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１．各国の教科書制度と教育事情 

 

（１）本項目の目的 
各国の初等中等教育の教科書は，それぞれの国の制度に則り，教育事情を考慮して編

集・著作されている。そして，教科書に関わる制度や教育事情は，学校教育制度や社会経

済情勢などを反映して，国ごとにかなり異なっている。例えば，アメリカの教科書は，一

般的に大判で，ページ数も多く，ハードカバーで頑丈なため大変重い（調査した州の教科

書では一冊で 3kg もあった。）。また値段も高いが，それは，教育の地方分権が徹底してい

る国アメリカでは教育内容は各州ごとに基準が異なるため，教科書出版社は各州の基準に

漏れがないよう全てを記述しているので分量が多くなっているのであり，実際に学校で教

えるのはその一部に過ぎないこと，また，貸与制で何年にわたって何人も使用し，家には持

ち帰らないため，頑丈な作りが必要であるし，重くとも子供の負担にならないためである。 

このように，教育制度・教科書制度や教育事情を把握した上で，教科書の記述を見ない

とその国の教科書に関わる教育の実態は見えてこないのであり，単純に記述だけを比較す

るだけでは，その違いがなかなか理解できない。  

そこでこのような章を設けたのであるが，この記述は，文部科学省や(財)教科書研究セ

ンターが今まで実施してきた調査を参考に，各国の教育事情に詳しい比較教育学の専門家

に国別にとりまとめていただいたものである。  

 

（２）教科書制度と教育事情 

記述の構成は次のとおりである。  

 

（１） 教育制度 …大まかな教育制度と最近の動向について記述 

（２） 義務教育段階の教科書 …次の事柄について記述 

１） 教科書の法的位置づけ（検定等国の関与を含む。） 

２） 教科書の使われ方 

３） 採択 

４） 有償／無償，給与／貸与 

５） その他 …学力テストとの関連，ICT の利用や大学入試との関連などその国

の教育や教科書に関わる特筆すべき事項を記述  

（３） 義務教育以後の教科書 …義務教育段階の教科書と同じ観点について記述  

   

終わりに学校系統図を掲載した。なお，日本については，最近教育内容や教科書に様々

な動きがあるため，（５）として，「学習指導要領の改訂と最近の教科書をめぐる動向」を

加えた。  

また，次のページに，9 か国・地域の教育制度と教科書制度が一目でわかるよう国別教

科書制度比較対照表を掲げた。  

 

（伊勢呂裕史）  
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国別教科書制度比較対照表 

 

学校制度 

教育段階 

義
務
教
育
年
限 

初等教育教科書 

初 
 

等 

中  等 発行・検定等 供 給 

前 

期 

後 

期 

発行 検 
 

定 
認 

 

定 
採
択
の
権
限 

無

償

給

与 

無

償

貸

与 

有 
 

償 

国(

国
定) 

民 

間 

日本 ６ 
３ ３ 

９ ○ ○ 
 

教委 ○ 
６ 

アメリカ 
４～６ ３～４ ３～４ 

９～12 ○ ○ 学校 
 

○
６～８ ４～６ 

カナダ 
６～８ ４～５ 10～13 

○ ○ 
 

学校 

教委  
○

５～７ ３～４ ３～４ 11～13 

イギリス 
６ ５ 

11 ○
 

教師 
 

○
３～４ ３～５ ３～５ 

フランス ５ ４ ３ 10 
 

○
  

教師 
 

○
 

ドイツ 

４ 

又は５ 

５ ３ 

９ 

又は 10 
○ ○ 

 
学校 

 
○

６ ２～３ 

８～９ 

13 

フィンランド ９～10 ２～３ ９ 
 

○
  

学校 

教師  
○

 

韓国 ６ ３ １～３ ９ ○
   

  ○ 
  

中国 ５～６ ３～４ ２～３ ９ 
 

○ ○ 
 

省,県, 
教育行
政機関
等 

  
○

台湾 ６ ３ ３ ９ ○ ○ ○ 
 

学校 
  

○
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教科書制度 

備    考 

前期中等教育教科書 後期中等教育教科書 

発行・検定等 供 給 発行・検定等 供 給 

発行 検 
 

定 

認 
 

定 

採
択
の
権
限 

無

償

給

与 

無

償

貸

与 

有 
 

償 

発行 検 
 

定 

認 
 

定 

採
択
の
権
限 

無

償

給

与 

無

償

貸

与 

有 
 

償 

国(

国
定) 

民 

間 

国(

国
定) 

民 

間 

 
○ ○ 

 
教委 ○

   
○ ○ 教委 ○

法律により教科書の使用義務が規定

されている。 

国・私立学校では学校長採択。 

 
○ 

 
○ 学校 ○ 

  
○ ○ 学校 ○

州や学区が採択した教科書（認定）の

リストの中から，学校が必要な教科書

を購入。 

 
○ ○ 

 

学校 

教委 
○ 

  
○ ○

学校

教委
○

義務教育年限は年齢による。各州の法

律によって 5（6）歳～16 歳までと規

定されている。 

 
○ 

  
教師 ○ 

  
○ 教師 ○

独立（私立）学校の場合は，義務教育

段階も有償。 

 
○ 

  
教師 ○     ○   教師

 
○

 

前期中等教育は国が教科書費を負担。

初等教育，後期中等教育教科書は，事

実上ほぼ全地域圏で無償。ただし教科

書費の負担に全国的な基準はなく，地

域間格差がある。 

 
○ ○ 

 
学校 ○ 

  
○ ○ ○ 学校 ○

無償貸与が基本。無償制度は州によっ

て多様で，無償貸与のほかに親が負担

する額が決められている一定額負担貸

与，親の収入や就学している子どもの

数によって教科書が有償または無償と

なる一部無償給与のシステムがある。

 
○ 

  

学校 

教師 
○     ○   

学校

教師
 ○  

学習書は無償給与。後期中等段階では

教科書は貸与もされるが、各人で購入

するのが普通となっている。 

○ ○ ○ 
 

学校 ○
  

○ ○ ○
 

学校
  

○

法律により教科書の使用義務が規定
されている。 
国定教科書は，初等教育教科書の全部，
前期中等教育の国語と社会(国史)の教
科書，後期中等教育の国語，社会(国史)，
一部の一般教科及び専門教科の教科書。

 
○ ○ 

 

省，県, 
教育行
政機関
等 

  
○ 

 
○ ○

 

省,県,
教育行
政機関
等 

  
○

法律により教科書の使用義務が規定
されている。 
教育部（教育省）が指定した機関（民
間出版社，大学，教育行政機関など）
が検定の申請をすることができる。 
義務教育段階では無償給与の場合もある。

○ ○ ○ 
 

学校 
  

○ ○ ○ ○
 

学校
  

○

法律により教科書の使用義務が規定
されている。 
数学，理科の教科書に国定教科書があ
る。検定教科書と合わせたなかから学
校が採択する。 
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２．日本 

 

（１）教育制度 

初等教育・中等教育に係る学校制度は，戦後は，小学校 6 年，中学校 3 年，高等学校 3

年の６－３－３制という単線系が基本となっている。小学校 6 年と中学校 3 年の部分が義

務教育である。近年になって，中・高一貫の６年制の中等教育学校制度が創設され，徐々

に増えつつあるが，まだ一部に留まっている。なお，中・高等学校は，教科担任制である

が，小学校は，学級担任制のため，小学校の理科の不得手な教員へ対応するため，近年は

小学校と中学校の連絡を試みている市町村も見られる。（学校系統図参照）  

これらの学校は，国，地方公共団体及び学校法人のみが設置できることとなっている。

小・中学校は，ほとんどが市町村立学校であり，市町村にはその区域内の学齢児童生徒を

就学させるために必要な小・中学校を設置する義務が課されている。  

また，それぞれの学校の施設・設備，児童・生徒の学級編制，教員等の職員組織などに

ついては，国の基準や標準が法規で定められており，例えば，学級編制は，小・中・高等

学校全日制では 40 人が標準となっている。ただし，これは標準であり，都道府県によって

は 35 人や 30 人の編制とすることもできるなど，地方の実情に応じて判断できる部分が多

く認められている。  

教育課程については，文部科学大臣が公示する学校種毎の学習指導要領に基づいて各学

校が編成することとされている。学習指導要領は，総則，各教科，道徳（小・中のみ），特

別活動から構成され，履修すべき教科（科目）の目標・内容・内容の取扱いが定められて

おり，学校教育法施行規則による授業時数（単位）が記されている。学習指導要領は法的

拘束力があり，教科書についてもその範囲内で記述する必要がある。  

ちなみに，理数科目の授業時数，標準単位数（現行学習指導要領）は次のとおり。なお，

諸外国と比較する際には，小学校第 1～2 学年は「生活科」の中に，また，中学校の「技術・

家庭」，「保健体育」の保健分野の中に広い意味での理科の分野の内容が含まれており，各

国により理科の範囲が異なることに留意する必要がある。  

 

  第 1 学年  2 学年  3 学年  4 学年  5 学年  6 学年  

小学校（授業時間数）  

 算  数  114 155 150 150 150 150 

 理  科    70 90 95 95 

中学校（授業時間数）  

 数  学  105 105 105 

 理  科  105 105 80 

注：  小学校の 1 授業時間は 45 分，中学校の 1 授業時間は 50 分。  

高等学校（単位数）  

数学  数学基礎(2)，数学Ⅰ(3)，数学Ⅱ(4)，数学Ⅲ(3)，数学Ａ(2)，数学Ｂ(2)，数学Ｃ

(2)のうち，必履修科目は数学Ⅰ又は数学基礎 1 科目  

理科  理科基礎(2)，理科総合Ａ(2)，理科総合Ｂ(2)，物理Ⅰ(3)，物理Ⅱ(3)，化学Ⅰ(3)，
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化学Ⅱ(3)，生物Ⅰ(3)，生物Ⅱ(3)，地学Ⅰ(3)，地学Ⅱ(3)のうち，必履修科目は，

理科基礎，理科総合Ａ，理科総合Ｂ，物理Ⅰ，化学Ⅰ，生物Ⅰ，地学Ⅰのうちから

2 科目（理科基礎，理科総合Ａ，理科総合Ｂのうちから 1 科目以上を含むものとす

る。）  

注：  1 単位時間は 50 分，35 単位時間の授業で 1 単位，卒業するためには，必修を含め，74 単位

以上の修得が必要。  
 

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

教科書は，学校において教育課程の構成に応じて組織・排列された教科の主たる教材と

して教授の用に供せられる児童・生徒用の図書であり，学校教育法により，学校において

は，文部科学大臣の検定を経た教科書，又は文部科学省が著作の名義を有する教科書を使

用しなければならないこととなっている。  

 

２）教科書の使われ方  

学校段階や教科によって差はあるが，教科書は実際上も，主たる教材として使用されて

いる。  

(財)教科書研究センターの昨年の調査によると，「教科書だけ使う」と「教科書を主に

使う」とした教師は，算数 94％，数学 79.6％，理科では小学校 83.8％，中学校 77％とな

っている。（他の教科については，国語では，小学校 96.2％，中学校 97.2％，社会では，

小学校 70.4％，中学校 68.4％，中学校英語では 90.8％となっている。なお，前述の使われ

方以外の使い方は，「教科書とその他の教材が半々」，「教科書をところどころ使う」である。） 

なお，授業で使用する教科書以外の学習帳，問題集，解説書などの副教材は，使用する

各学校から所管の教育委員会に届け出あるいは承認が必要とされている。  

 

３）教科書検定制度  

教科書の検定とは，民間で著作・編集された図書について文部科学大臣が教科書として

適切か否かを審査し，これに合格したものを教科書として使用することを認める制度であ

り，文部科学省に置かれている教科用図書検定調査審議会で審査し，その答申に基づいて

行われている。審議会は，大学教授や小・中・高等学校の教員等から選任された委員，臨

時委員，専門委員から構成されている。審議会においては，学習指導要領及び教科用図書

検定基準に基づき，委員自らの調査に加え，文部科学省の常勤職員である教科書調査官や

専門委員から報告された調査結果を総合して適正かつ公正に審査され，適切か否かを判定

し，文部科学大臣に答申する。文部科学大臣はこの答申に基づいて合否の決定を行い，そ

の旨を申請者に通知する。  

ただし，審議会において，必要な修正を求め，その後に再度審査を行うことが適当であ

ると認める場合には，合否を保留して検定意見を通知し，申請者が検定意見に従って修正

した内容について，審議会が再度審議し，合否の決定を行うこととなる。  

教科用図書検定基準の内容は，例えば，学習指導要領に示す事項を不足なく取り上げて
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いること，学習指導要領に照らして不適切なところや児童生徒が学習する上で支障を生ず

るおそれのあるところはないこと，一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていないこと，

全体の分量・配分や相互の関連は適切であること，誤りや不正確なところや相互に矛盾し

ているところはないこと，表記は適切であって，不統一はないこと，などである。  

なお，検定は 4 年周期で行われているが，検定後であっても，誤記，誤植や客観的な事

情の変更に伴い，明白に誤りとなった事実の記載を発見したときや学習を進める上で支障

となる記載，更新することが適切な事実の記載などについては，随時文部科学大臣の承認

を受けて訂正できることになっている。  

教科書発行者は，通常，教科書に準拠した教師用指導書を作成している。これは，かっ

ては赤本と言われ，教科書の中に教師の教室での指導のポイントが赤字で記述されたもの

であったが，現在のものは，冊子だけでなく，CD-ROM も利用して，多くの関連情報や周

辺情報が記述されており，教師が授業を進める上で大変参考になるものとなっている。た

だし，価格がかなり高いため，学校の予算では一冊程度しか買えない状況と言われている。 

 

４）採択  

教科書の採択の権限は，公立学校にあっては，所管の教育委員会，国立・私立学校にあ

っては，校長である。なお，義務教育諸学校の教科書については，都道府県教育委員会が，

教員や学識経験者らから成る教科用図書選定審議会を設置して採択の対象となる教科書に

ついて調査・研究して採択権者に指導・助言・援助を行っている。また，市町村立小・中

学校の教科書については，都道府県教育委員会が市町村の意見を聞いて市・郡の単位で採

択地区（平成 20 年 1 月現在 591 地区）を設定し，地区内の教育委員会が共同して種目（教

科）ごとに同一の教科書を採択することとなっている。  

 

５）有償／無償，給与／貸与，定価  

我が国では，昭和 38 年度以来，憲法に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現する

制度として，義務教育教科書の無償給与を実施している。この制度は，次代を担う児童生

徒に対する国民全体の願いを込めて行われているものであり，同時に教育費の保護者負担

の軽減にも資している。  

教科書無償給与の対象となるのは，国・公・私立の義務教育諸学校の全児童生徒の使用

する全教科の教科書である。  

なお，教科書の定価は，小・中・高とも教科書発行者が，文部科学省が定めた種目別，

学年別の最高価格の範囲内で，申請して認可を受けることとされている。平成 20 年度使用

教科書 1 冊当たりの平均単価は，小学校 337 円，中学校 484 円，一学年当たりの教科書費

は，小学校 3,091 円，中学校 4,477 円となっている。  

 

（３）義務教育以後（高等学校）の教科書 

教科書の法的位置づけ，教科書の使われ方，教科書検定については，義務教育と同様で

ある。  

高等学校の教科書の採択については，公立高校は所管の教育委員会，国立・私立高校は

校長が行う。  
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高等学校の教科書は有償であり，平成 20 年度使用教科書の平均単価は，743 円で，一学

年当たりの教科書費は，普通科（全日制）で 5,626 円，職業科（全日制）で 6,907 円とな

っている。また，高等学校については，（４）２）で説明するような教科書発行者の指定制

度はない。  

なお，大学入試制度については，昭和 54（1979）年度から国公立大学について，共通一

次試験（5 教科 7 科目）が実施され，それまで批判されていた難問・奇問を排した良質の

出題により，高等学校段階の基礎的な学習の到達度を判定できるようになったが，その反

面，国公立大学の序列化や各大学個別の二次試験と合わせ過重負担，更には，私立大学の

難問・奇問はなくなっていないという批判を招いた。その反省や臨時教育審議会の答申も

踏まえ，平成 2 年度入試から共通一次試験に代えて，国公立大学だけでなく，私立大学も

利用できることとするとともに，利用する教科・科目や配点を各大学が自由に決定できる

大学入試センター試験が実施されることとなった。平成 22 年度入試では，すべての国公立

大学，490 私立大学，169 の公私立短期大学が利用することとなっている。また，出題は，

高等学校学習指導要領を踏まえるだけでなく，出題内容についても，すべての教科書をチ

ェックして作成している。  

 

（４）その他 

 

