

の(実教出版の)教科書でなければいけない特別な理由がなければ他社の教科書を選んだらどうか

(香川)」などの圧力をかけています。

東京都教委や大阪府教委の「見解」などに対して、兵庫や愛知では、「教科用図書の使用に係

る留意事項について」という通知文書により、実教出版の教科書を使用する場合は、「学校にお

いて入学式や卒業式などで国旗を掲揚し、国歌を斉唱することは、学習指導要領に基づいたもの

であり、適切であることを丁寧に指導すること」としています。愛知では、「一部の都府県で起

こっている動きが、愛知でも今後議会などで関連する質問が出されるかもしれないので、予防的

な措置として通知を出した」と説明しています。岐阜では教育長が、「誤解を招く可能性がある。
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指導上の留意点などを示した資料を作成･配布する必要がある」と発言しており、他の道府県で

も広がることが予想されます。

③日本史教科書の採択状況について

実教出版の日本史教科書はＡ・Ｂそれぞれ２種類あります。東京都教委などが問題視している

のは「高校日本史Ａ」「高校日本史Ｂ」という教科書で、それとは別に、「新日本史Ａ」「日本史

Ｂ」という教科書もあります。「「新日本史Ａ」は「高校日本史Ａ」よりわかりやすい記述にな

ってますが、「日本史Ｂ」は受験用として「高校日本史Ｂ」より詳しい記述がなされています。2012

年度使用教科書は旧課程のみですが、2013 年度からは新課程･旧課程それぞれの教科書が混在し

ています。

今回の調査では、都教委等が問題視している「高校日本史Ａ」「高校日本史Ｂ」のみを新課程

･旧課程の区別なく、採択した学校数を報告していただきました。実教出版の採択校の増減を大

まかに把握することを緊急の目的としました。

その結果は、2013 年度用と 2014 年度用の比較では、「高校日本史Ａ」が 150 校から 165 校へ、

「高校日本史Ｂ」が 74 校から 80 校へとそれぞれ増加しています。全国的には、2013 年度用と 2014

年度用の占有率の比較では、「高校日本史Ａ」が 14.8 ％から 11.4 ％へ、「高校日本史Ｂ」が 6.0

％から 5.8 ％へと減少していることを見れば、日高教傘下の組織のある道府県では、不当な教育

介入を一定退けているということが言えるのではないでしょうか。

しかし、新課程の教科書だけで見れば大きな減少となっていることは間違いありません。

新･旧課程が混在せずに、旧課程用のみであった 2012 年度用と、2014 年度用の新課程のみで

の占有率比較によれば、実教出版の「高校日本史Ａ」は 14.1 ％から 9.5 ％へ、「高校日本史Ｂ」

は 7.1 ％から 3.2 ％へと激減しています。ただ、都教委等が問題視した記述がない「日本史Ｂ」

は 5.4 ％から 5.7 ％へと増えており、2014 年度用に新たに発行した「新日本史Ａ」は 3.5 ％の占

有率を占めました。日本史Ａだけの占有率でみれば、実教出版は 14.1 ％から 13.0 ％へ、日本史

Ｂでは 12.5 ％から 8.9 ％へと減少していることになります。

【2014年度用(平成26年度用)高等学校用日本史教科書需要数】

新課程 日本史Ａ 旧課程 日本史Ａ
発行者 教 科 書 名 需要数 占有率 発行者 教 科 書 名 需要数 占有率

第一 高等学校 日本史Ａ 69,485 22.7％ 第一 高等学校改定版 日本史Ａ 44,019 34.0％

東書 日本史Ａ 現代からの歴史 67.366 22.0％ 東書 日本史Ａ 現代からの歴史 25,436 19.6％

山川 現代の日本史 58,675 19.2％ 実教 高校日本史Ａ 新訂版 20,585 15.9％

山川 日本史Ａ 53,115 17.3％ 山川 現代の日本史 改定版 15,547 12.0％

実教 高校日本史Ａ 28,972 9.5％ 清水 高等学校日本史Ａ改定版 15,300 11.8％

清水 高等学校日本史Ａ最新版 18,030 5.9％ 山川 日本史Ａ 改定版 6,246 4.8％

実教 新日本史Ａ 10,695 3.5％ 三省堂 日本史Ａ改定版 2,513 1.9％

合 計 306,338 合 計 129,646

新課程 日本史Ｂ 旧課程 日本史Ｂ
発行者 教 科 書 名 需要数 占有率 発行者 教 科 書 名 需要数 占有率

山川 詳説日本史 290,518 71.1% 山川 詳説日本史 改定版 54,494 39.2%

東書 新選日本史Ｂ 42,315 10.4% 東書 新選日本史Ｂ 26,050 18.8%

実教 日本史Ｂ 23,162 5.7% 実教 高校日本史Ｂ 新訂版 18,811 13.5%

山川 高校日本史 20,592 5.0% 山川 高校日本史 改定版 13,016 9.4%

実教 高校日本史Ｂ 13,114 3.2% 清水 高等学校日本史Ｂ 改定版 10,786 7.8%

清水 高等学校日本史Ｂ最新版 10,240 2.5% 実教 日本史Ｂ 新訂版 8,235 5.9%

山川 新日本史 5,146 1.3% 三省堂 日本史Ｂ 改定版 2,764 2.0%

明成社 最新日本史 3,411 0.8% 山川 新日本史 改定版 2,153 1.5%

合 計 408,498 東書 日本史Ｂ 1,018 0.7%

明成社 高等学校 最新日本史 1,012 0.7%

桐原 新日本史Ｂ 587 0.4%

合 計 138,926
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(2)学校現場の教科書選定･採択の権限を守るために

