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７．ドイツ 

 

（１）教科書の特徴 

 

１）体様 

ドイツの教育には州ごとの多様性がある。教科書についても州ごとの多様性があり，同

一の出版社でも，ドイツ各州に対応した州別版を出版しているし，また特定の州用ではな

い共通版も出版している。以下の教科書分析の結果は，そうした多様性を網羅するもので

はない。しかし，ここで分析した教科書は代表的な出版社の教科書であり，また，基本的

には共通版の教科書とした。また州別版の分析の場合は，旧西ドイツの首都であったボン

があるノルトライン・ヴェストファーレン州版を分析対象とした。教科書検定における認

可手続きは各州の教育監督官庁によってなされるのが原則であるが，ザールラント，ブラ

ンデンブルク，ザクセン州では，ノルトライン・ヴェストファーレンなど 3 州でパスした

教科書を自動的に認可している 1。この意味で，ノルトライン・ヴェストファーレン州の

教科書は，当該州だけに特有な面ばかりではなく，ドイツの標準的な面をももっていると

いえよう。したがって分析結果は，ドイツの理科教科書の特質の一端を示している，と思

われる。  

さて，初等教育は，全ての国民に共通の４年制の基礎学校で行われ，理科は，独立した

教科ではなく，日本の生活科に一脈相通じる「事実教授」（Sachunterricht，州によって呼び

方多様）の中の一つの領域として教えられている。教科書はソフトカバーで，また大きさ

は，B5 判，A4 判などである。Schroedel 社の教科書場合，第 1～4 学年までの教科書名は，

『綿毛のタンポポ』である。この教科書シリーズの場合，1 冊の平均のページ数は 77 ペー

ジであり，教科書 1 冊の重さの平均は 322g である。サイズは，縦 296mm×横 210mm であ

る。第 1～4 学年の教科書の平均価格は，€16.1（約 1,900 円）である。多色刷りで，写真，

イラスト，図，表等が多用されている。  

中等段階になると，理科の教科は物理学，化学，生物学に分かれる。これは，基幹学校

（ハウプトシューレ），実家学校，ギムナジウム，総合制学校（ゲザムトシューレ）とも基

本的には同様である。ただし，例外もある。例えば，ノルトライン・ヴェストファーレン

州の総合制学校の教育課程には，物理，化学，生物と分科しない「自然科学」という科目

が新設され議論を呼んだ 2。中等段階は，第 5～9 学年の中等段階Ⅰと第 10～12 学年の中

等段階Ⅱに分かれる。教科書は，ハードカバーで，B5 判が多い。Schroedel 社の教科書，『物

理』の場合，教科書は中等段階Ⅰ，Ⅱと分冊になっており，教科書 1 冊の平均のページ数

は 464 ページであり，教科書 1 冊の重さの平均は 1116g で，ずっしりと重い。サイズは，

縦 265mm×横 195mm でる。『物理  中等段階Ⅰ』，『物理  中等段階Ⅱ』の平均価格は，€39.2

（約 4,700 円）である。教科書の記述は，小さな文字で詳細であり，多色刷りで，写真，

イラスト，図，表等が多用されていて，その説明も大変詳しい。  

 

２）目次から見た教科書の構成 

「事実教授」の目次は，例えば，上記 Schroedel 社の教科書である『綿毛のタンポポ』
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の場合，「時代と文化」，「人間と社会」，「自然と生命」，「技術と労働界」の 4 つの領域に区