１）教科書の体様  

教科書の体様は，児童生徒の学習活動や身体的な発達に配慮して，負担にならない重さ，

児童生徒が見やすい文字の大きさ・形や色，書き込みをしても破れない強さ，学校の机や

鞄の大きさなどの観点から考えられているものである。また，教科書の用紙は，強度，印

刷時の再現性，目に優しい色合い，裏写りしないことなどに配慮して特別に作られるとと

もに，環境に配慮して古紙を配合した再生紙を使用している。  

体様については，かっては(社)教科書協会が，判型，ページ数，色刷り，文字の大きさ，

紙質などに関して「体様のめやす」を示し，教科書発行者がそれを遵守することにより各

発行者似通ったものとなっていたが，平成 11 年度以降は「体様のめやす」が廃止されたの

で，各発行者においては，定価の範囲内で，大判化，カラー化がなされ，最近では発展的

な学習内容のページ数増なども進めている。なお，大判化，カラー化に伴う紙質のアップ

などにより教科書が重くなり，児童生徒の身体的負担が増えたという指摘もあり，また，

過度なカラー化については疑問の声も出ている。  

 

２）教科書発行者  

義務教育諸学校の教科書は，安定的に発行する必要があることから，文部科学大臣の指

定を受けた発行者に限り発行できることとなっている。（平成 20 年度で 19 社）  

 

３）教科書供給業者  

教科書の円滑な供給のため，発行者と学校の間に，教科書・一般書籍供給会社（53 箇所），

教科書取扱書店（3435 箇所）が入って過不足なく，確実に供給されている。なお，このよ

うな体制は，諸外国には見られない我が国独自のものである。  
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（５）学習指導要領の改訂と最近の教科書をめぐる動向 

 

１）学習指導要領の改訂 
平成 10 年改訂の学習指導要領（小・中学校は平成 14 年度実施，高等学校は平成 15 年

度から学年進行で実施）は，「生きる力」をはぐくむことを理念に，既存の教科の内容や時

間を減らし，総合的な学習の時間を設けるなどの改訂を行った。しかし，学習指導要領の

中に，「○○は扱わない」，「○○にとどめる」などのいわゆる歯止め規定が多くあったため，

学習の進んでいる子供に対しても，より発展的な内容は教えられないととられるような内

容となっていた。そこで，文部科学省は，平成 14 年に大臣談話「学びのすすめ」を出し，

発展的な学習に取り組むよう促し，平成 15 年には歯止め規定の記述の見直しをする学習指

導要領の改訂を行った。  

 

その後，平成 18 年に教育基本法の改正，19 年に学校教育法の大幅な改正があり，それ

を踏まえて，社会の変化や現行学習指導要領の進行状況を考慮して平成 20 年に小・中学校

の学習指導要領の改訂を行い，小学校は平成 23 年度から，中学校は平成 24 年度から実施

することとしている（一部は移行措置として平成 21 年度から実施。理数補助教材を 21 年

3 月に作成・配布）。  

その基本的な考え方は，  

○教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ，生きる力を育成  

○知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視  

○道徳教育や体育などの充実により，豊かな心や健やかな体を育成  

であり，教育内容の改善事項としては，  

・言語活動の充実  ・理数教育の充実  ・伝統や文化に関する教育の充実  

・道徳教育の充実  ・体験活動の充実  ・外国語教育の充実  

として，教科の授業時数を増加させている。また，歯止め規定は廃止し，発展的な学習を

実施しやすくしている。  

「理数教育の充実」に関しては，  

算数・数学は，スパイラルによる指導の充実，台形の面積（小），二次方程式の解の公

式（中）などの必要な内容の充実，知識・技能を実際の場面で活用する活動などの充実， 

理科は，小・中学校を通じた内容の一貫性の重視，人の体のつくり（小），イオン，遺

伝の規則性，進化（中）など必要な内容の充実，観察・実験の結果分析や科学的な概念を

使用・説明する学習活動の充実，日常生活や社会との関連を重視 を明示した。  

授業時間については，小学校算数第 1～6 学年で 869 時間→1011 時間，理科第 3～6 学年

で 350 時間→405 時間，中学校数学 315 時間→385 時間，理科 290 時間→385 時間と増加し

ている。  

高等学校についても，平成 25 年度から実施する新学習指導要領が平成 21 年 3 月に告示

された。その中で，数学，理科の科目の種類及び必修科目については，  

数学  数学Ⅰ(3)，数学Ⅱ(4)，数学Ⅲ(5)，数学Ａ(2)，数学Ｂ(2)，数学活用(2)のう

ち，必履修科目は数学Ⅰ（2 単位まで減可）  

理科  科学と人間生活(2)，物理基礎(2)，物理(4)，化学基礎(2)，化学(4)，生物基礎
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(2)，生物(4)，地学基礎(2)，地学(4)，理科課題研究(1) 

上記の科目のうち，必履修科目は，科学と人間生活，物理基礎，化学基礎，

生物基礎及び地学基礎のうちから 2 科目（うち 1 科目は科学と人間生活とす

る。）又は物理基礎，化学基礎，生物基礎及び地学基礎のうちから 3 科目  

＊( )内は標準単位数を示している。  

となっている。  

 

２）最近の教科書をめぐる動向  

平成 14 年の「学びのすすめ」による発展的な学習を実現するため，文部科学省は，教

科用図書検定基準を改正して，教科書発行者に対し，教科書に発展的な学習内容を記述す

ることを可能にした。  

しかし，その後，各種調査や教科書発行者の要望などにおいて，発展的な学習だけでな

く，補充学習や繰り返し学習などの記述を加えることにも対応できるよう，検定基準の改

正を求める声が高まった。また，政府の教育再生懇談会は平成 20 年 12 月に教科書充実に

関する提言をまとめた。その内容は，  

・自学自習にも適した丁寧な記述，練習問題や文章量の充実，  

・発展学習・補充学習に関する記述の充実，教科書観の転換（教科書に書かれているこ

と全部を教える必要はないとする考え方），  

・実生活や実社会との関連など興味，意欲を高める記述の充実，  

という方向性のもと，教科書の中身の充実に見合うページ数が必要であり，例えば，国語，

理科，英語は 2 倍増を目指すなど教科書の充実のための条件整備を行うとした。その上で， 

・発展・補充学習の分量制限の撤廃など，教科書検定の審査基準等の見直し  

・教科書の充実に見合う教科書予算の充実  

などを提言している。  

文部科学省においては，教科用図書検定調査審議会の「教科書の改善について」の報告

に基づき，教科用図書検定基準について，  

・発展的な学習内容の量的な上限を設けない  

・補充学習や繰り返し学習等の記述の充実を図るため，「程度が低すぎるところはな

い」，「他の教科の内容と不必要に重複しているところはない」という抑制的な規定を

廃止する  

・算数・数学については，算数的活動・数学的活動を取り上げるよう規定を加える  

・理科については，日常生活や社会との関連を重視した内容について，適切な配慮が行

われるよう規定を加える  

などの改正を 3 月に行い，平成 21 年度検定から適用することとした。  

この改正は，従来の我が国の教科書（教師が教えるための教材として，基本的な事柄が

中心に記述されている薄い教科書）から，児童・生徒が自ら進んで学習するための学習材

としての性格を重視した欧米に見られるような分厚い教科書も許容するものである。現場

教員の教科書に対する要望や小・中学校については無償措置に係る予算の制約などを考慮

すると，教科書発行者も直ちに大きく変えることができるかどうかについては，不透明な

ところをなしとはしないが，今後，体様も含めて我が国の教科書観を変えるような多様な
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教科書の出現が期待できるものである。  

 

 

日本の学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省『諸外国の教育動向  2007 年度版』（明石書店，2008.8））  

 

（伊勢呂裕史） 
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３．アメリカ 

 
（１）教育制度 

学校制度は複線型ではなく，単線型であるので，州によって異なることはあっても，制

度的にはきわめてシンプルなものでわかりやすい。伝統的な学校制度である８－４制，新

たな制度として改革されてきた学校制度である５－３－４制，６－３－３制，４－４－４

制などがあり，州や学区によってその学制は異なっている。高等学校は総合制を基本とす

る。全国いずれの州・学区でも学年の表記は統一されており，学年としては，K－12 とい

う表記となる。K は幼稚園学年ということであるが，義務教育ではない。義務教育は多く

の州で 6 歳から 9 年あるいは 10 年となっている。  

就学義務も弾力的で，フリースクールのようなオールタナティブ教育施設でも義務教育

を履行することができるので，無断欠席，長期欠席や中途退学の問題はあるが，日本的な

不登校という概念はない。親は希望すればいずれの教育施設ででも教育を受けさせること

ができる。ホームスクーリングも可能である。多様な教育の提供を可能とする政策がチャ

ータースクールである。公的助成を受けながら，子供のニーズに応える学校教育の機会を

提供してきている。公立学校制度が基本であるが，私立学校も存在している。  

教育行政については，連邦政府は教育の権限を州に委譲しており，州教育委員会が教育

を所掌している。州の教育委員や教育長は公選される州もあれば，任命制となっている州

もある。しかし州にあっても多くの場合，地方の「学区教育委員会」に「教育税」の徴税

権も含めて移譲しているので，地方分権型教育行政が展開されている。  

そこで教育課程（カリキュラム）や教科書採択についても州がガイドラインを定めるこ

とがあっても基本的には「学区教育委員会」の所掌となっている。なお「学区（School 

Districts）」は市町村といった一般行政単位とは別に，学校管理のために組織された行政単

位である。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

教科書はアメリカでは”School-textbooks”と表記される。Schools は K 学年から第 12 学年

までの学校を意味し，高等教育機関は Schools とは表記されない。わが国では大学も「学

校」の定義の中に含まれていることからすれば，少し意味が違うことになる。したがっ

て”School-textbooks”とは大学などのテキストを含まない，初等・中等学校のテキスト（学

校教科書）を意味することになる。わが国の「教科用図書」という標記に相当するのかも

しれない。もちろん一般的には教科書というわけであるが。  

またアメリカ出版社協会（AAP）には学校教科書部が設けられているが，同協会の教科

書の定義をみると，「学習材（Learning Materials）」あるいは「教材（Instructional Materials）」

の一つが「学校教科書」であるという。  

 

①教科書と学習指導要領との関係  

アメリカでは学習指導要領に対応するものとして，各教科専門職団体が提案している全
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米ガイドラインあるいはナショナル・カリキュラム，各州が定めるカリキュラム基準（ス

タンダード），それぞれ学区教育委員会が定めるカリキュラム・ガイドラインがある。教科

書検定制度がないために，また連邦制度の中で連邦政府が教育内容についての権限を有し

ていないために，事前にすべての教科書がガイドラインに沿って検定される，という制度

を欠いている。後述するように教科書は自由発行制度となっているので，州で教科書を採

択するような市場の大きなところの方針に従って教科書が編集・作成される傾向がある。

後述するように州によっては自らのカリキュラム基準に合う教科書を採択するという採択

基準を設けて，教科書を統制しているところもある。しかしそれも程度問題で，民間の教

科書出版社がそうした方針にそってその「州版」の教科書を発行してくれれば問題ないの

であるが，コストの面でそうした対応をする場合は少ない。  

 

②使用義務，教科書の基準（指導要領と教科書の関連を含む），検定・認定・国定・自

由発行等  

わが国のような法定使用義務はないが，実際の授業での教科書使用度あるいは教科書依

存度は非常に高い（90％の教師が教科書に依存する授業を行っていると長い間言われてき

た）。州や学区が教育課程の基準を定めている。教科書検定制度はない。国定教科書でもな

い。教科書は自由発行制度となっており，イギリスと同様，だれでも学校教科書を出版で

きる。  

しかし問題は教科書が出版できるかどうかにあるのではなく，学校の授業でどの教科書

が使用されるかどうか，学校で使用できる教科書はどのように決められるのか，という点

にある。つまり教科書検定よりは教科書採択の制度が実体的に重大な機能を果たし，意味

を持っているということになる。  

教科書出版社は多くの州や学区で採択されるべくマーケティングを行い，販売に力を入

れている。売れていくらの世界である。教科書プライスは国や州あるいは学区が定めるの

ではなく，出版社が自由に価格設定をすることができる。もちろん市場をよく調べた上で

競争力のある価格設定が大切になる。販売を拡大するために，補助教材などのキットもの

をサービスする場合もある。50 州すべての州のカリキュラム・ガイドラインや教科書採択

基準を満たす教科書を編集することは難しいので（コスト的に），大手の出版社は大規模州

（テキサス，カリフォルニア，フロリダ，ニューヨークなど）版の教科書を編集，出版し，

州教育委員会によって採択されるよう努力することになる。コロラド州など小さな市場の

ところでは，そうした教科書を自分の州にたとえ合わなくても採択しなくてはならない。

その意味で市場が教科書を決めるという状況にあるといえる。  

 

２）教科書の使われ方  

授業では教科書は学習のガイドラインであり，カリキュラムであるといえる。しかしア

メリカの学校の教科書は一冊の教科書ですべて，という仕組みではなく，教科書に付随し

た補助教材が豊富に用意されている。加えて教師が複写して授業で利用できるサプルメン

トもある。教科書というよりは教科書セットといったほうが適切かもしれない。教師用教

科書指導書（Teachers’ Edition）と生徒用教科書，学校備え付けの補助教材・補助学習材が

教室に用意されている。  

なお小学校では基本的に学級担任制となっているため，ひとりの教員が全教科を教える
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という建前になっている。しかし美術などの教科の授業は専科の教員を雇用して（時には

非常勤雇用）授業を行わせていることも少なくない。また理科や社会などいくつかの科目

について合同授業を行うことで（ティーム・ティーチング），それぞれ教員の得意な科目を

教えるという工夫もなされている。  

小学校は８年制が基本であったが，「スプートニクショック」（1957 年）により「ソ連と

の競争に勝つためにも」理数科などの教科の学力を重視しなくてはならない，という政策

が出現するとともに，都市部などでは小学校を短縮し，教科担任制である中等学校教育を

少しでも早い段階からスタートし，専科教員による授業が可能となるよう，学校制度改革

が行われてきた。早期に中等学校教育をという要請に応えるものとしてとりわけミドル・ス

クール運動がそのことを反映したものであった。小学校は６年制，５年制，あるいは４年

制と短縮される傾向にあった。  

 

①教科書観  

教科書は主要な学習材・教材の一つであることは変わらないし，授業も教科書に依存す

るものであるという点も変わらない。生徒が教科書を学ぶという点もしかりである。しか

しアメリカはさらに教科書で学ぶという観点から多くの工夫がある。関連情報とのリンク

が張られた教科書，一人で読んでわかる教科書という配慮，など異なる考え方があること

も事実である。  

 

②教科書使用における教師の裁量  

すでに述べたように教科書の使用義務はない。しかし教科書を準備し，教科書で教える

授業が一般的である（教科書依存が 90％以上であるといわれてきた）。しかし教科書をど

のように使用するか，分量も非常に多いので，どこを扱うか・扱わないかなどはすべて教

師の裁量である。  

 

３）採択  

州や学区に教科書採択委員会が組織され，教科書採択サイクルにしたがって必要な教科

書を採択し，そのリストを公開している。委員は教師や行政官あるいは親代表からなって

いる。行政が用意した「採択基準・規則」に基づいてそれぞれの教科書を調査・吟味し，

必要に応じて教科書会社のセールスを招聘してプレゼンを行わせることもある。採択基準

の一つに当該州や学区のカリキュラム基準に適合した教科書であるか，がある。社会の教

科書ではまた当該州について適切に扱われているかが審査される。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

教科書は無償・貸与制度となっている。州や学区が採択した教科書リストの中から学校

は予算に応じて必要な教科書を必要な部数購入することになる。購入した教科書が生徒の

数が多すぎて不足するときなど，それまで使用していた教科書を棚から出して使用するこ

ともある。もちろん不足分を購入することもできる。いずれの教科書を使用するかは学

校・教師の選定に任されているのである。州や学区は 5 年から 7 年に一回，教科書を新た

に採択することになっている（採択の周期）。  

学校から貸与された生徒は教科書に氏名を記載してもらい，学年が終わるまで使用す
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る。自宅に持ち帰るのも自由であるが，汚損したりすれば弁済しないといけない場合もあ

る。そこで生徒は教科書は翌年は他の生徒が使用することを知っているので，丁寧に取り

扱うことになる。カバンに入れて持ち帰り，家庭学習や宿題を行うことになる。  

 