私たちは、教科書検定制度は教科書への政治的介入であり、容認するものではありませんが、

今回の各自治体での特定教科書排除の行為は、まがりなりにも文部科学省の検定で認められた

記述について、「自分たちの考え方と異なる」として排除しようとする「二重検定」そのもので

あり、到底認められるものではありません。また、社会的に意見が対立する問題については、

一方の主張を隠すのではなく、双方の意見を紹介して、生徒自身に考えさせることが教育的に

は極めて重要です。「考え方が異なる」として最初から排除することは、多様な価値観を否定す

る、民主主義の自殺行為といわざるを得ません。どのような教科書を採択するかは教育課程編

成権に属するものであり、学校現場の要望が最大限尊重されなければいけません

大阪市では、教育委員会の付帯決議で、2015 年度以降、学校から選定候補となる教科書を順

位をつけずに複数答申させ、市教委自らの判断で採択を決定する方針を決めるという新たな動

きも生じています。

学校現場の教科書選定･採択の権限を守るため、校内選定委員会における選定理由・希望を明

確にするなどの情報提供と注意喚起を行い、香川県のような県民的なとりくみによって学校現

場の選定・採択権を守りとりくみを早期に広めていくことが重要となっています。

この資料を活用して、教科書の選定･採択の権限を含む教育課程の編成権が学校現場や一人ひ

とりの教師にあることに確信を持ち、不当な教育介入を阻止しましょう。

２．教科書の内容に対する政治介入の動き （1990年代後半～）

(1)「つくる会」系教科書の誕生

①『新編日本史』(原書房)から『最新日本史』(明成社)へ

1993 年、「従軍慰安婦」問題で過去の行為への反省を明らかにした「河野官房長官談話」が出

され、1995 年には日本が侵略と植民地支配の誤った国策をとったことを謝罪した「村山首相談

話」が発表されました。このような、日本の過去の侵略戦争への反省が社会に行き渡る事に対

して危機感を持った右翼改憲団体の再編・総結集が図られ、1997 年 5 月、「日本を守る国民会議」

と「日本を守る会」が合流して「日本会議」が結成されました。その前日、日本会議の国会議

員版として結成されたのが日本会議国会議員懇談会（日本会議議連）です。

日本会議の前身の「日本を守る国民会議」時代から“教科書編さん事業”を提唱し、1986 年

に高校日本史教科書『新編日本史』を発刊しました。『新編日本史』は、「天皇の教科書」など

と批判され、外交問題にもなり、採択する高校は殆どありませんでした。1995 年度用の改訂時

には原書房が撤退して図書刊行会が、さらに 2002 年度用からは明成社が『最新日本史』として

発行を引き受けて今日に至っています。

②中学校「公民」「歴史」教科書

1996 年 12 月に結成された「新しい歴史教科書をつくる会」（「つくる会」）は、中学校の歴史･

公民の教科書を扶桑社から発行しました。しかし、2002 年度に公立学校で採択したのは､香川県

と東京都の養護学校のみであり、採択率は 0.1 ％にも満たないものでした。「つくる会」は、こ

れまでの採択手続のままでは、同教科書の採択は困難であろうと、その手続の方法を変えるため

に国会議員、地方議員らへ働きかけ、その結果、2001 年度の採択から学校希望票の廃止や教員

らの意見が選定資料から排除されるようになりました。

「つくる会」はその後編集方針(親米･反米)などをめぐって分裂を続け、扶桑社とも絶縁して

自由社から発行しています。「つくる会」から離れた八木秀次氏（高崎経済大）らは 2006 年に

「日本教育再生機構」を設立し、2007 年には「教科書改善の会」を組織して、扶桑社の子会社
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の育鵬社から教科書を継続発行しています。