分されていて，後者 2 つの領域が，自然科学的・技術的重点がおかれている領域である。4

学年の「自然と生命」の領域には，「混ぜる，溶ける，分かれる」，「脈拍と呼吸」，「健康の

危機」，「池：生活空間」，「水辺や水の中の植物」，「水辺の保護」，「水の中の動物と植物の

観察」，「マガモとビーバー」，「ヒキガエルの成長」という生物的内容や環境の内容が取り

上げられている。「技術と労働界」には，「工場でリンゴジュースはどのように作られるか」，

「リンゴジュースはどのようにお客様のところにやって来るか」，「輸送経路」，「重要な発

明」，「電磁石」，「私たちは通信機を作る」，「エネルギーの色々な形」，「再生可能なエネル

ギー」があり，社会科的内容を別にすれば，物理的内容と技術的内容が取り上げられてい

る。  

中等段階の理科では，第一に，目次の最初に凡例があり，実験，資料，辞書，CD，危険

などを示す固有のロゴマークなどを解説し教科書の利用に供している。第二に，教科書の

最初に，「生物学とは何か」，「物理学とは何か」，あるいは，科学的な認識を獲得する方法

（科学の方法）についての独立したまとまった記述があることである。これは，現代理科

教育の潮流の一つとなっている「科学の本性」（nature of science）の内容である。例えば，

Klett 社の教科書，『インプルセ物理』では，「自然科学的方法」というタイトルがあり，科

学方法は次のように説明されている 3。  

「私たちは私たちの環境を観察し，現象の原因について疑問をもつ。」→「私たちは現象

の説明を探し求める。私たちは現象の間に特定の連関を予想する。」→「私たちは私たちの

予想を実験で確かめる。」→「実験が私たちの予想を立証しなければ，私たちは新たに観察

し考えなければならない。」または「実験が私たちの予想を立証すれば，私たちはその予想

を法則性と見なすことができる。」  

確かに，こうした科学の方法の記述は，極めて素朴かつ図式的で，現代科学論の知見か

ら見れば首肯しかねるものであることはいうまでもない。しかし我が国の理科教育では，

科学の成果としての知識とその方法の習得に主眼を置き，理科教育の内容として，学習指

導要領にも，科学の営み・科学的探究を意識的に対象化する「科学の本性」（nature of science）

の内容を明確に位置づけてはいないのが現状である。この現状と比較すれば，ドイツの教

科書のこの特質は注目されてよい。 

 

３）特定分野に関する教科書の記述 

 

①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析 

 

ア）原子力や原子核エネルギー 

日本の小学校第 4 学年までに相当する基礎学校の「事実教授」の自然科学・技術領域に

は，発電との関係で原子力発電所や核分裂についての記述がある。Westermann 社の教科書，

『モービル』の第 4 学年用には，次の様に記述されている。  

「原子力発電所では，核分裂の熱によって電気が得られている。その際に，決して発

電所から外へ漏れ出てはならない危険な放射線が発生する。核分裂で生じる廃棄物は，

極めて長い時間にわたって危険である。」4 
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中等段階Ⅰでは，放射能，核物理学に関する独立した単元がある。Klett 社の『インプル

セ物理 1』では「原子・核物理学」（全 32 ページ）の単元，Schroedel 社の『物理』（ギム

ナジウム・中等段階Ⅰ）では「放射能と核物理学」（全 28 ページ）の単元，Westermann 社

の教科書，『クーン物理学 1』では「核物理学」（全 30 ページ）の単元がある。教科書に学

年区分はなされていないので，中等段階Ⅰの 5 年間のどの学年で当該内容を扱うかは教科

書からだけではわからない。  

3 社の教科書全てにおいて原子力や原子核エネ

ルギーが扱われている。例えば，『クーン物理学 1』

の当単元は表１のような内容を扱う 5。  

日本の小・中学校に相当する段階から，核分裂，

原子力発電所はもとより，原子物理学の基本的内

容が扱われている。表１からもわかるように扱わ

れる内容は，日本の高校物理の内容である。しか

も，放射線について，物理学的に学習するのみな

らず，その生物学的影響，医学，生物学，技術に

おけるその利用など，多面的に学び，放射線・原

子力と実社会，実生活とのかかわりを生徒が学習

できるような内容構成になっている。また，原子

力発電については，分析した中等段階Ⅰの教科書

全てにおいて取り上げられていて，日本の中学校

までの段階に相当する生徒にとっては，相当高いレベルにあると思われる専門的知識が扱

われる。例えば，『クーン物理学 1』では，核分裂の制御，原子炉，連鎖反応の制御，減速

材，中性子反応，原子力発電所の構造，加圧水型原子炉，軽水炉，沸騰水型原子炉，原子

力発電所の安全性，廃棄物の問題，再処理施設など，詳細な内容が扱われている。  

 