５）その他  

アメリカの学校教科書は，なんと言っても重い，分量・ページ数が多い，サイズが大き

い，カラフルである，写真も多い，紙質がよい，装丁もしっかりしている，といった特色

をもっている。貸与制であるので教科書に書き込むことは許されていない。教科書が重く，

丁寧な装丁になっている理由は，教科書採択基準に，貸与制の下で 5～7 年間使用できるだ

け頑丈なものであるかどうかがあるからである。  

教科書の購買予定価格といった制度ではないため，教科書出版社は教科書市場や大規模

州における教科書予算を見ながら，教科書の販売価格を定め，その範囲内でより採択され

うる質の高い教科書を編集・出版することで他社との比較優位を確保したいという経営戦

略となる。同時に，カリキュラム・ガイドラインに基づいて教科書の内容が採択委員会に

よって審査される場合，最大の問題はガイドラインに記載されている事項を教科書が扱っ

ていない，言及していないといった場合である。そうなれば採択はおぼつかない。それを

避けるために出版社は委員会に必要な事項はすべて扱っているという対照表を準備して提

出することになる。記述の内容や記述の量は別にして，事項が扱われているかどうかのチ

ェック（親指チェックと揶揄される検査）に合格すればいいのである。  

このように採択基準や採択過程が大きな影響を及ぼすことで，アメリカの教科書が厚く

なるといえる。  

結果アメリカの教科書は補助教材や補助学習材が多く用意されるけれども，教科書それ

自体に豊富な学習に必要な知識情報や学び方を支援する配慮がなされているので，生徒は

自分ひとりでも教科書で勉強できるようになっている，教科書を読めばよくわかるように

配慮されているともいえる。  

  

（３）義務教育以後（ハイスクール）の教科書 
教科書の法的位置づけ，教科書の使われ方，教科書の採択，有償／無償，給与／貸与の

制度等に関しては，義務教育段階と義務教育以降の学校の間に差はない。教育委員会が定

めるカリキュラムのガイドラインは，K 学年から第 12 学年まで通して定められているし，

公立の場合，義務教育諸学校の行政上の所管と高等学校の所管が我が国のように，市町村

教育委員会と都道府県教育委員会といったように異なっているわけではない。いずれも「学

区教育委員会」が所管している。  

高等学校の場合でも無償の貸与制度となっている。  

 

１）義務教育以後の履修システム（特に後期中等教育の履修システム・大学入試）  

アメリカでは高等学校（ハイスクール）が後期中等教育機関であるが，基本的に総合性

ハイスクールが中核であるので，多様な教科・科目が用意され，興味・関心に応じて，あ

るいは学力レベルに応じてそうした科目が選択履修される制度となっている。卒業要件も

簡潔なものであるので，単位制度でもって選択制度の実質化が図られている。カフェテリ

ア方式と呼称されるような履修システムである。したがって，物理，化学，生物，地学な
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どの科目も選択制であるので，かつて『危機に立つ国家』（1983 年）というセンセーショ

ナルな報告書が指摘していたように，15～20％程度の生徒がそうした難しい科目を選択し

ているだけであるという理科離れの問題がある。  

大学入試も個別入学試験型ではなく，SAT（Scholastic Assessment Test，数学的能力と言

語的能力を測定する進学適性検査）に代表されるような全国試験サービス会社（ETS= 

Educational Testing Service）が実施する大学進学適性試験の成績と内申書や高等学校の活動

履歴あるいは推薦書によって大学は入学者を選抜する。大学に進学を希望する生徒はほぼ

全員，いずれかの大学に入学できる。４年制大学のみならず２年制のコミュニティーカレ

ッジもあるし，２年制のカレッジを修了すると４年制の大学に容易に編入学できる。スポ

ーツ推薦入学と並んで，軍隊に入隊し，退役後大学に奨学金で進学するという道を多くの

学生が利用しているのもアメリカの特色である。  

もちろんアメリカの大学は，入学は難しくないが，卒業するのは厳しい，という一般的

理解は間違っていない。授業についていけないので，ドロップアウトする学生も多い。  

 

２）大学入試問題と教科書  

SAT は適性検査型試験であり，暗記型知識をテストするものではないので，教科書と直

接対応するわけでもない。言語や数学的能力を高める授業に役立つ教科書であることは重

要なことかもしれない。物理，化学などの科目の入学試験は行われていない。  

 

以上アメリカの教科書事情を概観してきたが，単純に描くと，アメリカの教科書は分量

も多く，よく工夫されているし，カラフルであるが，値段も高い。それは一人ひとりの生

徒が教科書を購入するのではなく，学区・学校が購入し，生徒に貸与する制度となってい

ることによる。いったん採択された教科書は 5 年から 7 年間使用されることになっている

し，過去に採択された教科書も保存され，教員は最新の教科書ばかりでなく，古い教科書

を使用してもよい。こうした厚くて重い教科書を毎日持参することは大変なので，学校の

備え付けロッカーに置いておくことが少なくない。またページ数が多いので年度内に教科

書すべての内容を扱うことも難しくなり，教科書が飛ばされるということも少なくない。

教科書は大変難しく，昔から言われてきた，「教科書を教える」のか「教科書で教える」の

か，という教育学的課題は依然として重大なイシュウであるといえる。  



Ⅱ．教科書制度と教育事情 

28 

 

 

アメリカの学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：文部科学省『諸外国の教育動向  2007 年度版』（明石書店，2008.8））  

 

（二宮 皓）  
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４．カナダ 

 

（１）教育制度 

カナダは 10 州 3 準州から構成される連邦制国家である。教育に関する権限は，各州に

委ねられており，それぞれの州に州教育省（州によって名称は異なる）が設置されている。

カナダの連邦政府には教育省が存在しないが，各州によって初等・中等教育学校制度が異

なるため，それぞれの教育担当大臣が教育に関する情報交換や相互協力を円滑に行う場と

してカナダ教育担当大臣協議会（Council of Ministers of Education, Canada）が 1967 年に組

織されている。  

カナダでは，義務教育期間は学年ではなく年齢によって定められている。義務教育の開

始年齢は，各州が法律によって規定しており，主として 5 歳もしくは 6 歳から 16 歳までで

ある。また，学校制度についても州によって異なり，８－４制，５－３－４制，６－３－

３制，７－５制など多様である。さらにカリキュラムについても各州教育省や教育委員会

によって作成されているため，それぞれ異なっている。そのため，ナショナル・カリキュ

ラムのような全国的な基準となるものはない。近年の教育改革の一環として，多くの州で

はある程度厳格な州統一カリキュラムを制定する傾向がある一方，カリキュラム開発に関

する州間連携も盛んに行われている。例えば，数学に関しては，ブリティッシュ・コロン

ビア州など 7 の州・準州の「カナダ北西部協定（Western and Northern Canadian Protocol）」

により，共通のフレームワークが策定されている。また，理科に関してはカナダ教育担当

大臣協議会により 1997 年に「幼稚園から第 12 学年までの科学の学習成果に関する共通フ

レームワーク（Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12）」が策定されてお

り，州間の理科カリキュラムの共通性が高くなっている。  

就学義務は弾力的で，ホーム・スクーリング，オンライン学校（online/virtual schools）

やオールタナティブスクールでも義務教育を受けることが可能である。無断欠席，長期欠

席や中途退学等の問題は，少年福祉や治安対策あるいは先住民政策の課題と捉えられ，学

校教育の問題と受け止められることはない。そのため，「不登校」という概念はない。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

カナダでは，教材を総称する用語として主に“learning resource”，“teaching resource”や

“teaching and learning resource”などが一般的に使用されている。これらの用語には，教科書

などの印刷物やビデオ，ソフトウエアなど電子化された形態のもの，もしくは印刷物・電

子化されたもの・その他の非印刷物のいずれかの組み合わせによって構成されている。こ

のように，教科書（ textbook）は，これら「教材」の一部を構成するものである。なお，

教科書出版社により，教科書に併せた教師用指導書も出版されている。  

 

２）教科書の使われ方  

日本とは異なり，カナダでは全ての学習活動が一冊の教科書でなされるわけではない。
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補助教材も豊富に用意されており，多様な教材を組み合わせて使用されている。カリキュ

ラムは「何を教えるか」を規定したものであり，「どう教えるか」については，教員に委ね

られている。教員は，教科書ではなく，教科書出版社の教師用指導書や州教育省のガイド

ラインを使用し，そこに記された内容を授業で扱う。そのため，教科書が使用されず，教

員が自ら準備した資料などを用いて授業が行うことも可能である。また，教科書には教え

るべき事項より多くの内容が掲載されている。州のカリキュラムに規定されている内容は

教授されるものの，教科書の内容全てが指導されるわけではない。なお，教科書は，教室

の書棚などに配置され，生徒の手の届きやすい場所で管理されており，生徒が毎日重たい

教科書を持ち帰る必要はない。  

 

３）採択  

初等・中等学校で使用される教科書は，各州教育省や教育委員会で編纂されたカリキュ

ラムに対応していることが求められており，各州教育省や教育委員会等による検定を受け

なくてはならない。検定を受けた教科書は，リストとして公開される。教科書が認定され

るための要件としては，一般的にはその内容がカリキュラムに対応していること，社会的

文脈に沿ったものであること，年齢や学年に適した内容や言葉遣いとなっていること等が

挙げられる。  

ブリティッシュ・コロンビア州の場合，州教育省もしくは学校区が教科書を含む教材に

関する検定を行い，学校ではそれら検定を受けた教材を使用することが義務づけられてい

る。検定に際して，まず出版社が教材とカリキュラムとの関連性などを説明した書類を教

育省へ提出する。それに基づき，州教育省職員がカリキュラムへの適合性を審査する。適

合していると判断された教材についてのみ，出版社は教材を提出し，教材の適合性が審査

される。そして，それらの審査を通過した教材は，評価者（検定を行う教員）による検定

を受ける。その後「推薦教材（Recommended learning resource）」としてリストに掲載され

る，という手順になっている。これら推薦を受けた教材は，それが不適格と判断されない

限り，最低 5 年間は有効である。  

オンタリオ州の場合，教科書の検定は州が任命した評価機関である CSC（Curriculum 

Services Canada）という親（保護者）によって組織された NPO が行う。その検定結果をも

とに，州教育省が認定する。認定の基準としては，教科書の内容がカリキュラムに示され

た教科内容の 85％以上と一致していること，カナダの貢献や功績などカナダの事例を多く

含んだ内容であること，カナダのスペルや度量法を使用し，語彙や例についてもカナダ人

に馴染みのある内容であることが挙げられる。また，教科書はカナダで出版されたもので，

（可能であれば）カナダ市民，永住権を有する者または居住者によって執筆，編集または

翻訳されたものでなければならない。これら認定された教科書や教材等は，リスト（The 

Trillium List）として発行される。これはインターネットで公開されており，誰もが閲覧可能

である。通常，リストには 5 年間掲載され，掲載が取り消された後も 2 年間の使用が可能で

ある。 

各学校で使用する教科書の採択については，一般的に各学校長または教育委員会が行

い，教育委員会の承認を得なくてはならない場合もある。例えばオンタリオ州の場合，学

校長が教科担当の教員との相談の上，州教育省から認定を受けた教科書のリストから選択す
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る。その使用については，教育委員会の承認が必要である。選択された教科書の注文は，教

育委員会または学校が出版社に直接行う。出版社は，その注文を受けて教育委員会や学校当

局等に直接インボイスを送る。このように教育委員会が直接教材に対する支払いを行う。な

お，リストにはない教科書についても，教育委員会から承認を受ければ使用が可能である。 

 

４）有償／無償，給与／貸与  

 一般に，教科書やその他の教材は，州教育省や教育委員会が購入し，生徒に貸与される

形態となっている。州や学校区によっては，学校が生徒から教材に対する保証金を徴収し，

返却の際に破損などがない場合には，その保証金を返還されるという保証金制度を採る場

合もある。なお，教科書によっては一年間で使い切ることができる形態のものも出版され

ている。このような教科書を使用する場合，学校区によりその判断が異なることが考えら

れるため，一般化は困難である。  

 

５）その他  

多くの州では，カリキュラムの学習の到達度を測るため，州による州統一学力テストが

実施されている。例えば，オンタリオ州では，教育の質とアカウンタビリティに関するオ

フィス（Education Quality and Accountability Office）という州教育省から独立した機関によ

って学力テストが行われている。1996 年度の第 3 学年の読解・作文・数学テストを皮切り

に，1998 年度には第 6 学年の読解・作文・数学テスト，1998 年度に第 9 学年数学テストの

実施を順次開始し，以後毎年実施されている。また，中等学校修了証書取得（卒業）要件

のひとつとして，第 10 学年を対象としたオンタリオ中等学校識字テスト（Ontario Secondary 

School Literacy Test）が行われている。これは，第 9 学年までの州統一カリキュラムの各教

科で必要とされる「リテラシー」を身につけているかどうかを測ることを目的とされてい

る。なお，このような州統一の学力テストを行っていない州（ノバスコシア州など）もあ

るが，ほとんどの州で何らかの形で州統一学力テストが実施されている。  

州統一学力テストに加え，2007 年より教育担当大臣協議会が，汎カナダ学力評価プログ

ラム（Pan-Canadian Assessment Program）という全国規模の学力テストを実施している。こ

れは，13 歳と 15 歳の生徒を対象として読解・理科・数学について行われるが，その他の

教科に関しても必要に応じて実施する余地が残されている。なお，この汎カナダ学力評価

プログラムは，あくまでも各州で実施されている学力テストを補完するものとして位置づ

けられており，教育の州自治を前提と行われている。  

教科書は，カリキュラムの教科内容と対応していることが求められていることから，以上

のような学力テストの実施は，教科書の内容にも一定の影響を及ぼしていると考えられる。 

 

（３）義務教育以後の教科書 

義務教育諸学校と高等学校の行政上の所管は，州教育省または教育委員会が所管してい

るため，教科書の法的位置づけ，教科書の使われ方，教科書の採択，有償／無償，給与／

貸与の制度等に関しては，義務教育段階と義務教育以降の学校の間に違いは見られない。 

高等教育機関への入学は，高等教育機関への進学に必要なコースで規定以上の成績を修

めて中等学校を修了すると，大学やコミュニティ・カレッジなどに入学申請をする資格を
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得ることができる。高等教育機関への進学に際しては，生徒が進学を志望する機関に対し

て成績証明書を直接送付する。ただし，オンタリオ州では，オンタリオ州大学入学申込セ

ンター（Ontario Universities’ Application Centre）に送付し，その後各大学が合否を決定す

る。なお，高校段階における理数教科の履修は，例えば，オンタリオ州の場合，中等学校

修了証書（Ontario Secondary School Diploma）を得るためには，数学 3 単位（ただし第 11

もしくは 12 学年において必ず 1 単位），科学 2 単位を含む計 18 単位を必ず履修することが

卒業の要件とされている。  

このように，カナダでは，大学入試においては日本のような筆記試験は実施されておら

ず，中等教育を修了し，進学に必要なコースについて規定以上の成績を修めていることが

重視されている。そのため，大学への入学と教科書とは直接関連していないものの，カリ

キュラムに規定された学習内容を確実に習得することが重要とされていることからも，カ

リキュラムの内容を反映した教科書の重要性は明らかと言えよう。  

 

カナダの学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（下村智子）  
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５．イギリス 

 

（１）教育制度 

イギリスは，イングランド，ウェールズ，スコットランド及び北アイルランドという 4

地域からなる連合王国であり，それぞれが独自の教育制度を持っているが，ここではイン

グランドについて説明する。  

学校制度は，初等学校 6 年（5～11 歳），中等学校 7 年（11～18 歳）を基本としている。

中等学校については，義務教育段階の 5 年間と義務教育後の 2 年間（シックスフォーム sixth 

form）に分けられる。現在，中等学校のほとんどは能力混合の総合制中等学校であるが，

選抜制のグラマースクールや非選抜制のモダンスクールが残っている地域もある。また地

域によっては，ファーストスクール（5 歳～8，9，10 歳），ミドルスクール（8～12 歳，9

～13 歳，10～14 歳）およびアッパースクールに分けられている。これら公費により維持運

営されている公立・公営学校の他に，わが国でいうところの私立学校である独立学校

（independent school）があるが，その形態は多様である。プレ・プレパラトリースクール

（～8 歳），プレパラトリースクール（8～11 もしくは 13 歳），パブリックスクール（11 も

しくは 13～18 歳）が代表的である。  

義務教育後の中等教育については，大学など高等教育機関への進学を目指すもののため

のシックスフォーム課程（独立している場合はシックスフォーム・カレッジという）に進

む場合の他，職業教育を提供する継続教育カレッジ，シックスフォームと継続教育カレッ

ジの双方の性格を備える機関としてのターシャリー・カレッジ（高等専門学校）や成人教

育機関であるコミュニティー・カレッジ（成人教育学校）に進む場合がある。  

シックスフォームに進学するためには，学校外部の試験団体（学外試験委員会）による

中等教育修了一般資格（GCSE）試験において一定の成績を収めていることが要件とされ

るのが一般的である。継続教育カレッジに進学する場合の資格要件はない。  

中央の教育行政については，2007 年に，それまでの教育技能省から初等中等教育を中心

とする「子ども・学校・家庭省」と高等教育・研究開発・技能訓練を中心とする「研究・

大学・技能省」に再編された。義務教育段階の国の教育課程の基準（ナショナル・カリキ

ュラム）は，もともと 1988 年教育改革法により創設されたが，現行では 1996 年教育法の

定める教育目標を達成するために，中央政府機関である子ども・学校・家庭省により策定

されている。同法により，地方当局（地方公共団体），学校理事会（学校の裁量権拡大策に

より各公立・公営学校に設置されている学校運営管理機関），校長も，その目標達成に努め

なければならないとされている。ナショナル・カリキュラムは，基本的に公立・公営学校

を対象としている。実際のカリキュラム開発は，政府からの付託を受けた独立の行政機関

である「資格・カリキュラム機構（QCA）」―現在、資格・カリキュラム開発機関（QCDA)

