令和２年度教科書展示会日程一覧
教科書センター名称

設置場所等

所在地

神奈川県教科書センター

県立総合教育センター
善行庁舎内

藤沢市善行7-1-1
(小田急線 善行駅徒歩８分)

横浜市中央図書館内
教科書センター

横浜市中央図書館内

横浜市西区老松町1
(京浜急行線 日ノ出町駅徒歩５分，
ＪＲ線・市営地下鉄線 桜木町駅徒歩10分)

横浜市神奈川図書館内
教科書センター

横浜市神奈川図書館内

横浜市神奈川区立町20-1
(ＪＲ線 東神奈川駅徒歩９分，
東急東横線 東白楽駅徒歩12分)

横浜市保土ケ谷図書館内
教科書センター

横浜市保土ケ谷図書館内

横浜市保土ケ谷区星川1-2-1
(相模鉄道線 星川駅徒歩３分)

横浜市磯子図書館内
教科書センター

横浜市磯子図書館内

横浜市磯子区磯子3-5-1
(ＪＲ線 磯子駅徒歩５分)

横浜市都筑図書館内
教科書センター

横浜市都筑図書館内

横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
(市営地下鉄線センター南駅徒歩５分)

(臨時会場)

横浜市鶴見図書館

横浜市鶴見区鶴見中央2-10-7
(ＪＲ線 鶴見駅、京浜急行線

(臨時会場)

横浜市中図書館

横浜市中区本牧原16-1
(ＪＲ線 石川町駅・根岸駅から
市営バス10分「本牧原」下車徒歩２分)

(臨時会場)

横浜市南図書館

横浜市南区弘明寺町265-1
(京浜急行線 弘明寺駅徒歩１分，
市営地下鉄線 弘明寺駅徒歩８分)

開催日時
6/12(金)～7/1(水)9:00～17:00(土日を除く)
※会場：西棟２階カリキュラム開発センター

問い合わせ先
県立総合教育センター
(0466)81-1679

展示種別
小・中・
高
小・中・
高・特別

京急鶴見駅徒歩７分)

(臨時会場)

横浜市港南図書館

横浜市港南区野庭町125
(市営地下鉄線 上永谷駅徒歩４分)

(臨時会場)

横浜市旭図書館

横浜市旭区白根4-6-2
(相模鉄道線 鶴ヶ峰駅徒歩13分)

(臨時会場)

横浜市金沢図書館

横浜市金沢区泥亀2-14-5
(京浜急行線・金沢シーサイドライン
金沢八景駅 徒歩７分)

(臨時会場)

横浜市港北図書館

横浜市港北区菊名6-18-10
(ＪＲ線・東急東横線 菊名駅徒歩７分)

(臨時会場)

横浜市緑図書館

横浜市緑区十日市場町825-1
(ＪＲ線 十日市場駅徒歩４分)

(臨時会場)

横浜市山内図書館

横浜市青葉区あざみ野2-3-2
(東急田園都市線・市営地下鉄線
あざみ野駅徒歩３分)

(臨時会場)

横浜市戸塚図書館

横浜市戸塚区戸塚町127
(ＪＲ線・市営地下鉄線 戸塚駅徒歩７分)

(臨時会場)

横浜市栄図書館

横浜市栄区公田町634-9
(ＪＲ線 本郷台駅徒歩13分)

(臨時会場)

横浜市泉図書館

横浜市泉区和泉町6207-5
(相模鉄道線 いずみ野駅徒歩２分)

(臨時会場)

横浜市瀬谷図書館

横浜市瀬谷区本郷3-22-1
(相模鉄道線 瀬谷駅徒歩８分)

開催日時については横浜市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku/sesaku/kyokasho/center.html
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横浜市教育委員会(045)6713265
小・中

教科書センター名称

設置場所等

所在地

開催日時

川崎市総合教育センター内
教科書センター

川崎市総合教育センター内

川崎市高津区溝口６－９－３
(東急田園都市線 二子新地から徒歩10分)

6/12(金)～7/1(水)

川崎市教育会館内
教科書センター

川崎市教育会館内

川崎市中原区下沼部１７０９－４
(ＪＲ線 向河原駅から徒歩８分)

6/12(金)～7/1(水)(土日を除く)

9:00～17:00

(臨時会場)

川崎市立東門前小学校内

川崎市川崎区東門前３－４－６
(京急大師線 東門前駅から徒歩１分)

6/12(金)～7/1(水)(土日を除く)
(最終日7/1(水)16:00まで)

9:00～17:00

(臨時会場)

川崎市幸市民館内

川崎市幸区戸手本町１－１１－２
(ＪＲ南武線 矢向駅から徒歩１５分)

7/10(金)～7/15(水)

問い合わせ先

展示種別

川崎市総合教育
センター
(044)844-3600

小・中・
高・特別

9:00～18:00

10:00～18:00

(臨時会場)

川崎市教育文化会館内

川崎市川崎区富士見２－１－３
(ＪＲ線 川崎駅から徒歩１５分)

7/17(金)～7/22(水)

(臨時会場)

川崎市宮前市民館内

川崎市宮前区宮前平２－２０－４
（東急田園都市線 宮前平駅から徒歩１０分）

7/24(金・祝)～7/29(水)