イ）粒子概念（原子・分子）の導入 

初等段階の「事実教授」では，例えば，Schroedel 社の『綿毛のタンポポ』の第 3 学年用

におけるように，水の三態が扱われているが，粒子概念はまだ出てきてはいない。  

しかし，日本の小学校第 5 学年から中学校第 3 学年までに相当する中等段階Ⅰの化学教

科書では，さまざまな化学現象が基本的には粒子概念（原子・分子）で説明され，物質量

（モル）概念も扱われている。例えば，Klett 社の化学教科書『元素』における粒子概念関

係の内容は次のようになっている。ただし，上述の物理と同様，教科書に学年区分はなさ

れていないので，中等段階Ⅰの 5 年間のどの学年で当該内容を扱うかは教科書からだけで

はわからない。表２に示されているように，生徒が物質の構造から化学反応について学習し，

粒子数，物質量，原子価などの概念と進み，気体反応の法則，アボガドロの法則などの関連

の法則をも学習し，化学反応を量的にとらえ，算定できるような内容構成になっている 6。 

表２の 3「物質の構造」における粒子概念の導入は，アルコールと水との混合の際に，

その体積が混合前のアルコールと水の体積の和よりも小さくなる現象から始まっている。

粒子観は次のような記述になっている。  

「粒子観：アルコールと水という物質が，例えば球形をしている微粒子から構成されて

原子 

・導入  
・我々は原子について何を知っているか  
イオン化する放射線 

・Ｘ線と放射線  
・放射線の実証  
・放射線の種類  
・α，β，γ 線の特徴  
原子核と放射能 

・原子核の構造ー核崩壊  
・半減期  
・私が知りたかったこと：核種による年代規定

イオン化する放射線による危険ー放射線の遮蔽

・放射線の生物への影響  
・放射線源  
医学，生物学，技術における放射線 

・ラジオアイソトープの利用  
原子からのエネルギー 

・核分裂  
・原子力発電所  

表１ 単元「核物理学」 
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遺伝学 

1.メンデルの法則 

・メンデルが遺伝の法則を発見する  
・交雑図－あるモデルがその実験を説明する  
・戻し交雑  
・メンデルの遺伝の第三法則  
・実習：遺伝の法則のモデル実験  
 