へ移行中―が行っている。ナショナル・カリキュラムは，現在は，12 の必修教科（初等学

校は 10 教科）で構成されており，それぞれ，その教科についての習熟の程度を表す到達目

標と到達目標にそった指導内容を表す学習プログラムが示されているが，学習プログラム

は，具体的な教授方法などは示すことのない大綱的なものである。またナショナル・カリ

キュラムは，各教科の配当時間等も示していない。  
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地方当局は，かつてのように学校を直接管理する役割がないなど，その役割・権限は相

対的に弱まっている。このように国の権限が強化されたと同時に，各学校の裁量権が拡大

した。教育課程については，国の基準をもとに，各学校の学校理事会が教育課程の編成を

する権限を持っている。学校理事会は親代表，地方当局代表，教職員代表，地域代表，後

援理事，校長で構成されている。2008 年からは，中等学校に導入された新しいナショナル・

カリキュラムにより教師が工夫できる自由はさらに拡大した。  

ナショナル・カリキュラムは，キーステージ 1（5～7 歳），キーステージ 2（7～11 歳），

キーステージ 3（11～14 歳），キーステージ 4（14～16 歳）という複数学年にまたがる 4

つのキーステージ（KS）段階に分けられているが，そのうち中核教科（英語，数学，理科）

については，各キーステージ段階の 終学年，すなわち 7 歳，11 歳，14 歳時に全国テス

ト（SAT あるいはナショナル・カリキュラムテストと呼ばれる）が実施され，各児童生徒

はナショナル・カリキュラムに示される到達レベル（レベル 1～8 および例外レベル）にも

とづいて評価を受ける。児童・生徒の標準の到達レベルは，7 歳でレベル 2，11 歳でレベ

ル 4，14 歳でレベル 5，6 が期待されている。全国テストとともに教員よる評価も行われ，

双方の結果についての，全国平均，地方の平均，学校別の平均が公表されている。なお，

2009 年度からは，14 歳時の全国テスト実施は義務でなくなる。  

義務教育の 終段階である 16 歳時には，ナショナル・カリキュラムの全国テストは行

われず，児童生徒は中等教育修了一般資格試験（General Certificate of Secondary Education:  

GCSE 試験）や職業資格試験など外部の試験団体による教科ごとの資格試験を受ける。し

たがって，キーステージ 4（14～16 歳の段階）の授業では，これらの外部試験に対応した

科目の学習が中心となる。そもそもイギリスでは，各学校段階で課程修了者に対して，修

了証もしくは卒業証書を出すという制度はなく，中等学校では，生徒は，このような学校

外部の試験団体による試験を科目ごとに受験し資格（A´～G8 段階の評定評価：G に達しな

い場合は不合格）を取得するのである。  

大学入学のためには，シックスフォーム在学時（17，18 歳時）に受ける，外部の試験団

体による  一般教育資格上級レベル試験（General Certificate of Education-Advanced level:  

GCE・A レベル試験―もともとは 16 歳時に受ける一般教育資格普通レベル試験［GCE・O

レベル試験］と 18 歳時に受ける GCE・A レベル試験に分かれていたものが，GCE・O レ

ベル試験は前述の GCSE 試験に統合され，GCE・A レベル試験のみが残ったのでこのよう

に呼ぶ）で，各大学により定められた科目に合格（通常 3 科目程度：評定評価は A～E ま

での 5 段階が合格であるが大学によっては上位の評定評価を要求する）することが要件と

なっている。大学入試選抜は，GCE・A レベル試験の各科目の結果，願書による書類選考，

さらに大学によっては面接試験により行われる。シックスフォームでは，GCE・A レベル

試験に対応した科目の履修が中心となる。1 年目には，前期上級レベル（AS）を 5 科目程

度履修し，2 年目には A2 レベルを希望専攻に合わせ 3 科目程度履修する。なお GCE・A

レベル試験には，職業準備としての応用 A レベル科目も用意されており，就職準備だけで

なく大学入学資格要件としても活用できる。  

なお，理数教科については，義務教育段階（5～16 歳）では，すべて必修である。初等

学校段階では，全科担任制であるが，中等学校では，教科担任制となっている。後期中等

学校段階であるシックスフォーム（17，18 歳時）では，必修教科は，宗教教育のみであり，
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理数教科を履修する必要はない。GCE・A レベル試験で理数教科を受験するのは，理系の

大学に進学を希望する学生が多く，心理学，経済学を希望する以外の文系の学生が受験す

ることは多くない。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

教科書は，自由発行であり，民間会社によって発行されている。1988 年教育改革法によ

り創設された教育課程の全国基準（ナショナル・カリキュラム）の導入以降は，それに準

拠した教科書がつくられるようになったが，現在においても多様な教科書が発行されてい

る。教員は，必ずしも，ナショナル・カリキュラムに準拠した教科書を使用する必要はな

い。また，全国初等教育水準向上策により，英語の読み書き能力（リテラシー）および数

学力（ヌメラシー）を向上させる学習プログラムが中央政府から出されており，それに準

拠した教科書も出版されている。数学，英語以外については，ナショナル・カリキュラム

の学習プログラムを教師が実践する手助けとなる学習計画（the schemes of work）が中央政

府から示されているが，それに準拠している教科書もある。また，キーステージ 4（14～

16 歳の段階）やシックスフォーム（17，18 歳時）では，GCSE 試験や GCE・A レベル試験

のために学校外部の試験団体が科目ごと出している試験詳述書（specification）に示される

内容に準拠した教科書が出版されている。  

教科書は主たる教材であるが，教科書以外にも，ドリル式のスキルブック，コピー可能な

問題練習用ワークシートなど多様な教材が用意されている。科目によっては，ビックブック

（生徒が使うものを，およそ縦 50cm×横 30cm に拡大したもの）が用意されることもある。 

教科書によっては，それに対応した教師用指導書が，同じ出版社から出されている。バ

インダー形式になっていることが多く，年間計画や各回の授業案が提示されているが，我

が国のそれのように詳細なものとはいえない。  

 

２）教科書の使われ方  

どのような教科書・教材を使うのか，またどのような教育方法を導入するかについては，

基本的には各教師に任されている。すなわち，ナショナル・カリキュラムに直接的に準拠し

ていない教科書であっても，ナショナル・カリキュラムの定める到達目標や学習プログラム

に沿うかたちの授業が実践されればそれでよい。基本的に教科書を教室外で使用することは

ない。すなわち児童・生徒が教科書を家に持ち帰って使用することはない。したがって，教

科書は教師の指導のもとにおいてのみ使われることが前提となって作られているといえる。 

イギリスでは，以前から，教師の専門性という観点により，決められた教材をそのまま

使うのではなく，各地域，各学校そして各教室において，それぞれの状況の中で教師が教

材に工夫を加えるという文化があったが，作成する出版社側は，教師が簡単にそのまま使

えるものを提供することに主眼を置いているようである。例えばそのままコピーをして授

業の中で利用可能なワークシートが多数用意されている。  

それでも特に中等学校の多くの教科においては，多様な教材がある中で，いわゆる教科

書が中心的に使用されて授業が進められることが多い。能力混合の学級が前提である初等
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学校においては，英語，数学などでは能力別グループ学習が取り入られることが多く，授

業内で複数の種類の教科書が使用されることもある。教科書が貸与制であり教室に備え付

けであることから，教室には以前に購入した教科書も残っており，それらが同時に活用さ

れることもある。また，多様な能力の生徒に対応するために，例えば，同一学年でも，よ

り優秀な（more able）生徒（上位 20％くらい）に対応した教科書や平均以下（less able）

の生徒に対応した教科書を作っている出版社もあり，それらが活用されることもある。  

能力混合である総合制中等学校においても，科目別能力別学級編成を敷く場合は，英語，

数学でも同一授業内で単一の教科書が使われることになる。  

また，初等学校において，トピックを中心とした総合学習をする場合，教師の工夫によ

り様々な教材が使われる。  

 

３）採択  

授業を担当する教師が，校長や教科の責任者との相談の上で，どの教科書を使用するか

を決定する。各出版社は全国的な展示会や各地域の展示会，あるいは各学校へ出向いてデ

モンストレーションする。教師はそれらを見てどの教科書を採択するかを決める。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

公費によって維持運営されている公立・公営の義務教育学校では，教科書は無償貸与制

となっている。原則的には，教室に備え付けられており，家に持ち帰ることはない。ただ

し中等学校の場合，特に GCSE 試験など外部試験のための準備が必要になる 14 歳以降で

は，貸与されて家庭に持ち帰るか，または個人で別個に購入することもある。日本の私立

学校に相当する独立学校の場合は，義務教育段階でも有償である。  

 

５）その他  

イギリスの教科書は，写真がふんだんに活用されたカラフルな体裁のものもあれば，白

黒のワークブックのようなものもあり多様である。貸与制であることから，児童生徒が教

科書に書き込むことは許されない。  

教科書は，基本的に教室内でのみ使うこと，すなわち教師の指導の下で使うことを前提

として作られているので，基本的には児童・生徒の自学自習を想定していない。  

教科書は出版社の編集者が企画し，教員経験のある執筆者がグループで執筆することが

一般的である。  

教材の一部が電子化される傾向が目立ってきている。例えば，テキスト全文と課題や画

像，映像資料がつけられた CD-ROM が教科書とセットになっているものがある。これは，

インタラクティブ・ホワイトボード（いわゆる電子黒板）が各学校に急速に普及したこと

とも関係している。インタラクティブ・ホワイトボードは，パソコンからの画面を映し出

すとともに，ボード上をタッチすることで操作ができる。教科書のテキスト全文が

CD-ROM に入っていることにより，教室の中でホワイトボードにそれを映しながら授業を

すすめることができる。また，インターネットを利用して教材を学校に供給する会社もで

てきている。これにより，例えば初等学校などでトピック学習を行う場合，多様な教材が

必要であることに対応できるサービスが提供されている。  
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（３）義務教育以後の教科書 

シックスフォームにおいては，外部試験の科目を対象とした授業が行われる場合が多

い。教科書を用いる場合は，それらの試験に対応したものが使われる。ただしそれは，必

ずしも試験団体に特定された単一の教科書を使用するということではない。試験団体によ

っては，試験準備のための学習に有効な推奨図書のリストを公表している。したがって教

師は，それらも参考にしつつ必要に応じて教科書やドリルを選定することになる。  

授業で教科書を使用する場合は，生徒負担となる。ただし，16～18 歳の生徒が勉学を続

ける場合は，一定範囲内の収入の家庭の場合，週に£30（約 4,100 円）1 の範囲で政府から

教育継続手当 Education Maintenance Allowance（EMA）を本人が受け，教科書代などに当

てることができる。義務教育段階のものとは違い，生徒負担で購入されていることから，

生徒は教科書を家に持ち帰ることができる。  

 

【注】  

1．  日本円は平成 21 年 2 月 20 日の為替相場を参考に、£1＝138 円で換算した。  

 

 

イギリスの学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省『諸外国の初等中等教育』2002 年をもとに筆者作成）  

 

（新井浅浩）  
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６．フランス 

 

（１）教育制度 

フランスの学校制度は，段階別に見ると，就学前教育は 2 歳から 5 歳までの保育学校（幼

稚園），初等教育は小学校（５年制），中等教育は前期が中学校（コレージュ，４年制），後

期が高校（リセ，３年制），高等教育は大学，グランゼコールなどから構成される。次に，

系統別に見ると，前期中等教育までは単線型であるが，後期中等教育の高校では，普通教

育と職業教育に分かれ，これとは別に見習い技能者養成センターのルートもある。高校の

普通教育は第 2 学年から文学系，社会科学系，科学系の各コースに分かれる。また，高等

教育では，大学のほかに，エリートコースとして知られるグランゼコールがあり，二元化

されている。  

このうち，義務教育は，6 歳以上 16 歳未満の 10 年間である。この年齢を各学校の標準

修業年限と重ねると，小学校から中学校を経て高校の第 1 学年までが義務教育期間に相当

する。ただし，フランスの場合，落第・飛び級があるため，実際の年齢と学年は必ずしも

対応していない。また，保育学校から大学まで公教育は無償である。  

フランスは資格社会であり，学校段階と資格水準が対応するなど，学校と資格は制度的

に密接に結びついている。中学校卒業時の修了資格（DNB）が最初の公的資格であり，有

名なバカロレアは高校の修了証書兼大学入学資格である。また職業教育系統でも，職業教

育免状（BEP）などの職業資格の取得により卒業する仕組みになっている。  

フランスは，わが国と同様に，伝統的に中央集権的な行政制度をとってきた。教育行政

も例外ではない。地方自治体は，地域圏（26），県（101），市町村（約 36,800）の 3 つの

段階があるが，各段階に国の出先機関として，大学区総長，大学区視学官，国民教育視学

官が置かれる。高校については地域圏が設置･維持に当たり，大学区総長が監督の権限を有

する。同様に，中学校については，県が設置し，大学区視学官が監督に当たり，小学校に

ついては，市町村が設置し，国民教育視学官が監督に当たる構造になっている。  

国民教育省は，わが国と同様に，全国的な教育課程の基準として，学習指導要領

（programme）を定めている。学習指導要領では，学習期（教育課程のまとまり）ごとに，

教科別の到達目標を設定している。  

教育財政についても国主体の構造は同様である。国は公立学校にかかわる経費のうち，

国家公務員である教職員の給与全額を負担し，教科書そのほかの教材費についても多くを

補助している。一方，地方自治体は学校の建築費，改築費，設備費という物的要素を中心

に負担している。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

日仏の教育行政制度はともに中央集権的であるが，教科書制度については対照的であ

る。わが国の場合，周知の通り，教科書に関する法規定が少なくないのに対し，フランス

の教科書制度は次の 3 つの自由，すなわち，出版社の教科書発行の自由，学校の教科書選



Ⅱ．教科書制度と教育事情 

39 

択の自由，教員の教科書使用の自由を特徴とする。  

教科書の編集は公権力から独立した私的なものとしてとらえられている。したがって，

検定制はなく，出版社は自由に発行することができる。わが国の場合，検定制により，何

が教科書であり何が教科書でないかははっきりと分けられるが，フランスの場合は必ずし

もそうではない。一般には，出版社の自由は学習指導要領の枠内での自由であると解され

るが，教科書が学習指導要領に則っていることを公的機関が保障する仕組みはない。  

近年の改革では，2005 年の学校基本計画法の成立により，義務教育段階において，すべ

ての児童生徒に共通に保障すべき内容が「知識技能の共通基礎」として定められた。具体

的には，①フランス語の習得 ② 1 つの現代外国語の実用 ③数学の基本的要素の習得及び

科学的・技術的教養 ④情報・通信に関する日常的な技術の習得 ⑤人文的教養 ⑥社会的公

民的技能 ⑦自律性及び自発性の 7 つの柱から構成される。小学校については，2008 年 9

月の新学期からこの「共通基礎」に対応した新しい学習指導要領が施行されている。  

 

２）教科書の使われ方  

フランスの教科書制度の最も大きな特徴の一つが，教員の教科書使用の自由である。わ

が国の教科書使用義務とは対照的である。学習指導要領に定める内容は教えられなければ

ならない。しかし，そのための教材の選択は教員の自由である。したがって，教科書を使

用しても使用しなくてもよいということになる。この自由について象徴的なことは，学習

指導要領に定める教科であっても，教科書がない場合があることである。たとえば，音楽，

美術，体育には義務教育諸学校であっても，教科書がない。  

フランス国民教育省中央視学局は，全国調査に基づく報告書『教科書』（Inspection générale 

de l’éducation nationale, Le manuel scolaire, La documentation française,1998）をまとめている。