(2)第一次安倍政権の教育基本法改悪、「つくる会」系教科書採択請願運動の活発化

①靖国派、歴史修正主義の台頭

「戦後レジュームからの脱却」を掲げる第一次安倍政権(2006.9.26～2007.9.26)が誕生する

と、かつての侵略戦争を「自存自衛の戦争」「アジア解放の戦争」と正当化し、戦前の天皇中心

の国家体制の復活をめざす勢力の活動が活発化しました。靖国神社とその付属施設である遊就

館がその宣伝･普及センターとなっていることから、「靖国派」と呼ばれ、日本会議国会議員懇

談会(日本会議議連)、神道政治連盟国会議員懇談会、創生「日本」などがあります。第２次安倍政権(2

012.12.26～)では、首相以下19人の閣僚中、何らかの「靖国派」政治集団に参加していないのは、公明

党の1人のみです。

靖国派の活発化と連動して、「南京大虐殺はなかった」「慰安婦問題は反日派の陰謀」などと歴

史の事実を歪める「歴史修正主義」の動きも表面化します。

※日本会議議連･･･2013年5月現在、自民党を中心に263名の国会議員が超党派で参加しており、平沼赳夫

会長、副会長には安倍首相、菅官房長官、石破自民党幹事長らが、下村文科相は幹事長に、麻生副総裁･

財務相は特別顧問に名を連ねています。

※創生「日本」･･･安倍晋三首相が会長を務める保守系議員による超党派議員連盟。2013年10月29日、参院選

後初の総会を国会内で開いたが、昨年の衆院選と今年の参院選で当選した新人48人が新たに加わり、会員

は190人に拡大しています。

※歴史修正主義･･･「南京大虐殺まぼろし論」「日本軍慰安婦問題は国内外の反日勢力のウソ」や「アウシュビ

ッツのウソ」（ガス室による組織的虐殺などなかったとする論）のように歴史的に存在したことをあえて無かった

と強弁したり、侵略戦争や植民地支配、軍隊などによる組織的虐殺行為など、今日批判的な評価が定着し

ている事象について評価を逆転させて支持・擁護する主張。

※安倍首相の靖国参拝･･･2013年12月26日、安倍首相は突然靖国神社に参拝しました。第一次安倍政権時に参拝

できなかったことは「痛恨の極み」として参拝を公約していたものの、中国･韓国との外交問題に発展することなどに

より自粛していました。安倍首相は「不戦の誓いを行った」と弁明しましたが、中国･韓国が反発しただけでなく、EU、

ロシア、インドなどのアジア諸国からも懸念の意が表明された。10月にはアメリカのケリー国務長官・ヘーゲル国防長

官が千鳥ヶ淵戦没者墓園訪問をしましたが、それは「日本でアーリントン墓地に一番近いのは千鳥ヶ淵墓苑であっ

て、靖国ではない」という明確な意思表示でした。これを無視されたアメリカも「失望した」と異例の対応を示しました。

そもそも靖国神社は不戦の誓いをたてる所ではなく、国家･天皇のために戦死した英霊を尊崇し、自分も後に続くと

いう戦闘の決意をする場所です。1月8日の自民党総務部会では、2014年運動方針案を審議し、「靖国神社は不戦

の誓いをする場所ではない」等の発言があり、原案にあった「不戦の誓いと平和国家の理念を貫くことを決意し」との

表現を削除してしまいました。

第一次安倍政権は 1 年で退陣したものの、2006 年に教育基本法は改悪され、その改悪教育基

本法にもとづき、2008 年には学習指導要領が改訂されました。文部科学省の「教科用図書検定

調査審議会」は、2008 年 12 月にまとめた「教科書の改善について」の中で、「教育基本法等の

改正や新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた『教科書改善に当たっての基本的な方向性』を参

考にし、各採択権者の権限と責任の下、十分な調査研究が行われ、適切な採択がなされること」

を求め、これを都道府県に通知しました。靖国派勢力は、地方議会へ「教育基本法･学習指導要

領の改善を踏まえ最も適した教科書の採択を求める」決議や請願を展開していきました。

2009 年採択では、中田宏市長の横浜市が自由社版の歴史教科書を採択して採択率は 1 ％を越

えました（横浜市は 2011 年から採択区を一元化）。学習指導要領改訂後の 2011 年採択では、「つ

くる会」が分裂したため、自由社と育鵬社(扶桑社の子会社)の 2 社から発行され、採択率はつ

いに 4 ％を超えました。

「日本教育再生機構」のメンバーらが執筆した育鵬社の教科書の概数は、歴史で約 44,500 冊

（占有率 3.79 ％）、公民で約 48,600 冊（同 4.16 ％）で、前回採択の 2009 年と比べ歴史は 6 倍、

公民は 11 倍となりました。神奈川県では 148 校を抱える横浜市や 19 校の藤沢市などで採択さ
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れ、同県の育鵬社の採択率は約 43 ％で県内トップとなりました。愛媛県でも今治市や四国中央

市などで使用が決まり、採択率は 20 ％となりました。

３．実教出版『高校日本史Ａ』『高校日本史Ｂ』排除の動きの特徴とその背景

(1)教科書の二重検定による特定教科書排除の動き

① 2012 年度、東京都教委は実教出版の下記の記述を問題視して、高校 1 年生で日本史 A を履修

する 17 校の校長に対し、「都教委の考え方と相容れない」とくりかえし圧力をかけて採択をゼ

ロとしました。

• 「国旗･国歌法をめぐっては、････、政府はこの法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱な

どを強制するものでないことを国会審議で明らかにした。しかし、(修正前：現実はそうなっ

ていない)一部の自治体で公務員への強制の動きがある」

都教委が問題とした記述「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」については、文部科

学省の「説明不足で誤解する恐れのある表現（国民全体に強制されていると誤解されるの意）」

という検定意見によって修正されたものです。文科省は修正後に「権限のある者が職務命令を

もって命ずることを『強制』と表現することは誤りでない」と述べています。

• 横浜市教委は 2011 年に育鵬社版中学校歴史・公民教科書を全市で採択しており、下記の記述

について、「中学との接続性に問題があった」として、複数の市立高校から出ていた実教版教科

書の採択届出を勝手に別の教科書に変えたために採択はゼロとなりました。

「日本の侵略加害の事実を記述する教科書を『自虐的』と非難する立場の人々が執筆した教

科書があらわれたことなどに対して、アジア諸国からも強い批判が起こった。

(注)この教科書は 2001 年、文部科学省による多くの検定意見に基づく修正をへたうえで検

定に合格した。この教科書の採択をめぐって各地で大きな市民運動がおこった。」

② 2013 年度には都教委は、実教出版の日本史教科書を「都立高等学校等において使用すること

は適切ではないと考える」とする見解を都立高校等に通知しました。これは、都教委が採択す

べきでないと判断する教科書名を事前に文書で通知するという「二重検定」そのものであり、

学校現場の教科書選定権を侵害する、前例のない暴挙です。この「実教版は選定してはいけな

い」との職務命令にも等しい通知により都立高校での採択はゼロとなりました。

神奈川県教委は、実教版日本史の選定届出を提出していた 28 校の校長に対する脅迫まがいの

圧力をかけて、選定届出の書き換え変更を行わせて採択をゼロとしました。

大阪府教委は、実教出版の日本史教書を「一面的」とする「見解」を学校長に送付しました。

不当圧力を受けて使用変更する学校も出ましたが、9 校が引き続き選定を希望すると、府教委作

成の「補完教材」を使用することを条件に採択を認めました。また、教科書採択の決定権が府

教委にあるとするとともに、府教委が教科書をあらかじめ調査することを確認しました。

大阪市教委では、現場から採択希望のあった 3 校に圧力をかけて変更させ採択をゼロとしま

した。表面的には学校現場からの採択希望を認めたものの、教育委員会の付帯決議で、次年度

以降、学校から選定候補となる教科書を順位をつけずに複数答申させ、市教委自らの判断で採

択を決定する方針を決定しました。

埼玉県教委は、8 校の実教版採択を「指導資料」作成を条件に認めました。県議会の「教科書

を考える議員連盟」が採択撤回を要求し、9 月には県議会文教委員会が採択を決定した 8 校の校

長を呼びつけて追求するという事態も発生しました。校長も県教委も「検定合格の教科書であ

り問題なし」という姿勢で不当な教育介入を許しませんでしたが、県議会は自民党提案の採択

再審査を求める決議を採択しました。
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(2)学校現場の選定･採択権を守る県民的取り組み