2.細胞と遺伝の分子的基礎 

・核分裂  
・遺伝の染色体説  
・DNAー遺伝子にある物質  
・遺伝子から形質へーあるたんぱく質がエンドウ

豆を赤くさせる。  
 
3.形質の遺伝 

 （略）  
4.人間の進化 

 （略）  

表３ 単元「遺伝学」と DNA 

表２ 粒子概念に直接にかかわる内容

3 物質の構造 

・物質は微粒子からできている。 

・微粒子の運動 

・物質の三態の粒子モデル 

・プロジェクト：固体状態における粒子の配列 

・再考と深化 

4 化学反応 

・金属はイオウと反応する。 

・元素と結合 

・化学反応とエネルギー 

・プロジェクト：化学反応のメルクマール 

・化学反応と粒子モデル 

・再考と深化 

5 化学反応の量的関係 

・原子とその質量 

・関係式 

・プロジェクト：プラスティック・ブロックで作

った原子結合 

・プロジェクト：関係式の算出 

・反応図式から反応式へ 

6 分子と分子性の物質 

・粒子数と物質量 

・反応式と質量計算 

・気体の反応－気体反応の法則 

・分子－アボガドロの法則 

・気体粒子の質量算定 

・原子価と化学式 

・再考と深化

いる，と仮定すると，実験で観察された体積減

少が説明できる。水の微粒子とアルコールの微

粒子が互いに同じような形であるが，その大き

さが異なるとすれば，より小さな方の粒子（例

えば水粒子）のいくつかがより大きな方の粒子

（例えばアルコール粒子）の隙間に入り込む。

こう考えると，体積減少がよく説明できる。」7 

このように粒子観を導入すると，次に，すべ

ての物質は微粒子からできていること，球形の

粒子モデル，微粒子の固有運動，拡散，溶解と

結晶化へと進み，それから物質の三態の粒子モ

デル，固体の粒子配置へと至る内容構成になっ

ている。  

 

ウ）DNA の導入  

基礎学校の「事実教授」の自然科学・技術領

域では，人体の作りや成長について，また動植

物について扱われるが，DNA については取り上

げられていない。  

中等段階Ⅰになると DNA について詳しく扱

われる。例えば，Klett 社の中等段階Ⅰ（8・9

学年）用の生物教科書（ノルトライン・ヴェス

トファーレン州版）である，『自然 ギムナジウ

ムの生物学』では，「遺伝学」（全 28 ページ）の

章が設けられ，その中の節として「DNA－遺伝

子にある物質」（全 3 ページ）が設けられている。 

「遺伝学」の単元構成は表３のようになって

いる。メンデルの法則では，遺伝の規則性から，

細胞と遺伝の分子的な見方へと学習が展開す

る。DNA という術語が初めて現れる「DNA－遺

伝子にある物質」の節では，「DNA の構造」，

「DNA の複製」，「遺伝子から形質へ－あるたん

ぱく質がエンドウ豆を赤くさせる」という小項

目がある。また，重要な概念として，「リボゾーム」，「転写」，「翻訳」，「mRNA」，「tRNA」，

「コドン」，「トリプレット」などがゴシック体で強調されている 8。DNA の内容は，次の

様な導入文で始まっている。  

「染色体は遺伝因子のキャリアーである。染色体の中に遺伝子が作られている物質が発

見されるに違いない。化学的な実験を通して，特に，細胞核の中に二つの物質集団，すな

わち，たんぱく質（プロティン）とヌクレイン酸（核酸）があることが明らかになってき

た。長い間，たんぱく質を遺伝物質と見なしてきた。というのは，例えば，酵素としての
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ように，たんぱく質の多様な可能性が知られ

ていたからである。しかし，1944 年に，オス

トワルド・アベリーが，核酸が情報を伝える

分子であること，しかもデオキシリボ核酸

（DNA）であることを証明した。」9（図１参

照）  

この教科書は，上述のように第 8・9 学年

用であり，日本の中学校第 2・3 学年用に相当

する。日本の高校の「生物Ⅱ」の教科書での

DNA の扱いほど詳細かつ高度ではないもの

の，高校の「生物Ⅰ」の教科書での DNA の

導入よりもはるかに詳しく高度である。  

 