同調査は，小学校 1000 校以上，中学校と高校それぞれ 500 校以上を対象に実施されたもの

である。10 年前の調査になるが，現在も同様と考えられる。それによると，小学校の教科

書使用の実態は次の通り多様である。  

「教科書は４分の３の授業で机の上に置かれている。しかし，絶えず用いられているの

は４分の１の授業のみである。教科書等のコピーが３分の２の授業で児童に配布され，教

科書と最も頻繁に組み合わされている。しかし，５分の１を超える授業では教科書はなく，

コピーが唯一の使用教材であった。」  

一方，中学校の数学の授業での使用の実態は次の通りである。  

「中学校のすべての生徒が数学の教科書を持っているとしても，それを利用するものは

少ない。授業を通して教科書を使用する教員は非常に少なく（12.5％），３分の１の授業で

は副次的に用いられている。数学の教科書は，現実には，教員が活用する練習問題集であ

る。授業において知識の説明を参照したのは観察した授業の 13％に過ぎない。生徒は家庭

で教科書を利用するよう指導されているが（64％の場合），通常は練習問題を指示し，知識

の学習を勧めるのは非常にまれである（16％）。」  

一方，中学校の生命・地球科学の授業での使用の実態は次の通りである。  

「中学校において教科書の役割がもっとも弱いのは間違いなくこの教科である。中学校

第 1 学年では 30％，第 2 学年では 20％しか机の上に置かれておらず，その利用は常に副次

的である。実際の教材は教員が作成する。教科書等のコピーは第 1 及び第 2 学年の 85％の
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授業で用いられている（練習問題，補助教材等）。OHP は，視聴覚機器と同様に，通常用

いられており，さらに，実物や観察･分析の学習教材もこの教科の教育の通例の一つである。 

教科書が用いられる場合，それは，まず，それが提示する資料，練習問題のためである。」 

なお，わが国と同様の教師用指導書も教科書ごとに発行されている。  

 

３）採択  

教員には教育方法の自由が保障されている。その具体的な形が，教科書の選択の自由で

ある。教科書は学校ごとに教員により，正確には教員集団により選択される。このため，

わが国のような教育委員会の教科書採択権はない。むしろ教科書選択について教育行政が

関与することは原則としてない。  

中等教育機関における教科書選択に関する現行法令は 1939 年 7 月 24 日付省令である。

小学校に関しては関係法令は明らかではないが，各学習期の教員集団による選択が一般的

である。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

教科書の無償制についてもわが国のように制度的に明確であるとは言い難い。教科書も

含まれる学用品，教材等の予算については学校の設置・管理運営主体である地方自治体か

ら支出される。まず，小学校の場合，実態としては，設置主体である市町村が教科書の購

入費を支出している。ただし，市町村に教科書を購入する義務を課す法令はない。次に，

中学校については，教科書の無償制が確立している。1975 年のアビ法の適用による 1977

年政令により，「中学校及び特殊教育学校における教科書の供給」は国の責任である「教育

費」の中に位置づけられた。現行法規（教育法典第 D.211-15 条）の規定に基づき，設置者

である県に交付される特定国庫補助金を主たる財源として，各校が教科書を購入する。  

また，教科書は，わが国のような給付制ではなく，貸与制である。したがって，教科書

は学校のものであり，使い終わった教科書が児童生徒の家庭に残ることもない。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

高校の教科書制度については基本的に義務教育諸学校と同じであるため，次の 2 点につ

いてのみ記述する。  

 

１）教科書の使われ方  

先に引いた中央視学局報告書によると，高校での教科書使用の実態は次の通りである。 

「ほとんどの生徒が教科書を持っているとしても，その使用は中学校よりも非常に断続

的である。数学では，教科書の「知識」の部分は観察した授業の 10％でしか使用されてい

ない。同様に，練習問題以外で，家庭において教科書から学習することもほとんど勧めら

れていない。しばしば教員は，カード，活動，問題を提示するために他の教科書を利用す

る。数学では，教科書は生徒にとって参考資料としてみなされていない。物理と化学にお

いても，授業の進行では教科書は用いられず，主に授業及び家庭での練習問題集として用

いられている。知識の学習におけるその役割は弱いように見える。生命・地球科学におい

ても同様に，教科書は，基本的にそれが提示する資料集として活用されている。」  
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２）有償／無償，給与／貸与  

高校については，有償制がとられてきたが，1998 年から一部の地域圏から独自の財源に

よる無償化措置が採られ始め，現在では 1 つの地域圏を除くほぼ全地域圏で無償となって

いる。有償の場合，教科書は生徒個人の持ち物となる。小学校と高校では無償化の全国的

な基準はなく，設置主体（小学校であれば市町村，高校であれば地域圏）の予算から支出

されるため，その額や支出方式は多様であり，地域間格差が見られる。  

 

 

フランスの学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省『諸外国の教育の動き 2007 年度版』（明石書店，2008.8）） 

 

（藤井穂高）  
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７．ドイツ 

 

（１）教育制度 

ドイツ（ドイツ連邦共和国）は，16 州から構成される連邦国家である。教育に関する基

本的な権限は各州が有しており，それぞれの州に文部省（名称は州により異なる）が設け

られ，教育政策を立案・実施している。州による学校制度や教育政策の違いを調整する機

関として，各州文部大臣会議が常設されており，そこでの協定や決議を通して，基本的な

枠組が確保されている。連邦政府には教育研究省が設けられているが，その権限は高等教

育や学術研究など一部に限られており，初等中等教育に関する権限はほとんど有していな

い。  

各州文部大臣会議は，IEA による「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」，OECD の

「生徒の学習到達度調査（PISA）」の結果等を受けて，学校教育の質の向上のための措置

に取り組んでいるが，その一つに「教育スタンダード（Bildungsstandards）」の設定がある。

各州文部大臣会議は，2003 年 10 月に中級修了証（第 10 学年）のためのドイツ語，数学，

第一外国語（英語／フランス語），2004 年 10 月にハウプトシューレ修了証のためのドイツ

語，数学，第一外国語（英語／フランス語），基礎学校（第 4 学年）のためのドイツ語，数

学，2004 年 12 月に中級修了証（第 10 学年）のための生物，化学，物理の教育スタンダー

ドを決議した。  

これらの教育スタンダードは，各州の学習指導要領の目標・内容に影響するものであり，

また教科書の検定に際しては学習指導要領の目標・内容に一致していることが求められて

いることから，教科書の内容にも一定の影響を及ぼすものと思われる。  

義務教育の開始年齢や年限は，各州が法律で規定している。開始年齢はすべての州で満

6 歳であり，年限は多くの州で 9 年（ベルリン，ブランデンブルク，ブレーメン，ノルト

ライン・ヴェストファーレンの 4 州は 10 年）となっている。  

各州の学校制度は，初等教育段階は４年制の基礎学校（Grundschule）で，それに続く中

等学校が生徒の能力・適性に応じて５年制のハウプトシューレ（基幹学校，Hauptschule），

６年制の実科学校（Realschule），８年制または９年制のギムナジウム（Gymnasium）に分

かれる，いわゆる三分岐型の制度が基本となっている。しかし，一部の州では基礎学校が

６年制（ベルリンとブランデンブルクの 2 州）である，一部の州・地域では 3 つの種類の

中等学校の区分をなくした総合制学校（Gesamtschule）が設けられている，ハウプトシュ

ーレと実科学校の両方の課程を有する学校（名称は中間学校（Mittelschule），通常学校

（Regelschule），中等学校（Sekundarschule），地域学校（Reginalschule）など）が設けられ

ているなどの違いがある。  

前期中等教育の最初の 2 学年（第 5・6 学年）は，適切な進路選択を可能にするための

観察指導段階（名称は州により異なる）とされている。  

ギムナジウムは伝統的に，大学進学希望者が主として就学する第 5 学年から第 13 学年

までの９年制の学校であったが，ほとんどの州で８年制への移行が進められている。ギム

ナジウムの最終 3 学年（2 学年）はギムナジウム上級段階（gymnasiale Oberstufe）とされ，

選択制による履修が導入されている。それぞれの教科について基礎的な水準の学習を行う
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基礎コース（Grundkurs）と専門的な学習を行い授業時数も多い重点コース（Leistungkurs）

が提供され，生徒は重点コース（教科）を少なくとも二つ履修するが，そのうちの一つは

ドイツ語，外国語，数学，自然科学科目（物理，化学，生物）のいずれかでなければなら

ないとされている。ギムナジウムの修了に当たって，この重点コース（教科）二つを含む

四つのコース（教科）の試験（アビトゥア試験と呼ばれ，通常，三教科は記述式の筆記試

験，一教科は口述試験）が行われる。試験の問題については，従来，各ギムナジウムが作

成して州文部省の承認を得るという州が多かったが，現在ではほとんどの州で州文部省が

統一的に作成している。この試験の成績と，基礎コース（教科）と重点コース（教科）の

平常の成績（6 段階評価を 0～15 点に換算）とが総合判定され，合格者に，ギムナジウム

の修了資格であると同時に大学入学資格であるアビトゥアがギムナジウムごとに設けられ

ている試験委員会（学校監督庁から委員長として委託された者（視学官等），校長，教員に

より構成）から授与される。（各州は，ギムナジウム上級段階における履修について協定を

結んでいる。2008 年 10 月にこの協定（「中等段階Ⅱにおけるギムナジウム上級段階の形成

に関する協定」）が改訂され，従来よりも規定を簡略にし，詳細を州に委ねるという方向が

示された。）  

アビトゥア試験の筆記試験は論述式であるが，試験対策用の問題集が公刊されている。

また，各州文部大臣会議はアビトゥア試験の教科ごとにその水準や内容について統一的試

験基準（EPA，法的拘束力はない）を定めているが，そこには問題例も示されている。  

アビトゥアを取得すると，希望する大学の専攻の入学定員を志願者数が上回らない限

り，入学手続きをとるだけで（無試験で）大学に入学することができる。志願者が入学定

員を上回る専攻については，入学制限が行われ，アビトゥアの点数やアビトゥア取得後の

期間（待機期間）に基づき，中央学籍配分機関（ZVS）による入学者の選考と配分が行わ

れる。中央学籍配分機関による選考と配分は，従来，アビトゥアの点数と待機期間により

行われており，大学が入学者の選考に関与することはなかったが，現在は，入学制限が行

われている専攻（生物学，医学，薬学，心理学，獣医学，歯学）について，入学定員の 20％

がアビトゥアの点数，同じく 20％が待機期間，60％が大学による選考により，入学者が決

定されている。  

なお，基礎学校は学級担任制であるが，中等教育段階のハウプトシューレ，実科学校，

ギムナジウム等では，教科担任制がとられている。  

また，ドイツの学校は，伝統的に，昼過ぎには授業が終わる「半日学校（Halbtagsschule）」

が一般的であったが，OECD の生徒の学習到達度調査（PISA）の結果が不振であったこと

などから，午後遅くまで在校時間を延ばして補習や課外活動などを行う「全日学校

（Ganztagsschule）」の導入が，連邦教育研究省のイニシアチブにより進められている。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

教科書について，法令上の定義がみられる州とみられない州がある。例えば，バーデン・

ヴュルテンベルク州の教科書認可規程は，「ある特定の学校種やある特定の学校形態の教科

カリキュラムを，その目的と内容に応じて実施するために用いる，児童生徒用の印刷物」
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と定義し，ニーダーザクセン州文部省の教科書の認可，採択，使用に関する通達（Erlass）

は，「本通達における教科書とは，授業において長期間主要教材として使用される，授業目

的のための特定の生徒用印刷物」と規定している。  

各州の文部省により教科書の検定制度がとられている。検定は，州により若干の違いは

あるが，およそ，発行者から州文部省への申請，州文部省による外部の調査員（通常 2～3

名の教員）への審査委託，調査員による審査の実施と意見書の作成・提出，州文部省によ

る決定というプロセスをたどる。審査の基準は，各州の文部省が法令で定めており，①憲

法や法令に違反していないこと，②学習指導要領に示された目標・内容に一致しているこ

と，③学問の水準に即したものであること，④生徒の年齢に即したものであること，など

である。  

なお，出版社は教科書だけでなく，それに対応する教師用指導書，ワークブック等も刊

行している。教師用指導書の使用は，教員それぞれに任されている。  

 

２）教科書の使われ方  

各州は，直接的に教科書の使用義務について法令で規定していない。ただし，教科書の

定義についての条文に「授業において長期間主要教材として使用される」（ニーダーザクセ

ン州通達）という文言がみられる場合がある。  

教科書が家に持ち帰られるか，教室に置かれているかは，ケースバイケースである。ま

た，以前に使用されていた教科書，教師宛に見本として送られてきた複数の出版社の教科

書が教室に置かれている場合もある。授業では，教科書が主として使われる，教師の作成

した課題プリントが主として使われる，教室に備えられた書籍や資料が使われるなど，多

様な方法がとられている。  

 

３）採択  

各州の文部省による検定を経た教科書は，州文部省が作成する教科書リストに自動的に

掲載され，そのリストの中から，各学校が採択する教科書を決定する。各学校における決

定は，当該教科の担当教員により構成される教科教員会議，全教員により構成される全体

会議で行われるが，教科教員会議の決定に基づき，教員の全体会議で決定するという州が

多いようである。教科教員会議は，州文部省が公表する教科書リストの中から採択を希望

する教科書を決定し，校長を通じて全体会議に提案し，全体会議が最終的な決定を行う。

地方教育行政機関（学校監督庁）が教科書の採択に関与することはない。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

教科書の無償貸与制度が基本である。第二次大戦後の紙不足の頃から，教科書は貸与さ

れてきた。教科書無償制度は，州により，その種類，範囲，手続きが多様であるが，①無

償貸与（ Lernmittelausleihe），②一定額負担貸与（ Pauschalsystem），③一部無償給与

（Bonus-system，Zuschuss-System）という 3 つに類型化される。  

無償貸与においては，すべての生徒及び学校種類について教材が親の負担なしで貸与さ

れる「純粋な」貸与と，例外を含む貸与とが区別される。なお，教科書無償ではなく，教

材無償（Lernmittelfreiheit）とされているが，教材（Lernmittel）の範囲も，バイエルン州
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では主として教科書であるのに対し，他のほとんどの州ではワークブック，事典なども含

んでいるなどの違いがある。  

一定額負担貸与においては，親が負担する一定額が定められている。親が調達した教材

は所有され，それ以外は貸与される。このシステムでは，親が負担する割合を定める方式

と，親が負担する額（生徒一人当たりの額）を定める方式がある。  

一部無償給与においては，教科書は親が自ら購入するか，与えられるかし，貸与は行わ

れない。給与の基準は，親の収入，就学している子どもの数などである。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

義務教育以後の教科書の法的位置づけ，使われ方，有償／無償，給与／貸与については，

義務教育段階のそれと違いはない。ただし，教科書の採択について，州により，一部の教

科について，検定を義務づけていない場合，一括して認可を行っている場合がある。  
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ドイツの学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省『諸外国の教育の動き 2007 年度版』（明石書店，2008.8）） 

 

（長島啓記）  
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８．フィンランド 

 

（１）教育制度 

かつてフィンランドは極めて複雑な学校体系を持っていたが，能力はあっても中等教

育を受けることができないということが国家的な損失であると指摘されていた。そこで，

第２次大戦後，教育機会均等を実現すべく各種改革委員会を発足し検討を続けていたが，

そのなかで戦後の日本の６－３制の改革が最も注目されるところとなった。  

そして 1968 年の国会の決定により，7 歳就学６－３制の総合制基礎学校（ペルスコウ

ル）が，1972～75 年，全土に設立され，1999 年から９年一貫制となっている。なお能力

別編成は 1985 年から廃止されている。  

就学前教育は 2000 年から各地方自治体が 6 歳児に対し 100％の席を用意すべきことが

義務付けられたが，受ける側は義務ではないので，今日 97％の子供が保育所と就学前学

級で受けている。  

基礎学校には任意の第 10 学年も用意されているが，第 9 学年で修了し，98％の者が，

高等学校と職業学校に進学する。そして後者の場合でも高等教育機関に進学の道が開かれ

ており，OECD の調べによっても，高等教育進学率は 73％と極めて高い。  

なお，基礎学校低学年（第 1～6 学年）の場合，当初から学級担任制をしてきたが，

1996 年に始まった国の教育庁による全国規模の理数科教育向上のための LUMA プログラ

ムで教科担任制を実施した。PISA 調査で優秀な成績をおさめたことが教科担任制とも関

ることとも推測され，学級担任制を堅持しつつ，高学年（第 7～9 学年）の理数科専門教

師が低学年の授業を受け持つことがごく普通となっている。  

また，この国のあらゆる段階の教師の基礎資格として修士号が要件とされていること

をもふれておく必要があろう。  

教育行政については，1991 年，北欧の教育・学術・文化の協力機構である北欧閣僚評

議会の申し合わせで，教育における地方分権化の徹底が計られることになり，具体的に翌

年から視学制度の廃止，教科書検定制度の廃止となって実現し，各学校，教師の自由裁量

権の拡大をみたのであった  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ 

 

①主たる教材なのか／教材の中の一部なのか 

検定制度が廃止されたといっても，教科書（オッピキルヤ）が，国の教育庁によって

作成され告示される学習指導要領に準拠して作成されることに変わりはない。各地方自治

体では，国の学習指導要領に基づいて地方の独自性を強調したカリキュラムを作成し，こ

れを参考にして教師が授業を行っている。  

なおこの国では約 6％のスウェーデン系住民，約 1 万人のサーミ人に対しても，それぞ

れの学習指導要領で対応していることを付記しておく必要があろう。  
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ところで教育における地方分権化の促進，各学校と教師の裁量権の拡大は，1994 年の