(臨時会場)

川崎市多摩市民館内

川崎市多摩区登戸１７７５－１
（小田急線 向ヶ丘遊園駅から徒歩５分
ＪＲ南武線 登戸駅から徒歩１０分）

7/31(金)～8/5(水)

10:00～18:00

(臨時会場)

川崎市麻生市民館内

川崎市麻生区万福寺１－５－２
(小田急線 新百合ヶ丘駅から徒歩５分)

8/7(金)～8/12(水)

10:00～18:00

相模原市青少年相談センター

青少年相談センター内

相模原市中央区中央3－13－13
(ＪＲ相模原駅から徒歩20分、または
ＪＲ相模原駅からバス 市民会館前下車すぐ)

6/22(月)～6/26(金) 9:00～16:30
(最終日6/26(金)は9:00～14:30)

10:00～18:00 (20日、21日は除く）

10:00～18:00

小・中・
高・特別
相模原市立総合学習
センター内

相模原市中央区中央３－12－10
(ＪＲ相模原駅から徒歩20分、または
ＪＲ相模原駅からバス 市民会館前下車徒歩２分)

6/27(土)～7/5(日) 10:30～19:00
(13：00～14：00は閉室します。)

相模原市教科書センター
相模湖分室

相模湖総合事務所内

相模原市緑区与瀬896
(ＪＲ相模湖駅から徒歩５分)

6/12(金)～7/1(水)
(土日を除く)
9:00～17:00 ※6/12（金）は10:30から
(12:00～13:00は閉室します。)

(臨時会場)

南保健福祉センター

相模原市南区相模大野６-２２-１
(小田急線 相模大野駅から徒歩10分)

横須賀地区教科書センター

横須賀市教育研究所内

横須賀市久里浜6-14-3
(京浜急行線 久里浜駅徒歩10分)

相模原市教科書センター

相模原市教育委員会
学校教育課
学力保障推進班
(042)704-8918
小・中

7/1（金）は15：00まで

6/13（土）、6/14（日）、6/15（月）14:00～19:00
6/16（火）9:00～11:30
6/12(金)～6/26(金)
平日9:30～19:00／土日 9:30～17:00(最終日6/26(金)は9:30～16:30)
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中

横須賀市教育研究所
(046)836-2443

小・中・
高・特別

教科書センター名称

設置場所等

所在地

湘南地区教科書センター

湘南三浦教育事務所内

藤沢市鵠沼石上2-7-1
藤沢合同庁舎５階
（ＪＲ東海道線 藤沢駅
小田急江ノ島線 藤沢駅徒歩10分）

三浦地区教科書センター

三浦市役所

三浦市城山町１-１
(京浜急行線 三崎口駅から京浜急行バス
三崎東岡バス停下車)

第2分館

厚木市水引2-3-1
厚木合同庁舎３号館 ２階
(小田急線 本厚木駅徒歩15分)

開催日時

6/12(金)～7/1(水)(土日を除く)

9:00～17:00

6/12(金)～6/28(日)(土日を除く） 9:00～17:00

問い合わせ先
湘南三浦教育事務所
指導課
(0466)26-2111
内線513
三浦市教育委員会
(046)882-1111
内線419

展示種別
小・中・
高

小・中

県央教育事務所指導課
(046)297-3825

小・中・
高・特別

6/12（金）～7/1（水）までの14日間（土日を除く）
9:00～12:00,13:00～17:00

中教育事務所指導課
(0463)22-2711
内線4725

小・中・
高

秦野市桜町1-3-2
(小田急線 秦野駅徒歩15分)

6/18（木）～7/7（火）までの14日間（土日を除く）
9:00～12:00,13:00～17:00

秦野市教育委員会
(0463)84-2786

伊勢原市立子ども科学館内

伊勢原市田中76 伊勢原市立子ども科学館
(小田急線 伊勢原駅徒歩15分)

6/12（金)～7/2 (木）(日月を除く,7/1（水）は閉館）
9:00～12:00,13:00～17:00

足柄上地区教科書センター

県西教育事務所
足柄上指導課内

足柄上郡開成町吉田島2489-2
足柄上合同庁舎本館内
（ＪＲ線 松田駅・小田急線 新松田駅徒歩20分）

6/12（金）～7/1（水）（土日を除く）9:00～17:00

県西教育事務所
足柄上指導課
(0465)83-5111
内線523

足柄下地区教科書センター

県西教育事務所内

小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎内
（ＪＲ線 小田原駅 西口徒歩15分）

6/12（金）～7/1（水）（土日を除く）9:00～17:00

県西教育事務所指導課
(0465)32-8000
内線3413

県央地区教科書センター

県央教育事務所内

中地区教科書センター

中教育事務所内

平塚市西八幡1-3-1
平塚合同庁舎内
(ＪＲ線 平塚駅徒歩15分)

中地区教科書センター
秦野分館

秦野市役所
教育庁舎内

中地区教科書センター
伊勢原分館

6/12(金)～7/1(水)(土日を除く)
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9:00～17:00

伊勢原市教育委員会
(0463)74-5247（平日）

小・中

小・中

小・中

小・中・
高