その一方、香川では、高教組・県教組・私教連をはじめ、連合系も含めた労働組合や市民団

体など 100 あまりの広範な団体の共同による「平和憲法を生かした教科書採択を求める」県民

署名約 2 万 2000 筆を県教委に提出し、現場からの採択希望を守りました。これは 2012 年度に

香川県議会で「改正教育基本法の目標を達成するため、最も適した高校歴史教科書の採択を求

める請願」が自･公･民 3 党の賛成多数で可決されたことの教訓を踏まえたとりくみです。この

ような広範な県民的とりくみにより、「二重検定」による特定教科書の排除を許さず、学校現場

の選定・採択権を守る運動を早期に展開していくことが重要となっています。

４．教科書検定制度改悪の動き

下村文部科学大臣は 2013 年 11 月 15 日、「教科書改革実行プラン」(添付資料参照)を発表し、

「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合は検定不合格」「検定を通じてバランス

を欠いた教科書記述を修正」などとする検定基準・手続き等の改悪の方向性を示しました。そ

の 1 ヶ月後の 12 月 20 日、国の教科用図書検定調査審議会はわずか 2 回の審議で、「教科書改革

実行プラン」に基づいた検定基準の改悪を発表しました。その内容は、①近現代史で通説的見

解がない場合はそれを明示すること、②閣議決定などの政府統一見解や最高裁判例に基づいた

記述をする、③特定の事柄を強調しすぎない、の 3 点を加えるもので、南京大虐殺の犠牲者数

について「通説でない」と書かせたり、教科書会社が不合格を恐れて自粛することも予想され

ます。

文科省は、例年より 1 か月だけ遅らせて 5 月から申請を受け付ける中学校教科書の検定から

実施するとしていますが、対象となる中学校教科書は、2014 年の検定申請に向けた編集の最終

段階にあり、この時期の基準変更は常軌を逸したものです。教科書検定は、小学校、中学校、

高等学校と年度を追って順次行われるもので、中学校教科書の検定からルールを変更するとい

うのも異例です。このような拙速な改定を強行してまで教科書・教育への国家統制強化を急ぐ

ことは許されません。

東京･神奈川･大阪･埼玉等で顕著となった特定教科書排除の動き、教育委員会制度改悪等とあ

わせて考えれば、これまでは学校現場からの要望を反映した教科書づくりが行われてきました

が､今後は首長や教育長、教育委員会が採択してくれる教科書づくりをめざして、出版社が記述

の自粛や変質が起こってしまう恐れがあると言わざるを得ません。

５．教育課程編成権、教科書採択権は誰にあるのか

●教育基本法第16条 教育は，不当な支配に服することなく，この法律及び他の法律の定めるところにより

行われるべきものであり，教育行政は，国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下，公正

かつ適正に行われなければならない。

●学校教育法 第37条11項 教諭は児童の教育をつかさどる。

●高等学校学習指導要領解説･総則編(平成21年)P8「教育課程の意義については，様々なとらえ方があるが，

学校において編成する教育課程とは，学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を生徒の心

身の発達に応じ，授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であると言うことができる。」

●高等学校学習指導要領 P1 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章

以下に示すところに従い，生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態，課程や学科

の特色，生徒の心身の発達の段階及び特性等を十分考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これ

らに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

(1)教育課程編成権

教育課程とは、高等学校学習指導要領解説・総則編 P8 で「学校教育の目的や目標を達成する
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ために、教育内容を生徒の心身の発達に応じ、授業時間数との関連において総合的に組織した

学校の教育計画であると言うことができる」と意義づけられています。

教育課程の編成については，学習指導要領第 1 章総則 P1 において「各学校においては......適

切な教育課程を編成するものとする 」とあり、学習指導要領に従いつつ教育課程を編制する権

限が学校にあることが明示されています。「学校において編成する」とは，学校の長である校長

が責任者となって編成するということですが、校長が一人で編成作業を行うことは、小学校に

おいても極めて困難なことであり、ましてや教科別の免許状が必要な高等学校では到底不可能

なことです。実質的には教師(集団)が教育課程を編成し、校長名で教育委員会に届け出ること

になっています。

(2)教科書採択権は誰にあるのか

教育課程を編制する権限が各学校現場にあることが学習指導要領に明示されているわけです

から、教育課程の中の教科学習で重要な役割を果たす教科書としてどれを選ぶかを決める権限

も学校にあることは明白です。

戦後の日本では小・中・高校ともに、教科書は学校ごとに選んでいました。ところが国民の

要求で義務教育の教科書が無償配布されることになったのを機に、1963 年に、多くの反対を押

し切って教科書無償措置法が制定され、公立小中学校の採択は 1 または複数の郡市区町村ごと

に同一の教科書を採択する広域採択制度に変えられてしまいました。

それ以来文部科学省(当時は文部省)は、教科書採択権は教育委員会にあると主張しています。

その根拠としているのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(「地教行法」)」第 23

条に「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」とし、その 6 号で「教科書その他の教材の取扱いに関すること」との規