エ）惑星  

分析した基礎学校の「事実教授」の教科書，

Westermann 社の『モービル』にも Schroedel

社の『綿毛のタンポポ』のいずれにも，惑星

はもとより天体についての内容が取り上げら

れていない。惑星についての内容は，日本の中学校に相当するドイツの中等段階Ⅰにおい

ても扱われていない。もともと，ドイツには地学という独立した教科・科目は存在せず，

天文学的内容は物理学で扱われ，地質学的内容は地理学で扱われるのが一般的である。  

日本では小学校の理科でも扱われる「月の満ち欠け」も「事実教授」の教科書には取り

上げられてはいない。月相は，中等段階Ⅰの物理学の教科書の中にある「光学」の単元の

内容の一つとして簡単に記述されているに過ぎない。  

惑星についての内容は，日本の高校に相当する中等段階Ⅱで扱われる。Klett 社の『イン

プルセ物理 2』（第 11 学年）では「重力」（全 10 ページ）の単元，Schroedel 社の『物理』

（ギムナジウム・中等段階Ⅱ）では「重力と惑星の運動」（全 14 ページ）の単元，Westermann

社の『クーン物理学 2』では「重力と天体力学」（全 14 ページ）の単元で，惑星が扱われ

ている。つまり，惑星の内容は，中等段階Ⅱの物理学の「重力」の内容の中で扱われるの

が一般的である，といえる。  

例えば，『クーン物理学 2』の「重力と天体力学」の単元では，「古代における旅立ち」，

「天動説的世界像」，「プトレマイオスの周転円理論」，「地動説的世界像」，「地動説的体系

の拡張」，「ニュートンの天体力学」，「ニュートンの天体力学の方法的構想」が内容として

取り上げられている。また，Schroedel 社の『物理』（ギムナジウム・中等段階Ⅱ）の「重

力と惑星の運動」の単元では，「重力の法則についての 3 つの文献」，「ケプラーの法則」，

「コンピュータの威力－人工衛星の軌道の数値計算」，「重力場におけるポテンシャルエネ

ルギー」，「補説：歴史的概観」が取り上げられている。  

 

②高等学校の教科書の分析 

教科書の記述や内容構成を見るといくつかの特質を指摘することができる。まず，第一

図１ 中学 2～3 学年用教科書の DNA のページ 
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に，内容が詳しく記述され，日本の高校では

扱わないような高度な内容まで取り上げてい

ることである。例えば，Westermann 社の『ク

ーン物理学 2』では，「相対性」（全 19 ページ）

が独立した単元を構成し，そこでは，特殊相

対理論と一般相対性理論が扱われる。また，

「量子と原子」の単元では，光子，原子構造

とスペクトル，量子としての電子と原子，量

子力学の説明が扱われる（表４・図２参照）。 

第二に，日常生活にかかわる内容が取り上

げられるとともに，社会生活・日常生活との

関連が図られていることである。圧力の学習

では，最高血圧や最低血圧の意味やその測定など人間の血圧についての内容も詳しく扱わ

れている（図３参照）。また，原子物理学では，放射能の生物体への影響や核エネルギー利

用のリスクなども詳細に記述されている。第三に，自然科学そのものだけではなく，技術・

工学的なテーマなどが取り上げられ，それらとの関連が図られていることである。例えば，

電磁波を扱う時には，家庭にある電子レンジの仕組みを取り上げたりする。原子物理学で

は，原子力発電所の構造などが詳しく取り上げられている。第四に，科学の歴史や著名な

科学者の人物像と業績が取り上げられていることである。  

  

図２ ローレンツ変換と長さの収縮  図３ 圧力の学習における血圧  

表４ 中等段階Ⅱの物理教科書目次 

『クーン物理学 2』 

 
・力学の基礎 

・力学的な振動と波動 

・熱力学の基礎 

・電気論 

・電磁気的な振動と波動 

・相対性 

・量子と原子 

・核物理学 

 『物理』（ギムナジウ

ム・中等段階Ⅱ） 

 
・直線運動と力  
・落下と投射運動  
・保存則  
・円運動  
・重力と惑星の運動  
・熱学  
・電場  
・磁場と場における粒子

・電磁誘導と交流  
・振動  
・波動  
・干渉現象  
・20 世紀の物理学  
・核と粒子  
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４）教科書充実の工夫 