改訂された『基礎学校学習指導要領』によってそれが文字通り指針に留まることによっ

て，教科書を大きく変えさせるところとなった。すなわち，科学アカデミーの Kansanen

教授らがかねて主張していた「教師中心」のものから「生徒中心」のものへと移る契機と

なったのであった。そしてこの流れは 2004 年に現行の指導要領が告示され，各教科の目

標が細かく示された上，指導上の留意点等が詳細に記されるところとなった今も変ってい

ない。  

さて教科書は，教科書（基礎本），書き込みができる学習書，CD-ROM 版，教師用指

導書，参考資料・統計，その他コンピュータ利用手引書等がセット教材として一組のもの

となっており，かつ教科書は中核教材と位置づけられている。  

 

②使用義務，教科書の基準（指導要領と教科書の関連を含む），検定・認定・国定・

自由発行等 

法的使用義務はないが，教科書を使用しない教師はまずいないし，そうしたことは考

えられない。それは平等化が目ざされているこの国において，学習指導要領に準拠して作

成されている教科書が，学力水準維持の尺度，手段とされているからである。  

すでにふれたように，この国では，教科書は，自由発行制度をとっており，Otava 社，

WSOY 社等の大手出版社が教科書を発行しているが，最近は，教科書を専門とする出版

社も出現している。  

 

２）教科書の使われ方 

すでにみたように，教科書は数ある学習材の中で主要教材と位置づけられているが，

あくまでも，教師が‘教科書を’教えるのではなく，‘教科書で’教え学び合うという方式を

とっている。  

ここにフィンランドの教師教育の変革の立役者であり，教授学の権威であった故

M.Koskenniemi 教授の助け合い，グループ学習の「協働」（ユフテイステュオ）の理論が

開花しているのを知る。  

またその路線は，教授の教え子でもある，前ヘルシンキ大学教育学部長で IARTEM（国

際教科書・メディア学会）理事 Meisalo 教授が，ハイパーテキストの理数科系授業におい

ての積極的使用を奨めながらも，自然への畏敬の念を忘れては本末転倒となりかねないと

釘をさし，教師の哲学的思考の重要性を強調しているのと規を一にしている。  

 

３）採択 

かつては，各地区教育委員会がその役割を果たしていたが，今日では，各学校，教師

（父母の参加をも得て）に一任されている。 

なお自由発行・採択のため，各教科書会社は，新しい教科書が発行されると，各学校

にＰＲに出かけることも認められている。 

 

４）有償／無償，給与／貸与 

基礎学校法（2004 年改正）第 7 章第 31 項で，必要とされる教科書及び他の学習材の無
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償が謳われており，教科書は無償貸与，書き込みのできる学習書は無償給付されている。

なお後期中等教育段階では，教科書は貸与もされるが，各人で購入するのが普通となって

いる。  

北欧の他の国と同じく，学校に置かれ，自宅に持ち帰ってもよいが，1 か年を通じて同

じものを使用するため，名前を記すものとされている。また 4～5 年の使用に耐えるため

にハードカバーのものとなっている。  

 

５）体裁，分量，レイアウトの特徴，書き込み，自己学習への配慮など 

教科書への書き込みは不可。そのために学習書がある。一般的にいって，教科書はア

メリカのように厚くはない。また義務教育段階の教科書はソフトな感じを与えるものとな

っている。  

グループ学習，個別学習に耐えるように，それぞれ設問が設けられている。また執筆

者は研究者（大学教授が多い）と現場の教師の共同編著によるものが多い。レイアウトは

学年段階に応じてなされており，イラストレーターに第一人者を迎えているのも北欧の特

徴といえよう。  

また教科書の質的向上のために，教科書会社は，その編集部に大学院で教育学を専攻

した人を迎えているのも北欧の特色といえる。なおかねてから教科書は，地方自治体財政

の中で大きな比率を占めるものとなっており，豊かなところとそうでないところとで使用

年限に差の出ているのも事実。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

後期中等教育段階の高等学校の場合，2003 年改訂の『高等学校学習指導要領』によれ

ば，いわゆる主要教科はすべての必修となっており，それぞれに基礎コースが必修として

配され，その上で各教科に多種多様な細分化された上級コースが選択科目として配されて

いる。教科書は必修コースの場合は無償貸与もされているが，選択コースの場合は教科書

は多岐に亘るため学校では到底対応できず有償となっている。ただし，共和国憲法第 16

条であらゆる段階での教育の無償が明記されているように，授業料は大学教育，成人教育

を含め，あくまでも無償であることのほか，生徒のほとんどが家庭の収入の如何にかかわ

らず，申請すれば給付を受けられる就学手当でそれを賄っていることを付記しておく必要

があろう。  

高等学校は，1982 年から個に対応したモジュール方式による自己組立学習制度をとって

おり，最低 75 単位，最高 85.5 単位（生徒指導 1 年次 1 単位，2 年次 1 単位，3 年次（任

意）0.5 単位を含む。）を普通 3 年（2～4 年の幅をもたせてある）で取得し，高校の卒業

試験にかわる大学入学資格試験に合格して卒業できるものとなっている。 

また EU 加盟が大きな契機となり，2005 年春から欧州化とグローバリゼーション化

（高等教育の門戸開放と質の向上）に対応した大学入学資格試験の改革が行われ，必須科

目からはスウェーデン語がはずされて母語の 1 科目のみとなり，選択科目は 3 科目と自由

選択の幅が拡大された。大学で理数系を専攻するものが，高校でそれに関連する教科目の

必修および選択コースを履修しているのは当然のことで，我が国のように大学に入ってか

ら補習を受けることなど想像も出来ない。  
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なお共通必修となっている理数科の教科書は，かねてから我が国の大学学部教養課程

のものに匹敵するレベルの高いものとされていた。そしてそれは今日も変化がないこと

は，現行の学習指導要領を見ただけでも明らかである。なお，教科書を学んでいれば入試

には十分対応できると考えられるが，教科書が入試を意識して編集されることはあり得な

い。  

 

 

フィンランドの学校系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中嶋 博） 
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９．韓国 

 

（１）教育制度 

韓国の教育制度は，６－３－３－４制を採用している。日本の学校制度とほぼ同じであ

る。初等学校 6 年（1995 年に「国民学校」から改称。）と中学校 3 年が義務教育となって

いる。（中学校は，2002 年に義務教育化された。）全国の初等学校の殆んどは，公立だが，

中学校の公立と私立の比率は，３：１となっている。英語教育は，小学校第 3 学年から開

始される。漢字教育は，禁止されていないが，義務付けられてもいない。  

高等学校は，3 年で，普通高等学校，職業高等学校，放送・通信制の高等学校などがあ

る。中学校から高等学校へはほぼ全員が進学する。韓国の高等学校では，英語以外に第二

外国語があり，日本語の選択率がトップとなっている。高等学校の普通高等学校と職業系

の高等学校の割合は，３：２，公立と私立の割合は，６：５となっている。  

大学は 4 年（医科などは 6 年）であり，高等学校から大学への進学率は 70％を超えてい

る。大学入試は，日本の大学入試センター試験に相当する試験「修能（スヌン）」の成績に

もとづいて志望校を選定し，受験する「定時募集（チョンシモジブ）」と推薦入試や AO 入

試（admissions office 試験）などに相当する「随時募集（スシモジブ）」とがある。  

韓国は，学歴社会であり，出身大学によって就職や出世がきまるともいわれている。こ

のため韓国では激しい受験競争が行われているという。韓国では男子に対する徴兵制（2

年強，18 歳で徴兵検査）がしかれているため，大学に入学してから，休学をして軍隊に入

るものが多い。このため，男子は，大学を 6 年以上かけて卒業することになる。またこの

制度があるので大学入試のための浪人を避ける傾向があるといわれる。学部在学中の海外

の大学への留学も多い。  

初等学校では，教師が全教科を担任する割合が高いが，一割程度の教員は，専科担任教員

で，音楽，美術，体育，英語などを担当している。初等学校では，全人的，統合的教育を重視

するという考え方である。また，初等学校，中学校，高等学校の学年は，3 月 1 日から翌年の 2

月末までである。そして，2 学期制である。日本と比べると，夏休みが短く，冬休みが長い。 

韓国では，日本の学習指導要領に相当するものを「教育課程」という。教科書の検定は，

この「教育課程」に基づいて行われる。（以下，原語にしたがって「教育課程」と記す。）

韓国は，1997 年 12 月 30 日に，第７次教育課程を告示した。そして 2000 年から順次実施

され，現在，この第７次教育課程が適用されている。第７次教育課程の改訂の重点（第６

次教育課程との相違点）について，韓国政府は，次のように説明している。  

第一に，「国民共通課程の編成と学生中心教育課程の導入」として，①初等学校第 1 学

年から高等学校第 1 学年までを，国民の共通基本教育期間（10 年）として設定し，一貫性

のある教育を実施する。②高等学校第 2～3 学年では，教科により，一般選択と深化選択に

分け，多様な選択科目を開設し，学生の選択の幅を広げる。（韓国では児童又は生徒のこと

を「学生」という。）  

第二に，「水準別教育課程の導入」として，「学生の能力（個人差）による多様な教育の

機会を提供するために，教科特性によって，段階型，深化補充型，科目選択型の 3 つの水

準別教育課程を導入した。」  
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第三に「裁量活動の新設と拡大」として，「自己主導学習能力の伸長のために，すべて

の教科活動時間を学校・教員・学生がともに選択できるようにした。」  

第四に，「学習量の 適化と水準の調整」として，「学習負担を軽減するため，教科別

低必修要素を中心に学習内容を精選し，範囲と水準を調整した。」  

第五に，「教育課程の評価体制の確立」として，「学生が達成すべき教科別達成基準を設

定し，この基準により評価する。」「学校別に編成する教育課程の評価体制も確立する。」  

第六に，「創意性，情報能力の培養」として「情報化時代を迎えてコンピュータ教育と，

開放的・創造的教育活動を強化する。」と。  

また，従来，韓国の教科書の体様については，規制の強い「教科用図書の体制基準（教

育部の告示）」によって定められてきたが，これについては，「規制緩和」の要請や「教科

書研究の成果を重視せよ」などの意見をうけて，第７次教育課程の制定を前に廃止された。

そして，教育部（現在の教育科学技術部。韓国の文部科学省）は，21 世紀型の新たな「教

科書の体様の改善」案として「教科書外的体制改善方策」を策定し，実施に移した。その

内容は，教科書の体様及び質を，これまでよりも一段高いレベルへと向上させる内容とな

っている。その内容とは，①教科書の大判化，②カラー数・カラーページの増加，③ペー

ジ数は，教育内容の精選にあわせて，減少する科目，科目の内容によりふえる科目などあ

り，⑤紙質の向上，⑥多様な編集技法の活用など，である。  

韓国の教育課程は，先に述べたとおり，10 年制の一貫教育となっている。10 年間の数

学と理科の週当たりの時間数及び年間総授業時数を示すと次の通りである（年間 34 週が

低。第 1 学年は，30 週）。 

 

理科の週当たりの時間数及び年間総授業時数  

学年  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

数学  4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

理科    3 3 3 3 3 4 4 3 

年間総時数  830 850 986 986 1088 1088 1156 1156 1224 144 単位  

注  1．年間総時数は，学校の全教科の授業時間数である。  

 2．144 単位は，高等学校 3 年間で修得すべき単位数。  

 

高等学校の第 2～3 学年では，数学と理科は，選択科目の中から選択して履修する。数

学の科目には，数学Ⅰ（8 単位），数学Ⅱ（8 単位），微分と積分（4 単位），確率と統計（4

単位），離散数学（4 単位）がある。理科の科目には，物理Ⅰ（4 単位），化学Ⅰ（4 単位），

生物Ⅰ（4 単位），地球科学Ⅰ（4 単位），物理Ⅱ（6 単位），化学Ⅱ（6 単位），生物Ⅱ（6

単位），地球科学Ⅱ（6 単位）がある。なお 1 単位は，日本と違い，50 分授業を 1 学期（17

週）行うと，1 単位となる。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

教育基本法第 12 条（学習者）第 2 項では，「教育内容・教育方法・教材及び教育施設は，

学習者の人格を尊重し，個性を重視して学習者の能力が 大限に発揮できるように考究さ
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れるべきである。」と規定されている。これをうけて初等中等教育法第 29 条（教科用図書

の使用）には，次のような規定がある。  

①学校では，国家が著作権をもっているか，教育科学技術部（韓国の文部科学省）長官

（以下「長官」という。）が検定又は認定した教科用図書を使用しなければならない。 

②教科用図書の範囲・著作・検定・認定・発行・供給・選定及び価格査定に関して必要

な事項は大統領令により定める。  

教科用図書の定義は，大統領令により，①教科書 ②指導書 ③認定図書の 3 種類であ

る。それぞれの定義は，次のとおり。  

①教科書とは，「学校で教育のために使用される学生用の主となる教材と教材を補充す

る音盤・映像著作物（以下「補完教材」という。）」をいう。  

②指導書とは，「学校で教育のために使用される教師用の主となる教材とそれを補完す

る教材」をいう。  

③認定図書とは，「教科書，指導書がない場合，またはこれらを使用することが困難で

あったり補充する必要がある場合，教育科学技術部長官の認定を受けた教材とその補

完教材」をいう。  

以上 3 種類の教科用図書を著作権者との関係で見ると「教科用図書に関する規定」で次

のように分類されている。（章末の注を参照）  

①教科書は，次の各号に区分する。  

１種教科書：教育科学技術部が著作権を有する教科書  

２種教科書：教育科学技術部長官の検定を受けた教科書  

②指導書は，次の各号に区分する。  

１種指導書：教育科学技術部が著作権を有する指導書  

２種指導書：教育科学技術部長官の検定を受けた指導書  

教科書の検定は，教育課程に基づいて行われる。なお，認定図書については，このよう

な１種，２種の区別はなく，認定業務も実際には市・道教育監（日本の都道府県教育長に

あたる）に委任されている。  

韓国では，幼稚園と初等学校及び特別支援学校のすべての教科書と指導書及び中学校の

国語，社会（国史），道徳の 3 科目の教科書と指導書が，１種教科書（国定教科書）及び１

種指導書（国定指導書）として製作されている。したがって韓国では，義務教育の教科用

図書のおおよそ 7 割が国定である。なお，初等学校の数学と理科の教科用図書は，１種教

科書（国定教科書）と１種指導書（国定指導書）であり，中学校の数学と理科の教科用図

書は，２種教科書（検定教科書）と２種指導書（検定指導書）である。  

第３次教育課程期から第５次教育課程期（1973 年～1992 年）までは，各科目ごとに合

格数を 5 種以内としていたので，競争がきわめて激しく，検定の合格率は低かった。第６

次教育課程期（1992 年～1997 年）は，各科目ごとの合格数を 8 種以内に増やし，第７次教

育課程期（1997 年～現在）では，合格数の制限がなくなり，合格率が高まった。ちなみに，

第７次教育課程期では，合格率が，中学校約 55％，高等学校約 58％である。  

 

２）教科書の使われ方  

韓国では，「教科書に関する規定（大統領令）」で，長い間，学校の授業中，教科用図書
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以外の図書（副教材，参考書など）の使用を禁止してきた。現在，この規定は，削除され

たが，同趣旨の規定が別に作られており，教育科学技術部の立場は，以前とかわりがない

という。これは，教科書の価値を国家が重視したことによるものとされている。  

したがって，学校の授業は，教科書中心の授業が多い。しかし，学校現場の実情は，近

年，検定を受けた補完教材（音盤・映像などの電子著作物）以外の映像及び電子著作物な

どの副教材の使用が少しずつふえてきているし，高等学校受験のために副教材として入試

用問題集を使用する学校がふえてきているという。これらは，黙認ということであろうか。 

  

３）採択  

韓国では，教科書の採択は学校ごとに行われる。１種教科書は，国定なので学校長はそ

れを採択，使用しなければならない。２種教科書または認定図書については，学校長が，

複数の教科書または認定図書のなかから，教科ごとに 1 種類を採択，使用する権限と責任

を有している。しかしその場合，当該学校の「学校運営委員会」の審議を経なければなら

ないことになっている。「学校運営委員会」は，学校の重要事項を審議する権限を与えられ

ている。学校運営委員会については，国公立学校は，1997 年から，私立学校は，1999 年か

ら設置義務が，課せられた。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

韓国では，初等学校（6 年）及び中学校（3 年）の教科書などは，無償で給与される。

初等学校及び中学校の教科書とは，主たる教材としての教科書と主たる教材を補完するた

めの補完教材（音盤，映像などの電子著作物）である。さらに補助教科書という概念があ

り，これは，初等学校の国語，数学の学習帳，初等学校の理科の実験観察書，夏休み，冬

休みに学習するための「探究生活」という学習帳を指す。補助教科書は広い意味での教科

書の概念の中に含まれ，主たる教材であり，教科書と同じく無償で給付される。  

無償教科書の範囲は，初等学校及び中学校の教科書（補完教材を含む。）及び補助教科

書である。補助教科書は，初等学校だけのもので，中学校にはない。補助教科書には，先

に述べたように，国語，社会，理科のほか，夏休み，冬休みに学習するための「探究生活」

がある。「探究生活」は，理科の内容が主であるが，国語，社会，数学などの内容も含まれ

ており，動植物の採集や科学実験，面白い数学の問題と解答，時事常識などの学習が，興

味をもってできるように工夫されている。  

韓国教育課程・教科書研究会の資料によれば，2008 年度の学生一人あたりの平均教科書

費は，つぎのとおり。  

 