定だけです。この「地教行法」が制定された 1956 年に廃止された「教育委員会法(1948 年制定)」

第 49 条には「教育委員会は左の事務を行う」としその 4 号で「教科用図書の採択に関すること」

とありますが、この教育委員会法や地教行法のもとでも、教科書無償措置法で広域採択制が決

まる 1963 年までは学校ごとの採択が認められていたわけであり、地教行法第 23 条をもって教

科書採択権が教育委員会にあるという根拠にはなりません。

また「教科書の発行に関する臨時措置法第 7 条第 1 項」を根拠とする主張もありますが、こ

れは教科書需要数の報告義務を定めたものに過ぎません。

●教科書の発行に関する臨時措置法

第1条 この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確

実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

第7条 市町村の教育委員会、国立及び私立の学校の長は、採択した教科書の需要数を都道府県の教育委

員会に報告しなければならない

日本も参加して 1966 年に全会一致で採択された国連 ILO・ユネスコの「教員の地位に関する

勧告」61 項では、教員は「児童・生徒に最も適した教材及び方法を判断するために特に資格を

与えられたものであるから」、教科書の選択についても「不可欠の役割を与えられるべきである」

とされています。

高等学校用教科書は、2013 年度用(平成 25 年度用)でみると、新課程用が 380 種 397 点、旧課

程用が 807 種 835 点の計 1187 種 1232 点もあるのです。生徒の実態は学校によって多様であり、

同じ学校の中でも、学年や課程によっても大きな違いがあります。それぞれの生徒の実態に応じ

た教科書を選択することは、学校現場の教員の判断に拠ること以外には不可能です。複数の非常

勤の教育委員にとっても判断できるものではなく、ましてや多忙な教育長や首長個人の判断に任

せられるものではないことは明白です。
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６ 調査の概要① 

 校内教科書選定 

委員会の有無 

選定理由書の記入の仕方など 議会や教育委員会、 

校長などの動き 

北海道 ごく少数 形式的 ひな形あり 特になし 

青 森 あり 形式的 特になし 

秋 田 あり  2011年6月議会で決議。特に影響はなし。 

宮 城    

福 島 あり。形式的 項目に○をつけるだけ 県教委｢どこからも圧力はない｣ 

茨 城 あり(2012に設置決定)  特になし 

群 馬 実質なし 簡単な記述 県議会で使用校数についての質問あり 

埼 玉 
選定委本年度から強化 生徒の実態と教科書の内容や

構成が合っていることを記載 

2012年6月議会採択。13年教科書議連が県教委

へ圧力 

横浜市 実質なし 年々詳細に書くよう指示あり 2012年に市教委が希望教科書を書きかえさせる 

山 梨 あり 60字くらいの記述 全くなし 

新 潟 教科で選択 なし 複数の校長の個人的圧力あり 

富 山 特になし 項目別に1行程度記入 なし 

長 野  採択理由を100字以内で記述 
県議会で教科書採択に関する県教委の求心力を

求める発言あり 

岐 阜 あり。形式的 形式的で簡単なもの 県議会で質問あり 

静 岡 あり。形式的 4つの観点、○を記入するだけ 特になし 

愛 知 
なし 形式的。教科書を変更する場合

のみ記入。 

特になし。10月上旬実教出版｢高校日本史｣を採

択した学校名の開示請求あり 

滋 賀 あり 
昨年と同じならそのままにする。
合理的な理由を書くこと 

特になし 

大阪府 あり 
選定した教科書がすぐれている
点を具体的に記述 

府教委が実教出版教科書を問題視する見解。選
定変更しない学校に｢補完教材｣使用を条件付け 

大阪市 あり 選定理由を具体的に記入 
実教出版の日本史教科書を選定していた3校に
圧力をかけ変更させる。 

兵 庫  
｢県教育基本計画｣のどの項目
に合っているか記入するように
指示され現場が対応苦慮 

実教出版を採択した学校の校長が、主任にきち
んと理由が説明できるようにと指示した。 

神戸市 あり  市議会では特になし 

和歌山 
あり PTA･学校評議員

なども参加(学校で違う) 

上位３冊を記述評価。採択教科

書の採択理由を文章化。 

市立高校への調査が強化された。 

山 口 あり 
学校によって異なる 議会で自民党系議員が日本史必修求めたが、教

育長は極めて常識的に答弁。 

香 川 
あり。学校評議員が3

名以上参加 

選定理由をしっかり記入するよう

指示 

実教出版教科書を使用している学校の校長が｢

他社の教科書｣選定の声かけをしている。 

高 知 なし 
継続使用の場合でも理由を記述

するよう変更 

教育委員会で実教出版教科書について、東京・

大阪の教委が問題にしている点などが説明 

佐 賀 特になし 
各50字～100字程度でまとめる 教委が選定委員会のなかに学校評価委員又は

保護者代表など外部委員を1名含めるよう指導 

長 崎 
あり。複数名の保護者

や地域の代表を委員に

加え、議事録を記録 

生徒の学習の観点から他の教

科書と比べて最適である理由を

記入するよう指示 

特になし 

 

調査の概要② 

 学校

数 

実教出版の教科書「高校日本史」の採択状況 明成社日本史教科書採択

の動き 2014年度 2013年度 備 考 

北海道 244   道教委がまだ公表しない 話題になっていない 

青 森 65 高校日本史A：4校 

高校日本史B：4校 

高校日本史A：4校 

高校日本史B：4校 

「日本史A・B」との合計 なし 

秋 田 50 高校日本史A：8校 

高校日本史B：3校 

高校日本史A：9校 

高校日本史B：3校 

｢日本史A・B｣との合計 なし 

宮 城      

福 島   高校日本史A：7校 

高校日本史B：16校 

 なし 

茨 城 97 高校日本史A：4校 

高校日本史B：3校 

  なし 
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 学校

数 

実教出版の教科書「高校日本史」の採択状況 明成社日本史教科書採択

の動き 2014年度 2013年度 備 考 

群 馬 63 高校日本史A：6校 

高校日本史B：2校 

高校日本史A：1校 

高校日本史B：0校 

 なし 

埼 玉 153 高校日本史A：5校 

高校日本史B：4校 

高校日本史A：1校 

高校日本史B：4校 

 なし 

横浜市 10 高校日本史A：0校 

高校日本史B：0校 

高校日本史A：0校 

高校日本史B：0校 

2012年度はA・B各2校あった

が、13年度以降はなし 

管理職の中に警戒している

人がいる 

山 梨 36 高校日本史A：3校 

日本史B：3校 

高校日本史A：2校  私立「日本航空高校」が採

択したが来年度は選定せず 

新 潟 93 高校日本史A：10校 

高校日本史B：10校 

 A・Bともに旧課程：6校を含

む 

 

富 山 43 高校日本史A：9校 

高校日本史B：8校 

高校日本史A：6校 

高校日本史B：4校 

2012年度はA：6校、B：4校 なし 

長 野  高校日本史A：5校 

高校日本史B：2校 

日本史B：3校 

 

 

日本史B：14校 

  

岐 阜 73 高校日本史A：10校 

高校日本史B：2校 

高校日本史A：2校  なし 

静 岡 120 高校日本史A：28校 

高校日本史B：10校 

日本史B：6校 

高校日本史A：23校 

高校日本史B：10校 

日本史B：2校 

2014年度は旧課程を含む なし 

愛 知 
149 高校日本史A：20校 

高校日本史B：2校 

日本史B：10校 

高校日本史A：23校 

高校日本史B：3校 

日本史B：11校 

2013･2014年度は旧課程を

含む 

なし（県教委会議で自由社

の教科書採択求める口頭陳

情あり） 

滋 賀 
47 高校日本史A：6校 

高校日本史B：4校 

日本史B：4校 

高校日本史A：5校 

高校日本史B：6校 

日本史B：3校 

2012年度は高校A：7校、高

校B：6校、日本史B：4校 

なし 

大阪府 
139 高校日本史A：19校 

高校日本史B：11校 

高校日本史A：32校 

高校日本史B：15校 

  

大阪市 20   なし  

兵 庫 
 高校日本史A：10校 

 