日本の高校段階に相当する中等段階Ⅱの教科書には見られないが，中等段階Ⅰの教科書

には，「プロジェクト」が導入されている教科書が見られる。これは，現在のドイツの学校

教育におけるプロジェクト重視の傾向を反映したものである，といってよい。プロジェク

トとは，学習者と生活を結びつける比較的広い課題を生徒自らが活動的に追究する学習形

態であり，一斉画一授業からの脱却，個別化志向ための授業形態の弾力化の流れの中で近

年盛んになってきている 10。基礎学校や中等段階Ⅰの学校ではプロジェクト授業が興隆し，

そこでは，教授内容が学習指導要領によって厳密に規定されるかわりに「自由学習」に力

点を置いた教育活動が重視されているのである 11。プロジェクトのテーマとしては，物理

や化学の内容そのものばかりではなく，そうした内容と日常生活や実社会とを結びつける

ような学習活動を促すもので，習得した基礎的知識を活用したり，また，発展させたりす

る内容となっている。例えば，Klett 社の『インプルセ物理 1』の教科書では「血圧」（血

圧の仕組みとその測定など），「自転車」（自転車の発達史と距離と速度と加速度の関係，力

とハンドルなど），「飛行」（模型飛行機の製作と揚力・飛行の原理など），「情報伝達」（電

信，バーコード，コピーの仕組みなど），「騒音」，「測定－制御－コンピュータの規則」，「楽

器」，「気象観測」，「時間の測定」（水時計，日時計，振り子時計など）があげられている。 

 

（２）現地調査の結果から 

以下の報告は，大谷実教授（金沢大学）が平成 21 年 1 月にベルリン州で実施した，理

科関係の教科書使用実態等についての現地調査の報告である。なお，筆者が一部のドイツ

語を日本語訳し，また若干記述を変更していることをお断りしておきたい。  

ドイツの基礎学校は，前述のように一般に４年制であるが，ベルリン州では，初等教育

（基礎学校）が第 1～6 学年であること，教科書は一部有料制（一人当たり初等教育で€40

（約 4,800 円），中等教育で€100（約 12,000 円）を各学年の上限として教科書を児童・生

徒が購入する点）に特色がある。  

初等教育段階は，Joan-Miró 及び Süd 基礎学校，John-F.-Kennedy 総合制学校を訪問した。

Joan-Miró 基礎学校では，Diesterweg 社の「事実教授」の教科書『コンフェッティ：事実の

絵本』を学校が共通に購入し，必要に応じて児童に貸与し使用する場合があるとのことで

あった。参観した授業（第 3～4 学年混成学級）では，教科書は使用せず，教師が多種類の

教科書の指導資料からコピーし，単元ごとにファイルで綴じた独自のワークブック形式の

学習材を使用していた。Süd 基礎学校と，John-F.-Kennedy の初等教育段階でも，児童は教

科書ではなくワークブック（Schroedel 社の『綿毛のタンポポ』に付随しているもの）をコ

ピーしたワークシートを中心とし，様々な資料を用いて調べ学習をし，結果をワークシー

トに記録し，発表していた。John-F.-Kennedy は初等段階から中等段階Ⅱまでからなり，半

数の児童は米国語を母語とし，半数はドイツ語を母語とし，幼稚園の 5 歳児から選抜で入

学し，総合した特別な学校である。ワークシートの半数は英語のものであった。Süd 基礎

学校では，面談した教師がドイツ語，数学，英語のみを担当しているのでワークブックの

名前は分からなかった。  

中等教育段階は，Nelson-Mandela 総合制学校，Friedrich-Ebert ギムナジュウムを訪問した。

Nelson-Mandela 総合制学校（初等段階から中等段階Ⅱまで生徒が在籍する）は，IB（国際
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バカロレア）を受験する州立学校で，参観した第 12 学年のクラスではバカロレアの過去問