2008 年度の学生一人あたりの平均教科書費 

初等学校 学年 1 2 3 4 5 6 平均 

 ウォン  9,110 10,120 18,490 19,840 23,180 22,850 17,265 

 日本円  約 550 610 1,110 1,190 1,390 1,370 1,040 

中学校 学年 1 2 3 平均  

 ウォン  24,390 22,110 25,990 24,163 

 日本円  約1,460 1,330 1,560 1,450 
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また，中学校の学生一人当たりの教科別の国の負担額を，学年別に，数学，科学（理科）

についてみると，以下のようになる。初等学校の負担額は，不明である。  

 

中学校の学生一人当たりの教科別の国の負担額 

数学 学年 1 2 3 理科 学年 1 2 3 

 ウォン  3,100 2,690 2,740  ウォン  2,830 2,650 3,390 

 日本円  約190 160 160  日本円  約170 160 200 

 

５）その他  

2008 年 4 月，新政府は，国家教育課程審議機構を設置し，未来社会に必要な学力開発の

ための教育課程の改訂作業に着手した。またこれとあわせて，国定教科書から検定教科書

への転換をふやすことや教科書流通体制の改善のための検討を開始した。現在の流通体制

の問題には，検定に合格した教科書会社は，採択部数に関係なく，科目ごとに，利益金を

平等に分け合うということがある。たとえば，中学校の数学の教科書の総売上に占める総

利益が，それぞれの会社の必要経費を差し引いたうえで 10 億円あり，数学の教科書の検定

に合格した会社が 5 社あったとすると，各会社に利益金を 2 億円ずつ配分するというやり

方で，この事務は，社団法人韓国検定教科書協会が行っている。この制度を採択部数にあ

わせて利益金を分配する方式にかえたらどうかというものである。  

民間の教科書発行会社は，社団法人韓国検定教科書協会に加盟し，登録することになっ

ている。現在，この協会に登録している教科書発行会社数は 67 社であり，中学校の教科書

発行会社数は 40 社，高等学校の教科書発行会社は 62 社となっている。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

韓国では，教科書の法的位置づけは，初等教育と中等教育とをあわせて規定しており，

その内容は，（２）義務教育の教科書で述べたとおりである。教科書には，使用義務がある。 

高等学校の教科書は，検定教科書が基本である。しかし，高等学校の教科・科目は，多

様化されており，とくに専門科目は，その科目数が多い。これらの科目で採択部数の少な

い教科書は，教科書会社が検定の申請をしないので，国が１種教科書（国定教科書）とし

て編集し，刊行している。日本でも高等学校の職業教育用教科書などで検定申請される見

込みがない教科書は，同じように文部科学省が編集して，刊行している。なお，高等学校

の数学と理科の教科書は，２種教科書（検定教科書）である。  

 

２）教科書の使われ方  

高等学校の授業は教科書中心の授業である。（２）義務教育の教科書のところで述べた

ように，教育科学技術部は，教科書の権威を高めるために教科書以外の副教材は，授業で

使わないよう指導しているが，高等学校では，副教材として大学入試用問題集を使うとこ

ろがふえてきているという。なお，高等学校の教科書の検定合格率は，義務教育の教科書

よりは，やや高く，第７次教育課程期では，58％である。  
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３）採択  

教科書の採択は，学校長の権限であり，その責任において行う。ただし，その場合，当

該学校の「学校運営委員会」の審議を経なければならない。「学校運営委員会」は，学校の

重要事項を審議する権限を与えられている機関であり，教科書の採択は，学校の重要事項

と解されている。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

高等学校の教科書は，有償である。各自が購入する。高等学校の普通科の第 1 学年の教

科書代は，2008 年度で 24,830 ウォン（約 1,490 円）である。数学と科学（理科）の平均教

科書代は，それぞれ，3,340 ウォン（約 200 円），3,310 ウォン（約 200 円）である。  

 

５）その他  

義務教育の教科書のところで述べたことを参照されたい。  

 

【注】  

本文中の日本円は平成 21 年 2 月 20 日の為替相場を参考に，1 ウォン＝0.06 円で換算した。  

 

【注】（第２刷）  

本文中に記されている１種教科書，２種教科書の「１種」「２種」の用語であるが，その後，

韓国教育課程・教科書研究会の許江氏の指摘により，現在では，この用語は公用語としても慣

用語としても使用されていないことが判明した。１種は「国定」という用語に，２種は「検定」

という用語に変更されている。（2002 年 6 月 25 日の大統領令）恐縮ながら，読者には，「１種」

は「国定」に，「２種」は「検定」に読みかえていただくことをお願いする。  
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韓国の学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省『諸外国の教育動向  2007 年度版』（明石書店，2008.8））  

 

（藤村和男）  
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10．中国 

 

（１）教育制度 

中国は，22 省，5 自治区，4 直轄市（北京，天津，上海，重慶），2 特別行政区（香港，

マカオ）から構成される。行政形態としては中央集権的な体制をとり，香港，マカオを除

き中央政府が全国統一の教育制度を制定している。しかし，広大な国土と膨大な人口を抱

え，各地方の経済，社会，文化の状況が異なることから，制度面の画一的施行を求めるこ

とはせず，各地方の実情にあった弾力的な運用を認めている。初等中等教育では，国が定

めた教育課程の基準「課程標準」についても，地方によっては，この基準とはやや異なっ

た独自の「課程標準」を定めることが認められている。  

中国では，低学年からさまざまな分野での英才教育を行う学校があるのも特徴である。

学年は，9 月から 7 月までとされ，1995 年から学校五日制が導入されている。また，中国

では，全国的に小学校から教科担任制がとられている。もちろん，この制度の弾力的運用

も認められている。  

学校制度は，1922 年の学制改革以来，一時的な変化はあったものの，初等中等教育は６

－３－３制を基本にした制度が維持されてきた。しかし，1969 年に始まった文化大革命の

なかで各学校段階の修業年限が短縮され，５－２－２制や５－３－２制がとられた。1976

年の文化大革命終結後，それ以前の制度が復活し，1980 年代初頭から原則的に６－３－３

制に復帰した。  

1986 年には，中華人民共和国になってから初めての全国的な義務教育の実施を定めた

「義務教育法」が制定，施行され，義務教育が 6 歳から 9 年間と規定されたが，現在でも

財政的な理由から，依然小学校で５年制をとる地域も少なくない。しかしこれらの地域で

も初級中学を 4 年とし，9 年間の義務教育が維持できるよう努力する方向にある。  

大学への進学率は，2006 年時点で約 22％と推定される。大学進学率は，それほど高く

はないものの，人口が多いため，競争は激しい。試験は，全国普通高等学校招生入学考試

（略称は，高考）と呼ばれる全国一斉の試験で行われる。  

教育課程については，従来から国家統一の基準を定め，統一の教育内容に従い，統一の

教科書を用いて学校教育を進めてきた。すなわち，教育課程の基準については，国（教育

部）が教育課程の編成や授業時数を規定した「課程計画」，及び各教科の目的や内容等を規

定した「教学大綱」を策定し，教科書については教育部の委託を受けた人民教育出版社が，

「教学大綱」に準拠して全国統一の国定教科書を編集・発行してきた。（人民教育出版社は，

1950 年成立。人民教育出版社の社員は，国の教育部の課程教材研究所の所員であり，かつ

民間の人民教育出版社の社員でもある。身分は半官，半民の身分である。）しかし，現在，

大規模な教育課程改革が進行中で，拘束力の強い「教学大綱」を地域や学校の実態に応じ

て弾力的な運営が可能な「課程標準」へと移行する作業が進行している。義務教育は 2008

年度中に「課程標準」への移行が完了する予定であるが，後期中等教育は，「教学大綱」と

「課程標準」が並存している状態にある。大学入試は，現在，教学大綱によって行われて

いる。「課程標準」は幾多の試行をへながら，修正が繰り返されてきているという。  

先に，中国は，広大な国土と膨大な人口を抱え，各地方の経済，社会，文化の状況が異
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なることから，制度面の画一的施行を求めることはせず，各地方の実情にあった弾力的な

運用を認めていることを述べたが，このことは，教育課程についても同様であり，地方独

自の教育課程の基準（課程標準）を認めている。例えば，北京，上海では，国の教育課程

の基準とは，やや異なった教育課程の基準（課程標準）をそれぞれ定めている。教科書も，

北京では，北京師範大学出版社が，上海では，上海のいくつかの出版社がそれぞれ，北京

または上海の課程標準に基づいた教科書の出版を行っている。一方，広く全国的に使用さ

れている教科書の出版社は，かつての国定教科書の出版社であった北京の人民教育出版社

である。現在でも，全国のシェアの 60～70％を占めているといわれている。ちなみに上海

では，現在，理科の教科書は，上海のいくつかの出版社のものを使用しているが，数学の

教科書は，人民教育出版社のものを使用している。（国語，社会，理科などは，地域の文化，

環境と深い関係があるが，数学は，それが薄いのかもしれない。）  

「課程標準」の基本にある考え方は，「応試教育」から「素質教育」への転換である。

中国は，長い間，役人を試験の成績で登用する科挙制度をとってきたこともあって，試験

のための勉強は盛んな国であった。学歴社会の形成に伴い，大学受験生は，精華大学や北

京大学などを目指すので，その競争は，きわめて激しくなってきていた。そして，大学の

入学試験や高等学校への入学試験のための競争の弊害が目立つようになってきたので，こ

の際，試験に対応した教育から，本人の素質を伸ばすための教育に転換しようという考え

方が，「応試教育」から「素質教育」へである。「受験戦争が激化してきているので，その

克服のために受験対応の教育，いわゆる応試教育を是正し，児童生徒の資質（思想道徳，

教養や科学，心身健康，衛生や美的感覚，労働技術などの基本的資質）を全体として高め

る」ことが，中国政府の方針となっている。  

中国は，ここにきて，地方分権，個性の伸長と入試制度の弊害の是正，学校の裁量権の

拡大などにのりだしてきているものと思われる。  

中国の教育部「義務教育課程設置実験方策」（2003 年）によれば，小学校の教育課程は，

品徳と生活（第 1～2 学年），品徳と社会（第 3～6 学年），語文（国語），数学，科学，体育，

外国語，芸術（あるいは，音楽と美術を選択），総合実践活動（主に情報技術教育，研究的

学習，コミュニティ活動と社会実践及び労働と技術教育を含む。），地方及び学校開発課程

あるいは裁量課程から成り立っている。  

初級中学（中学校）の教育課程は，思想品徳，語文（国語），数学，外国語，歴史と社

会（あるいは歴史と地理を選択），科学（あるいは，生物と物理と化学を選択），体育と健

康，芸術（あるいは音楽と美術を選択），総合実践活動，地方及び学校開発課程あるいは裁

量課程から成り立っている。  

これらの教育課程の基準は，9 年間の一貫教育を目指したものである。  

義務教育（9 年）の数学と理科の授業時間数を参考までに示すと，週あたり及び 9 年間

の総時数は，後掲の通り。  

高等学校では，数学は，必修と選択とがある。理科は，物理，化学，生命科学等の基礎

的な科目は必修で，すべての生徒が履修する。高等学校第 3 学年に「科学」が設けられ，

これも必修である。高等学校の生徒には，物理，化学，生命科学の基礎を学ばせることが

重視されており科学的素養の育成が重視されていると考えられる。  

中国の大学入試は，毎年 6 月に行われる。統一試験である。試験の科目は，国語，数学，
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英語，総合の 4 科目。総合以外の科目の満点は，150 点。総合の満点は，300 点。従って大

学入試の満点は，750 点。総合は，省の試験制度によって異なっていて，文総合，理総合，

大総合の 3 種類がある。文総合は，地理，政治，歴史を一緒にした試験，理総合は，化学，

物理，生物を一緒にした試験，大総合は，地理，政治，歴史，化学，物理，生物を一緒に

した試験である。中国では大学入試が終わると受験生が，各自自分の得点を見込みで計算

し，希望の大学に願書を出す。約一ヵ月後に成績が発表され，その約半月後に合否通知が

なされる。  

 

義務教育（9 年）の数学と理科の週あたり授業時間数と 9 年間の総時数 

   小学校     中学校   9 年間総時数 

 学年  1 2 3 4 5 6 1 2 3 

   数学  4 5 5 5 5 5 5 5 5 1454 

 自然  1 1 1 1 2 2    272 

 物理        - 2 3 164 

 化学        - - 3 96 

 生物        - 2.5 2 153 

注  1．  上記のデータはその後一部訂正されている可能性もある。  

 2．  先に述べたとおり，地方によっては，これとはやや異なった定め方をすることも可能で

ある。  

出典：中国国家教育委員会「実行新工時制対全日制小学・初級中学課程（教学）計画進行調

整的意見」（1994 年）  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

中国では，1886 年，「義務教育法」の制定とあわせて，教科書制度は，国定から審査制

（検定制）へと移行した。教科書を編集し，検定の申請をすることができるのは，教育部

が指定した機関（人民教育出版社，北京師範大学出版社，広東省教育庁と華南師範大学出

版社，四川省教育委員会と西南師範大学出版社，上海市など）である。そして検定の申請

は，小学校なら小学校の教科書すべてをセットで申請できる機関に限られている模様であ

る。その後，1988 年に出された「九年制義務教育教材編纂規格方案」によって，多様な教

科書と同時に地域独自の多様な教育課程の作成も可能になり，1989 年以降経済文化が発展

し，就学条件が比較的良好な上海や北京，農村地域を多く抱える浙江省などで地域独自の

教育課程とそれに準拠した教科書づくりが進められている。  

中国では，ここ十数年の間さまざまな教育改革が進められている。初等中等教育の教育

課程の基準は，国が定めているが，先に述べたように，地方の実情により，教育課程の基

準の弾力的な運用が認められている。北京や上海では，国の基準とはやや異なった独自の

教育課程の基準を定めており，教科書もそれに沿った独自のものが発行されている。現在

の国の教育課程の基準は，小学校，初級中学（中学校）用の「全日制義務教育課程標準」

（2005 年から実施），高級中学（高等学校）普通科の「普通高中課程標準」（実験中，従来

の教学大綱が，生きており，大学入試は，教学大綱により出題。）などがある。これらの課
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程標準は，義務教育については「九年一貫教育」を目指し，学習については，「学段」とい

う学習段階の考え方を導入している。学段の定め方は，教科によって異なり，例えば数学

では，第 1～3 学年を第 1 学習段階，第 4～6 学年を第 2 学習段階，第 7～9 学年を第 3 学習

段階と定めている。学習する内容の標準は，学段ごとに定められている。  

教科書の検定は，教育部が設置した「全国中小学教材審定委員会」において行う。ただ

し，中国では，検定制度の歴史が浅いこともあり，教育部に専門の調査官がいないので，

教科書の執筆者が，教科書検定の委員会「全国中小学教材審定委員会」の委員を兼ねてい

ることもあるようである。  

 

２）教科書の使われ方  

教科書は使用義務があり，主たる教材として扱われ，検定に合格していない教科書を学

校で使用することはできない。学校の授業は，教科書中心に行われるが，教科書以外の副

教材もあわせて使うことができる。日本の制度によく似ていると思われる。  

2008 年 8 月現在で，小学校の教科書を出版している会社は，59 社。初級中学の教科書

を出版している会社は，57 社。一部重なっているので合計 84 社となっている。  

 

３）採択  

採択は，省や県または地域の教育行政機関が「教科書選定委員会」の議を経て行う。か

なり広い地域で同一の教科書が採択されている模様。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

小学校，初級中学，高級中学の教科書は，有償である。今回の調査では，上海では，義

務教育の教科書は無償となっていることが，判明した。また，義務教育諸学校の貧しい家

庭のこどもには，地域の行政機関が，無償で給与する。教科書は，こどもが学校と家庭と

のあいだを持ち運ぶ。  

 