高校日本史A：15校 

高校日本史B：3校 

2012年度はA：14校、B：2校  

神戸市  9   実教出版の採択なし なし 

和歌山 
37 高校日本史A：2校 

高校日本史B：5校 

  
なし 

山 口 
89 高校日本史A：8校 

高校日本史B：5校 

日本史A：11校 

高校日本史B：5校 

日本史B：1校 

旧課程を含む 

なし 

香 川 
52 高校日本史A：1校 

高校日本史B：0校 
日本史B：2校 

高校日本史A：3校 
高校日本史B：1校 
日本史B：2校 

2014年度に高校日本史Aを
選定している学校は複数学
科あるが職業科のみで使用 

なし 

高 知 
36 高校日本史A：2校 

高校日本史B：1校 
高校日本史A：0校 
高校日本史B：0校 

 
なし 

佐 賀 
 高校日本史A：3校 高校日本史A：5校 2012年度は高校日本史A：5

校、高校日本史B：1校 
なし 

長 崎 
67 高校日本史A：2校 

高校日本史B：１校 

高校日本史A：1校 

高校日本史B：0校 

2013年度は旧課程合計8校 
 

 
１．各学校現場での教科書選定の方法について （詳細な記述のない道府県市は除く） 

北海道 
・選定委員会を開いている学校はごく少数。多くの学校は教科の裁量に委ねている。 

・選定理由書は提出しているが、ひな型みたいなものがあり、その通り書けばいいようになっている。 

青 森 
・校長あての通知文書により、教科書の選定にあたっては、校内に教科用に図書選定に関する委員会を設置する

など、十分に調査研究することとしている。また、選定理由については、①内容・程度、②組織・配列・分量、③表記・

表現・造本に留意した記述としている。 

秋 田 教科→校内｢委員会｣→県教委 の流れは変わらない。 
 
福 島 

・校内教科書選定委員会がある学校とない学校がある。ない学校は、既存組織の会議の中で、急遽教科書選定委
員会の役割を担わせ、委員会を開催したことにして報告しているようだ。 
・選定理由書は、項目が提示してあり〇を付ける。特にあれば理由を書く。各教科科目担当者が記入し、教務の係
りがまとめて県教委に提出する。 
・県教委教科書事務担当者：県教委内はまとめるだけ。どの会社が何冊かというような統計は取っていない。すべて
各校から上がってきたものを承認するだけである 
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茨 城 

・県教委は2012年度に「茨城県立学校教科用図書選定の手引」を策定し、各学校に「教科用図書選定協議会」を設

置することを決めた。委員会は学校委員と同数の外部委員によって構成することとなっている。多くの学校では、学

校評議員に委嘱している。 

・協議会に対して、教員で構成する「調査委員会」が資料を作成することになっている。 

群 馬 
・委員会は実質なし。各教科担当が選定している。 

・理由書の記入は簡単な記述で住んでいる。 

埼 玉 ・選定委員会が本年度から強化された。（県教委からの通知で、各校の選定がしっかりと行われていることを確認す

るため） 

・選定理由書には、各校で教科書研究をしっかり行うとともに、生徒の実態（学力・意欲・進路等）と教科書の内容や

構成が合っていることを記載するよう県教委から指導されている。 

※組合としても現場の選定を尊重させるべく、現場に対し情報提供と注意喚起を促した。 

横浜市 ・選定委員会は実質ない。担当の教務が各教科で選定された希望教科書を市教委に提出。 

・選定理由書は年々詳細に書くように指示されてきている。 

山 梨 ・各学校で、教科で検討し、選定理由をつけて「校内教科書選定委員会」で検討。  

・「選定理由書」は、教科書名・出版社・使用生徒数・選定理由60字ぐらいで、学校ごと一覧表にし県教委に提出 

新 潟 教科で選択する。選定理由書などはなし。（新潟市立のみ、前年度と採択を変更する場合、理由を記載する） 

長 野 （県教委の通知文）・平成26年度使用教科書採択にあたり「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第