の演習をしていた。教科書は IB 向け英語版を各自が購入し使用していた。Friedrich-Ebert

ギムナジュウムでは，数学と物理学と情報学を担当する教師と面談した。教科書は，学校

が購入し生徒に貸与する制度を取っていた。教師は，多数の教科書から教材を選択したワ

ークシートを用いて授業を行い，教科書は宿題と自学のために使用することが多いとのこ

とであった。  

その他，教科書出版社として Cornelsen と教科書センターを訪問した。Cornelsen 社では，

「事実教授」教科書『ローリーポップ：テーマ帳・事実』のように，テーマ毎の分冊教科

書や，「環境にやさしい：３段階レベルの個に応じた教材」というワークシート（CD-ROM

付き）の開発について説明があった。教科書センター（Westermann, Schroedel, Diesterweg

社などのグループ企業）では，コンピテンシー（方法，自分自身，事実 , 社会・コンピテ

ンシー）が重視される中で，教科書のみならず，ワークブックや，ワークシート等の教材

の開発に力を入れていた。  

以上，短期間の限られた情報に基づくが，ベルリン州の授業では教科書の使用頻度は少

なく，教科書準拠のワークブックを児童・生徒が購入して使用したり，教師が種々の情報

源から教師が教材を作成し使用したりする場合が多く見られた。教科書を使用する場合に

は，学校が購入し児童・生徒に貸与していた。その要因として，第一に，教育上の決定に

関して教師の裁量が大きいこと，第二に，コンピテンシー重視の教育により教科書中心の

授業が少なくなっていること，第三に，教科書が高額であるため児童・生徒はドイツ語・

英語・数学の購入を優先すること，第四に，「事実教授」や理科の教科書が含む内容量を学

校で定めた授業時数内でカバーすることは難しく，また教科書に説明されている観察・操

作・実験等を参照せず児童・生徒が実際に取り組むことを重視すること，第五に，ベルリ

ン州の初等学校では複数学年の混成クラスで授業を行うことが一般的であるため，教科書

よりも個に応じたワークブック教材が適していること等が挙げられる。  

 

（３）その他 

ドイツも教科書に検定制度が存在している。検定権は最上級学校監督庁である各州の文

部省に属している。教科書検定から教科書の採択までのプロセスは州ごとに異なるが，一

般的なプロセスは次のようなものである。まず，州文部大臣が任命した検定委員が教科書

の検定を行う。検定の基準は，憲法および法律との適合性，学習指導要領との合致性，専

門科学上および教科教育学上の議論の現状との整合性，動機づけや学習心理の諸観点への

配慮，価格の適切性等である。つづいて地域学校監督庁が，文部省から認可された教科書

リストの中から所轄地域の学校に義務づける一定の教科書を選択する。個々の学校はこの

中から学校会議もしくは教科教員会議を経て最終的に教科書を採択する。学校会議には親

や生徒の意見が反映されることもあるが，「どの教科書使用するのかは最終的に現場教師の

判断にかかっているので，教科書の最大の要件は授業実践に適していることである。」12

（ヘッセン州文部省教科書担当官）といわれている。  

また，教科書の利用形態は，前述の調査結果にも示されているように，ノルトライン・

ヴェストファーレン州文部省の「事実教授」の担当官の言葉によれば，「教科書は単に一つ

の提供物であるに過ぎず，ちょうど事典のように利用されるのである。それは全てを示す
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ものではない。そこから選び，他のもので補充して教えられるのである。」13 

つまりドイツの教科書が教授メデイアの中で占める機能は相対的に小さいものである。

教授メディア機能（本文，絵や写真による表現，課題の提出，部分的な授業の制御）に関

連した発達段階の中で，教科書は現在次のような傾向にあるといわれている 14。  

・教授書から学習・作業書へ  

・単一機能の教育的補助手段から複合機能を有する教育的補助手段へ  

・主たるメディアとしての使用からメディア複合体における一つの構成要素としての

使用へ  

まとめて言えば，ドイツの学校教育における教科書の比重は相対的に小さく，学校教育

に活用される主たるメディアではなくメディア複合体における一つの構成要素として位置

づけられている，といえよう。ドイツの IPN（キール大学付設，自然科学教育学研究所）

の大規模な調査によれば，そうした複合メディアの一つとして，教科書は授業中にはあま

り利用されていないのである。教科書にそって授業を行っている教師はわずかであり，教

科書に掲載されている図表等を一緒に考え話し合うというのが授業におけるもっとも重要

な教科書の使い方になっている。こうした授業における教科書の使い方は，学校の種類に

はほとんど関係なく，また教師の年齢にもあまり関係ないのである 15。  
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