５）その他  

中国の教科書の体様は，日本の教科書の体様によく似ている。ただし本文の記述では，

必修事項と選択学習事項とを書体をかえて記述している例もある。また，学習課題も豊富

に記述されている。一方，カラー化した教科書は，値段が高くなるので，農村では，一部

地域で白黒版も発行されている模様。また，中国は，国土が広いので，物流の問題がある。

このため，人民教育出版社のように，地方の出版社に依頼して，そこで，教科書を印刷し，

販売する例もある。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

義務教育段階の教科書のところで述べたことを参照されたい。教科書は使用義務があ

り，学校では検定に合格した教科書を使用する。地方によっては，地方の実情により，課

程標準を弾力化して，国の基準とはやや異なった課程標準を定めているので，教科書もそ
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の課程標準に沿ったものが，発行されている。  

 

２）教科書の使われ方  

教科書は使用義務があり，主たる教材として扱われる。学校の授業は，教科書を中心に

行われ，検定に合格していない教科書は学校で使用することができないが，教科書以外の

副教材はあわせて使うことができる。日本の制度によく似ていると思われる。  

高級中学（高等学校）の普通科目の教科書をつくっている出版社は，31 社ある。検定の

申請は，普通科目のすべての教科の教科書をそろえて検定にださなければならない。職業

教育や技術教育など専門教育の教科書は，上記の出版社とは別にその能力を持つ出版社が，

出版している。普通科目の教科書の検定は，教育部の基礎教育司が行うが，職業や技術に

関する科目の教科書の検定は，職業成人司が行う。職業成人司に検定申請を行う場合には，

普通科目のようにセットでそろえて申請する必要はなく，申請する出版社の能力に応じて，

できる科目を申請すればよいもよう。  

 

３）採択  

採択は，省や県または地域の教育行政機関が「教科書選定委員会」の議を経て行う。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

高級中学（高等学校）および中等専門学校（4 年），技術労働者学校（3 年），職業中学

（2～3 年）の教科書は，有償である。  

 

５）その他  

前述したように，中国の教科書の体様は，日本の教科書の体様によく似ている。日本の

教科書は，韓国，中国，台湾でよく研究されているといえる。  
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中国の学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：文部科学省『諸外国の教育動向  2007 年度版』（明石書店，2008.8））  

 

（藤村和男）  



Ⅱ．教科書制度と教育事情 

64 

11．台湾 

 

（１）教育制度 

1968 年，中華民国政府（台湾政府）は，義務教育の年限を 9 年と定め，台湾の教育制度

が，確立された（それまで義務教育は 6 年）。６年制の国民小学（略称は，国小。日本の小

学校に相当。）及び３年制の国民中学（略称は，国中。日本の中学校に相当。）を義務教育

と定めている。現在は，国中を卒業した 95％以上の生徒が３年制の高級中学（略称は高中。

日本の普通科高等学校に相当。）または高級職業学校（略称は高専。日本の職業高等学校に

相当。日本の高専とは，別。）へ入学試験を経て進学している。  

 台湾では，2000 年に，日本の学習指導要領に相当する「国民中小学九年一貫課程暫行綱

要」が公布され，2001 年から段階的に実施された。これまでの「国民小学課程標準」と「国

民中学課程標準」に替えて，未来化，国際化，統合化，弾力化などの理念のもとに，「国民

中小学九年一貫課程暫行綱要」が，定められた。「暫定版」は，2003 年に「正式版」とな

り，2005 年から，適用されている。  

 これまでは，国民小学で 11，国民中学で 21 あった教科が，7 つの学習領域にまとめられ，

統合化が図られた。これを示すと以下のようになる。  

 

課程標準から一貫課程綱要への移行に伴う教科の再編  

 

九年一貫課程綱要  国民小学課程標準  教科数  国民中学課程標準  教科数  

（現行）  （旧）  （旧）  （旧）  （旧）  

言語学習領域  国語  1 国語，英語  2 

健康と体育学習領域  体育，  

 健康と道徳（健康分野）  2 健康教育，体育  2 

数学学習領域  数学  1 数学  1 

社会学習領域  社会  1 認識台湾（社会分野，  4 

             歴史分野，地理分野）  

   公民と道徳，歴史，地理  

芸術と人文学習領域  音楽，美術  2 音楽，美術  2 

自然と生活科技学習領域 自然  1 生物，理科，地球科学  6 

   家政，生活科技，パソコン  

総合活動学習領域  団体活動，補導活動，  3 童軍教育*，郷土芸術活動，  4 

 郷土教学活動   補導教育，団体教育  

 計  7  11  21 

＊童軍教育とは，キャンプ活動などのことをいう。  

 

なお，英語教育は，2005 年から国民小学の第 3 学年から開始されることになった。  

さらに，これらの学習領域ごとに，目標，能力指標を定め，それらを達成するための学

習段階を設けている。そして，学習段階（例 第 1 学年～第 3 学年）ごとに，達成すべき能
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力指標やその内容を定めている。いわば学年をこえて数学年単位で目標を達成しようとい

う考え方であり，その定め方は，教科によって異なる。そして 2003 年以降も学習段階の改

訂が行われている。学習段階で達成すべき目標や内容は，「分段能力指標」として，番号を

付して，きわめて詳細に規定されている。  

国民小学及び国民中学の授業日数は，年間 200 日，一学期は 20 週，週五日制である。

授業の単位時間は，国民小学が 40 分，国民中学が 45 分が基準となっている。学習時間は，

領域学習の時間と弾力的学習の時間に分かれる。弾力的学習の時間とは，学校が自主的に

学習内容を決められる時間である。授業時間を学年ごとに示すと次のようになる  

 

学年  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

領域学習の時間  20 20 25 25 27 27 28 28 30 

弾力的学習の時間  2～4 2～4 3～6 3～6 3～6 3～6 4～6 4～6 3～5 

 

総学習時間は，領域学習の時間と弾力的学習の時間を加えたものである。  

各学年の総学習時間数は，学習領域ごとに次のように配分するものとされている。すな

わち，言語学習領域は，20～30％，健康と体育，数学，社会，芸術と人文，自然と生活科

技，総合活動それぞれの学習領域は，10～20％。したがって学校は，総時間数を守りなが

ら各領域ごとの学習時間を，かなり弾力的に定めることができる。  

なお，国民小学であるが，原則として，一人の先生が，すべての教科を教えることにな

っている。しかし， 近では，中高学年の英語と理科などについては，専門の先生が教え

るケースがだんだん増えてきた。また，学校の学年は 2 学期制である。8 月から 1 月まで

は，上学期で，2 月から 7 月までは，下学期とされる。授業期間は，9 月～1 月と 2 月～6

月である。  

高級中学のコースは，1 年で共通科目を学び，2 年から文科，理科などのコースに分か

れ，それぞれ専門科目を学ぶという。日本によく似た制度のようである。  

次に，台湾では，現在，127 の大学が，高等教育を提供している。その内訳は，国公立

50，私立 77 である（2000 年の教育部の統計）。大学への進学率が，70％である（1997 年の

教育部の統計）。台湾では，日本と同じように，この統計のあとの年代では，高等教育対象

の人口が減少してきているので，現在の進学率は，もっと高くなっているものと思われる。

毎年 1 月末から 2 月初めに実施される全国統一の大学学測（日本の大学入試センター試験

にほぼ同じ。基礎的な学力をマークシート方式でテスト。）を経て，7 月上旬に実施される

各大学または数大学が共同で選抜を行う大学入試を目指す。これとは別に，4 月中旬には，

４年制技術大学と２年制専科短大の入学試験が行われる。大学の入試の問題の内容は，教

科書の内容に沿ったものでなければならないとされている。  

 

（２）義務教育段階の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

台湾では，「台湾国民教育法」で「学校では，教科書を使用しなければならない。」と教

科書の使用義務が定められている。教科書には検定制度があり，教科用図書して総称され
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る教科書，教師用指導書，教科書とセットで使用する児童・生徒用演習帳（あるいは実験

書）がいずれも検定の対象となる。この教科用図書である教科書，教科書とセットになっ

て検定を受けている学生（児童・生徒のことを台湾では，「学生」という。）用の演習帳（原

語では，「習作」という。）や実験書（または観察実験書）と区別して，検定を受けていな

い副教材を「補充教材」と呼び，法律上は，この補充教材（ドリルブック，入試問題集，

参考書など）を学校では使ってはいけないという指導が台湾教育部（台湾の文部科学省）

から行われている。  

教科書の検定は，「国民小学及び国民中学教科用図書審定法」，「高級中学教科用図書審

定法」，「高級職業学校教科用図書審定法」によって定められている。台湾では，「検定」の

ことを「審定」と呼ぶ。検定（審定）の基準は，教育部が定めた小・中・高等学校の課程

綱要と各教科の課程綱要及び教材綱要である。  

検定は，教育部から権限の委任を受けた国立編譯館が，「教育部教科用図書審定委員会」

を設けて行うが，そのメンバーの三分の一は，現場の教員でなければならない，とされて

いる。また，検定では，検定意見にしたがって， 高 4 回までの書き直しができることに

なっている。  

現在，台湾の教科用図書は，検定制度を採用しているが，以前の国定教科書時代には，

台湾教育部の所轄機関である国立編譯館が，国定教科書の編集を行っていた。そして，順

次，教科書の編集を民間にゆだねる教科書検定制度に移行するにしたがって，教科書の検

定は，国立編譯館が，これを行うようになった。教科書の検定制度を導入したのは，国民

小学は，1996 年，国民中学は，2002 年使用の教科書からである。検定制度に移行してから，

間を置かずに進学競争が改善されないという理由で，国定か検定かの論争が激しくなり，

2005 年から国民小学，国民中学，高級中学の国定版の数学，理科の教科書が復活している。

（国立編譯館は，その中に国立教育研究院の設立準備機関を置いており，国定教科書を「教

研院」の名で編集・発行している。）  

ただし，国定教科書と並んで民間の検定教科書もあるので，教科書の採択の際には，こ

れらのなかから，選択することになる。現在，国民小学，国民中学，高級中学では，数学

と理科の教科書は，国定教科書を採択する学校がふえていきているという。しかし，教科

書は有償であり，採択は，1 種類に限定されていないので，国民中学や高級中学では，数

学や理科の教科書は，検定を通った民間の教科書もあわせて購入し，受験対策のために，2

種類の教科書を使う学校が多いという。  

 

２）教科書の使われ方  

先の１）で述べた通り，台湾では教科書の使用義務があり，検定を受けた教科書及び教

科書とセットで使用する児童・生徒用演習帳（あるいは実験書）以外の補助教材を学校で

は使ってはいけないという指導が台湾教育部（文部科学省）から行われている。これを詳

細にいえば，教師はこの補充教材を使ってもよいが，学校の授業で使ってはいけない，ま

た生徒は，家庭では使ってもよいが，学校で使用することはできないということである。 

また，教師用指導書は，現場の教員にとって役に立つので，教科用図書の 3 部作（教科

書，教師用指導書，習作など）をまとめて値引きをして買っている模様である。教科用図

書は，一応の値段（幅がある）はあるが，価格は，教科書の購入者と売る側との話し合い
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によって決まるので，その実態は公表されておらず，つまびらかではない。  

教師用指導書は，授業の進め方や評価の観点が，細かくそして詳細に示されている。検

定を受けていることもあり，教師の教師用指導書に対する信頼度は高く，授業を行うにあ

たっては，よく使われているという。  

なお，学校には，ひとりひとりに教科書を保管しておくコーナーがあり，児童生徒の判

断で，おいておくこともできるし，持ち帰ることもできるという。  

 

３）採択  

教科用図書の採択は，学校ごとに行うことになっている（国小 2655 校，国中 732 校）。

その際，教科書は，有償なので，採択は，一種類に限られていない。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

義務教育である国民小学および国民中学の教科書は，有償であり，保護者負担である。 

ただし，義務教育の子どもの家庭が低所得の場合には，政府からの補助がある。以前に

は，義務教育の子供には，教科書無償制度がとられた時代もあったが，国民の平均所得が

向上したので，現在，教科書代は保護者の負担に移行している。  

 

５）その他  

教科書の判型，ページ数，レイアウトなどの体様は，日本の教科書によく似ている。日

本の教科書についての研究が，かなり進んでおり，日本の教科書をみて，おおいに参考に

しながら，台湾の教科書をつくっているという。  

教科書発行会社数は，2009 年の国立編譯館のデータによれば，国民小学では，国語 5 社，

社会 5 社，数学は，6 社＋教研院（国立編譯館），自然と生活科技（理科）8 社，生活 6 社，

英語 8 社，芸術と人文 4 社，健康と体育 4 社，総合活動 4 社となっている。国民中学は，

国文（国語）4 社，社会 4 社，数学は，4 社＋教研院（国立編譯館），自然と生活科技（理

科）は，6 社＋教研院（国立編譯館），英語 9 社，芸術と人文 4 社，健康と体育 4 社，総合

活動 4 社である。「生活」は，1～2 年の「社会」，「芸術と人文」，「自然と生活科技」の 3

学習領域を総合した教科書である。  

教科書の検定申請は，日本のように，セット主義（例えば，国語なら第 1 学年から第 6

学年までの教科書をそろえて申請すること。）ではないので，特定の学年用の教科書だけを

申請することができる。このため，学年ごとの教科書の種類は，必ずしも数がそろってい

ない。また，判型を変えて一つの教科で 2 種類または 3 種類の教科書を発行している会社

もある。  

台湾では，高校入試は 2000 年まで全国統一入試によって選抜が行われてきたが，2001

年からは，教育部の方針により多様な入試制度が採用されることになった。  

その 1 つは，「申請入学」である。募集定員のおおよそ 10％の生徒は，中学 3 年の内申

書のみで，合否が決定される。その２は，「推薦入学」である。これは，中学校からの推薦

と，高校側の筆記試験によって，選抜を行うもので，募集定員のおおよそ 40％が，これに

よって決まる。その３は，新たな国の共通試験（「基本学力測定」）などによって選抜を行

うものである（約 50％）。いずれも，入学者の選抜方法は，学校が独自に定めて行うこと
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ができ，上記のほかに，数学，理科，言語の特に優秀な生徒の試験，一部の付属中学の高

校へのエスカレーター式進学などが認められることになった。  

ところが，こうした高校の多様な入試の実施にともなって，ほぼ同じ時期に教科書検定

制度が導入されたこともあり，教科書検定制度によって，同一教科の教科書の種類がふえ

ると，高校入試対策にはこれらをすべて学習しないといけないという風潮を生み，すべて

の教科書を教える学習塾まで誕生するにいたった。  

そこで，台北市，台北県，基隆市の 3 つの地方政府の議会は，受験生の負担を軽減する

ため，教科書検定制度を廃止し，国定教科書制度を復活せよとの提言を議決するにいたっ

た。  

こうした動きを受けて，数学と理科については，検定教科書と並んで，国定教科書が復

活するにいたった。  

一方，学校ごとの多様な入試制度では，かえって受験生の負担が重くなるということで，

保護者の経済的負担を軽くし，進学競争を緩和するために， 近，台北市，台北県，基隆

市の 3 つの地方政府は，3 県市が合同で入学者の選抜を行う「連合入学試験」（総合選抜）

を提案し，論議を呼んでいる。これらの論議には，保護者も加わり，「入試制度は，学校選

抜か，統一選抜（総合選抜）か」に，「教科書は検定制度がいいのか，国定制度がいいのか」

が合わさって論議がやや複雑になっている。  

このため，台湾教育部が「昇学制度審議委員会」をつくって，各方面の意見を取り入れ

て，検討しているところである。  

 

（３）義務教育以後の教科書 

 

１）教科書の法的位置づけ  

前記の（２）義務教育の教科書でまとめて述べているので，そちらを参照されたい。高

級中学，高級職業学校でも義務教育と同じく教科書の使用義務があり，検定に合格した教

科書を使用しなければならないとされている。  

 

２）教科書の使われ方  

前記の（２）義務教育の教科書のところで述べたところと同じなので，そちらを参照さ

れたい。検定を受けた教科書及び教科書とセットで使用する生徒用演習帳（あるいは実験

書）以外の補充教材（ドリルブック，入試問題集，参考書など）は，義務教育の学校と同

じく学校での使用が禁止されているが，実際には，使われているようである。  

 

３）採択  

教科書の採択は，学校ごとに行う。  

 

４）有償／無償，給与／貸与  

教科書及び補助教科書は，すべて有償である。（２）義務教育の教科書のところで述べ

ていることを参照されたい。  
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５）その他  

高級中学及び高級職業学校の教科書の発行会社数は，教科別では，数がばらばらで，康

軒，翰林，南一，康熙，全華，三民，華興，泰宇，謳馨，科友，勁園など十社以上がある。

教科書発行会社が発行する教科書の種類や数も，多種多様である。  

教科書発行会社は，教科書以外の補充教材（検定を受けていない教材）として，参考書，

問題集，ドリルブックなどを製作し，販売している。教科書や補充教材の販売競争もはげ

しく，無料の教具を配ったり，無料の研修会を開催することなどが行われている。  

 

 

台湾の学校系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（藤村和男）  
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