６号」及び「長野県教育委員会事務処理規則第６条別表第３の１（4）」の規定に基づき、使用教科書採択希望意見

表を提出。また「教科書の発行に関する臨時措置法第７条」および「平成26年度教科書等需要数報告事務処理要

領」により、使用教科書一覧表（需要数報告）を提出。 ・採択希望意見表は、長野県情報公開条例に基づく公開対

象となる。選定の根拠（構成や教材の工夫、内容の理解しやすさ、生徒の興味・関心を引き出す工夫等）を教科書

の内容に則して記入 

岐 阜 ・「校内教科書選定委員会」等のあり、教科主任が集まって行うが形式的なものである。 

・「選定理由書」は、形式的に簡単なもの 

静 岡 ・教科書の選定方法が変わったという現場からの報告はなく、県教委も特別な指示をしていない。日本史に限らない

が、科目担当者が選んだものがそのまま決定となるのが一般的。・理由書には、4つの観点で○を記入するだけ。 

愛 知 ・校内選定方法：教科会で話し合って選定し、それを教務部の教科書担当者に提出。担当者は、各教科から出され

たものを機械的にとりまとめ、それがそのまま県に提出される。委員会などの組織は特にない。 

・選定理由書：３年に１回の採択替え（？）の年、指導要領が変わる年、これまで採択していたものから変更する場

合は必記入。それ以外は記入を要しない。 

滋 賀 ・滋賀県全校に｢校内教科書選定委員会｣があり。委員会はPTA・評議員が入る。 

・「選定理由書」の記入の仕方：◇昨年と同じならそのままにせよと管理職が指示。◇合理的な理由を書くこと。◇見

本を送ってきたところは全部書くこと。 

大阪府 ・｢選定委員会｣は必ず設置しているが、持ち回りで運営しているところがほとんどと思われる。 

・「選定理由書」は他の教科書に比べ、選定した教科書がすぐれている点を具体的に記述するように指示されている 

大阪市 各学校で「選定委員会」を設置しているが、各教科で教科書を選定している。今年の選定では、各校で選定を予定し

ている教科書数点を保護者に見てもらい意見を募った。また、学校協議会でも教科書選定について議題に載せた。 

兵 庫 ・「選定理由書」について、7月になって県教委から｢兵庫県教育基本計画｣のどの項目に合っているかを記入して出

すように指示が来て、現場で対応に苦慮した。 

神戸市 校内に「教科書選定委員会」があり、各教科会議を受けて、教科書を決定している。 

和歌山 ・校内教科書選定委員会：あり（管理職・教員・PTA・学校評議員などで構成…学校によって異なる）教科書採択時

に開催 

・選定理由書の記入の仕方：①科目別に数冊を観点別（内容の難易度、内容の取り扱い、単元の構成・配列及び分

量、その他（図表、写真及び資料等））を調査しABCで評価した上で総合判定（ABC） ②総合判定評価の高い３冊（

原則）について簡潔な文章で内容の難易度、内容の取り扱い、単元の構成・配列及び分量、その他（図表、写真及

び資料等）、特記事項を評価。 ③採択する教科書について主な採択理由を文章化した採択結果報告書を作成。 

山 口 ・制度上はあるが、各教科からの「推薦理由書」の扱いは学校によって異なる。教科の推薦は尊重されている。 

香 川 ・7月中に各校で校内教科書選定委員会が開かれます。県教育委員会の指示で、この会には、今年度から学校評

議員を3名以上参加させることになっています。昨年度までは学校評議員を参加させることのみが指示され、人数の

指示まではありませんでした。 

・選定理由書については、できるだけその教科書でなければならない理由をしっかりと記入するように指示されてい

ます。前年度と異なる教科書を選定する場合には、その「変更」理由についても分かるように記入することが指示さ

れているようです。しかし、今年度の選定理由の一覧をざっと見ましたが、昨年度と今年度で異なる教科書を選定し

た学校について、昨年度の教科書を引き合いに出すなどして理由を明示している学校は見あたりませんでした。 

高 知 ・「校内教科書選定委員会」は 無し。教科会で選定。 

・「選定理由書」は、これまで継続して選定した場合、選定理由を書く必要なかったが、今年８月県教委は、継続使用

の選定理由を書いて再提出するように各校へ指示。 

長 崎 ・教科書選定委員会： 校長を委員長とし、複数名の保護者や地域の代表を委員に加えた選定委員会を組織し、委
員会での協議内容は校長決裁による議事録として記録を残すことになっている。 
・選定理由書の記入等： 県教委に提出する教科書選定一覧表（別紙）の「選定理由」の欄に、その記入については
「教科書の『内容』『構成』『その他の特徴』に分けて整理し、いずれの観点も生徒の学習の観点から、他の教科書と
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比べて各校で使用する上で最適である理由を記入すること」という指示が行われている。 

 

 

 

 

２．道府県議会・議員や教育委員会、校長などの動き。それへの対応について （詳細な記述のない道府県市は除く） 
北海道 とくになし。ただ、道教委は２００９年に公民科（時事問題研究）の授業で政権交代が世論であるという北海道新聞

の社説を使ったことを自民道議が騒いで、全道に社会科の新聞を使った授業について不当な調査を行ったことが

あるので、いつ教科書採択について干渉してもおかしくない。 

秋 田 2011年6月議会に「（改悪）教基法、学習指導要領の目標達成に最も適した教科書採択を求める決議」が可決され

た。しかし、その年もその後も特に影響がなかった。 

福 島 県教委の担当者：「どこからも圧力はない。各学校から上がってきたものをそのまま承認している。」 

茨 城 ・県議会では特に教科書採択に対する意見は出ていない。ここ議員にもそのような動きはない。 

・教科書採択に関して県教委は学校の判断に任せている。 

※「校内選定協議会」については、県教委から他県状況から今後県議などから無用な横やりが入らないようにする

ために「設置させてほしい」との連絡が非公式にあった。 県教委として、生徒の実態に合わせて、学校が（教員が）

決めていく方式を維持したいようである。 

群 馬 県議会で一般質問があり、教育長は使用校数を明らかにして「生徒の実態に合わせて選ばれた」と説明。｢国の検
定を経ており、意見を述べるのは控えたい｣と答えた。 

埼 玉 ・教育委員会：上田知事による任命により県立中学では育鵬社を採択（2011年） 高校についても意欲を示してきた 

採択にあたり学校視察、教科書研究を強化し、それまでの形式的に現場選定を追認する形を変えた（2012年） 

東京・神奈川・大阪の実教出版排除を受けて、さらに独断採択に意欲（2013年） 

・県議会：｢教基法～に最も適した教科書採択を求める請願採択（2012年6月） 教委採択の方向決定 （8月上旬）ま

で動きなかったが8月12日に｢教科書議連｣として教委に要望書提出（実教出版排除） 

横浜市 ・議会では中学公民・歴史教科書と同様に教委主導で採択させたい勢力が存在する。 

・組合としては12年の希望教科書（実教出版）書き替えに対して、抗議文を提出、折衝、交渉を繰り返し、手続きに

変更ないことを確認した。・組合から運営委員を送っている教科書市民フォーラムと教科書採択連絡会などの市民

運動が活発に活動している。 

新 潟 ・長岡明鏡高校（定時制）新カリキュラム実教出版日本史A・B採択に際し、校長は来年度の使用は認めるが、来年

度の採択は「考えてもらう」。「教育委員会の任命制への記述」｢国旗国歌の一部の自治体での強制の記述｣を問題

視している。 ・荒川高校（定時制）新カリ実教日本史A・B採択に際し、校長が｢県議会で質問される｣から県教委か

ら問合せがあったとして、選定理由を報告させた。 ・新潟市立明鏡高校：市教委から選定理由の調査が入った。 

・私立加茂暁星高校：「実教はすべてダメ」｢悪評が立つ｣などとして、校長が一旦採択したものを変更させた。世界

史、現代社会も変更の対象に。 

長 野 ・2013年度6月県議会で、Ｓ議員が教科書選定について質問。「義務教育の教科書は12採択区で採択。県教委が

採択できるしくみにできないか。国家観や歴史観で教科書により濃淡がある。教育基本法改正後初の教科書検定

である。検定を通っていても内容に問題がある教科書がある。実教や清水書院の日本史の集団自決強制や従軍

慰安婦の記述はおかしい。採択、記載内容について教育長の考えを聴きたい」「市町村教委にかつて一度も指導

助言したことが無いから、長野県の教育は求心力がない。中国･北朝鮮･韓国の教科書は徹底した愛国心教育をお

こない、自国に対する批判は一切許さない教育を行っている。 日本はゆるやかで、検定さえ通っていればよい。文

科省に軸足を置いた人間（今年度からの新教育長は文科省出身）として改革に臨んで欲しい。文科省、日本という

国はどうなっているのか。検定が通ったからというのは通らない。…」 

 教育長「指導助言については選定資料を作成し、提示することで指導助言に取り組んでいる。教科書制度は多様

で、国定教科書、我が国のように検定制度を採っている国、全く自由に各学校で採択できる国も欧米など中心に多

い。検定という制度通じて多様な説があるものについては多様な説を書く。いくつかの検定基準の中で一定の幅が

あることを示し、一定の幅のなかで学んでもらう。グローバルな社会でさまざまな価値観を持つ人と出会うなかで、

子どもたちは多様な見方のあることを学ぶことも大切である」 

 Ｓ議員「日本が求心力ないなかで、21世紀を生きる子どもたちには正しい史実に基づく歴史教育を受けて欲しい。

そのための教科書を使って欲しい」という質問と答弁がありました。 

 また、高校の入学式における「日の丸･君が代」ついても質問があり、教育長は改善すべき点があれば改善したい

と答弁しました。教育委員会が校長会で県民の声に耳を傾け検討してもらいたい旨を伝えたとのことです。県教委

が高教組に事前に連絡してきました。県教委には我々の見解を伝えました。 

・9月議会で教科書問題や「日の丸･君が代」問題は質問されませんでした。 

岐 阜 

・教科書問題をよくとりあげる県会議員が一般質問（10/3）で、高校日本史Ａ・高校日本史Ｂの「一部の自治体で公

務員への強制の動きがある」という記載について、教育長の見解を求め、教育長は「誤解を招く可能性があるもの」

「指導上の留意点などを示した資料を作成・配布するなどの対応をする必要がある」と答弁した。 

・10/15、教育支援課に経緯の説明を求めた。教委は「どのような対応となるか、まだはっきりしない」という回答 

「教科書採択は、各学校で行うもの」ということを強調。教育長に直接申し入れをしたい旨、申し入れた。 

＊高校校長協会とも懇談（10/23）をすすめる予定 （小中校長会とは、10/8に懇談） 

静 岡 
「産経新聞（静岡版）10月3日・4日付」が、「実教の歴史教科書が県立高校の希望通りに採択されたのは問題だ」「

全国平均を大きく上回る3割の学校で採択」などと報じて煽ったが、県内ではほとんど話題となっていない。 
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愛 知 

・９月４日の県教育委員会９月定例会で、通常通り採択された。９月県議会でも、教科書問題に関する質問等は特

になし。 

・１０月上旬、実教出版の「高校日本史Ａ・Ｂ」を採択した学校名の開示請求があり、開示された。該当校には、開示

されたという事実のみが県教委から連絡されており、それ以外に何かを指示されたということはない。 

大阪府 

・7月府教委が、実教出版教科書問題視した｢見解｣を出す。 ・府高教が「見解」公表。 

・現場では選定を変更するよう、校長から教科に圧力も。 ・選定を変更しなかった学校には詳細な｢選定理由書｣

記述、授業案などを求める。その報告書は授業の日時、教員名も記入。  

・府教委は｢補完教材｣使用を条件に採択。｢補完教材｣内容は府教委の一方的な言い分。 

（教育長が維新の会府会議員に選定理由書も渡して選定校を教えた事実が、府議会であきらかに） 

大阪市 

・大阪市教育委員会は来年度の教科書選定に関し、東京都教委や大阪府教委の「見解」を示し、実教出版の「日

本史Ａ」及び「日本史Ｂ」の「則注」の記述は「一面的」であるとする不当な圧力を複数の学校にかけ、実教出版の教

科書を排除し変更させた。さらに、８月６日の教育委員会議において、来年度の教科書については各学校の調査

会答申の通り採択としたが、２０１５年度以降については「教育委員会による適正な採択のための審議の一層の充

実を図るため」として附帯決議を可決した。 

・附帯決議は「各学校に置く教科用図書選定調査会は、選定候補として２つ以上の教科用図書を答申書に記載し、

それぞれの長所と短所を列記することとし、推薦順位や優劣は示さないものとする」とし、「教育委員会は、答申書

を参考にしつつ、自ら調査研究を行い、教科用図書を採択するものとする」としている。 

・市高教は付帯決議撤回を求めている。 

兵 庫 ・実教出版を採択した学校の校長が、主任にきちんと理由を説明できるように指示したことがある。 

和歌山 ＊和歌山市立和歌山高校：今年度、全科目で発行されている全教科書について調査の指示が市教委から学校に

あった。教科書会社から学校に送ってきていない教科書（明成社日本史など）については市教委が取り寄せた。従

来から教科書採択時の教育委員会会議には教頭が出席したが、今年度は委員か らの質問が多く、教頭も答弁に

窮したとのこと。来年度からは改善の方向といわれている。背景には「つくる会」系教科書の採択を狙う市議会議員

の動きがあると考える。分会から の情報を得ながら対応を考えたい。 

＊県立神島高校：ここ数年「どのように教科書を採択しているのか」と学校に尋ねてくる近隣住民がいる。 管理職

が「PTAも参加する選定委員会が検定済教科書から選んでいる」と説明している。住民は「この教科書を使え／使う

な」とは言ってない。神島高校は実教「高校日本史Ｂ」を使用している。 

山 口 ・県議会で自民党系議員が、日本史を必修としている高校の数を問い、必修としていないことの「問題点」を指摘す

るが、対する教育長の答弁は極めて常識的であった。 

香 川 ・県議会や教育委員会などのレベルで各校に対し強力な圧力がかかったようなことは確認されていません。ただ、「

実教出版」の教科書「高校日本史」を使用している高校の校長の中に、「実教出版の教科書を使用する理由が「こ

れまで使用してきたから」程度のことであり、特段、この教科書が必要だという理由がなければ、他社の教科書を選

んではどうか」というような声かけが担当教員に対してあった、という情報は組合に入りました（他校における同様の

事例の有無は未確認）。結果的には、その情報が出された高校以外でも、「実教出版」の「高校日本史」を使用して

いる高校では、軒並み当該教科書が次年度用として選定されていません。 

高 知 ・９月定例教育委員会で、平成26年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する教科書について

報告。資料として実教出版「日本史Ａ，Ｂ」について、東京、大阪の教育員会が問題にしている点、文部科学省の見

解、国会における国旗国歌法審議の際の国会答弁と教科書記述との比較、最高裁判所の判例、都道府県の動き

、国歌・国旗の取り扱いについて学習指導要領解説、教科書の問題になっているページのコピー。県立学校での採

択教科書の一覧。選択理由書の一覧。高等学校用教科書採択に関する考え方。 高等学校課長が高校での教科

書採択について説明。 

佐 賀 ・8月定例教育委員会で学校教育課長が、「特に各学校の選定委員会の中に学校評価委員又は保護者代表など

外部委員を1名含めて選定することを指導している」と説明。 

長 崎 ・問題と考えられる動き： 「ある県議が、問題になっている実数の教科書を使っている高校があるかを、県教委に

問い合わせた」「今年度、実教の高校日本史Aを使用していた高校で、選定委員会開催前に、管理職から東京の動

きなどを示して『ゴタゴタしているので別の会社に変えてほしい』と言われて変更した」という情報が寄せられたが、

十分な裏付けがとれなかったので、表に出して問題にすることはできなかった。 

・県教委への申し入れ： 高教組で、「学校現場の意向を尊重する」という従来の姿勢を堅持し、不当な介入を行わ 

ないよう県教委に申し入れた。県教委は「学校現場の意向を尊重するという従来のスタンスに変化はない」「都教委 

のような動きがあるからということで、各学校に何か伝えるとか、見解を出すということは考えていない」と回答。 
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