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教科書会社（小学校、中学校、高等学校）

発行している教科書は？

小学校：6教科（書写、社会、生活、算数、図工、道徳）

中学校：4教科（社会、数学、美術、道徳）

高等学校：2教科（情報、美術・工芸）

図画工作・美術の教科書のシェアが一番高い

70年にわたり図画工作・美術の教科書を発行している

教科書準拠教材のデジタル教科書、デジタル教材

副読本や地域教材、教育関連書籍も発行

日本文教出版（日文）について
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「教科書」と「デジタル教科書」
について
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「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれら

に準ずる学校において、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又は生徒用図書であり、

文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するも

の」（発行法第2条）

検定…学習指導要領にそって編集されたかどうかを確認するためのもの

全ての児童生徒は教科書を用いて学習をしなければならない（学校教育

法第34条）

教科書について
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基本的に4年のサイクルで改訂される。

R６年使用開始の小学校教科書を例にすると……

2020～2021年：企画・編集作業

2022年：春に検定提出、秋ごろ検定意見通知、翌春合格

2023年：各自治体で検定合格した見本について採択

2024年：春から新しい教科書の使用開始

小、中、高校はそれぞれ1年ずれたスケジュールとなる。

学習指導要領は基本的に10年サイクルで改訂される。

義務教育は無償（税金）、高校は有償
6
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簡単には各発行社による「電子書籍化した教科書」
学習者用デジタル教科書（教材一体型を含む） と

指導者用デジタル教科書（教材）というものがあります。

デジタル教科書について
※学習者用デジタル教科書ガイドブック（教科書協会）
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デジタル教科書について

学習者用デジタル教科書
「学習者用デジタル教科書」を使う時は、基本

的に一人一台の端末が必要です。

指導者用デジタル教科書（教材）
「指導者用デジタル教科書（教材）」を併用すると，資

料の提供や学習内容の共有化ができるので，効果的で

す。

※学習者用デジタル教科書ガイドブック（教科書協会）
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学習者用デジタル教科書
※学習者用デジタル教科書ガイドブック（教科書協会）
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H9(1997)年ごろ～

学校のPCで利用する「学習用ソフトウェア」が登場

H23(2011)年

旧指導要領施行（生きる力、脱ゆとり教育）
「指導者用デジタル教科書」が本格的に稼働

校務支援にICTが導入（働き方改革も影響）

R2(2020)年

新指導要領施行

（主体的・対話的で深い学び、外国語、プログラミング）
「学習者用デジタル教科書」が制度化

「一人1台」「校内LAN整備」を推進（GIGAスクール構想）

デジタル教科書の変遷
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学習者用デジタル教科書を、
どうして使う必要があるの？
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社会状況について
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1990年 企業の時価総額ランキング 2021年 企業の時価総額ランキング
ランキング 企業名 IT 国名 ランキング 企業名 IT 国名

1NTT ▲ 日本 1マイクロソフト ★ アメリカ

2 日本興業銀行 日本 2アップル ★ アメリカ

3住友銀行 日本 3サウジアラムコ サウジアラビア

4富士銀行 日本 4アルファベット ★ アメリカ

5第一勧業銀行 日本 5アマゾン・ドット・コム ★ アメリカ

6IBM ★ 米国 6テスラ ★ アメリカ

7三菱銀行 日本 7メタ・プラットフォームズ ★ アメリカ

8エクソン 米国 8バークシャー・ハサウェイ アメリカ

9東京電力 日本 9エヌビディア ★ アメリカ

10 ロイヤル・ダッチ・シェル 英国 10テンセント・ホールディングス ★ 中国

11トヨタ自動車 日本 11台湾積体電路制造 ★ 台湾

12GE 米国 12JPモルガン・チェース アメリカ

13三和銀行 日本 13アリババ・グループ・ホールディング ★ 中国

14野村證券 日本 14ユナイテッドヘルス・グループ アメリカ

15新日本製鐵 日本 15ジョンソン&ジョンソン アメリカ

16AT&T ▲ 米国 16ウォルマート アメリカ

17日立製作所 日本 17ビザ アメリカ

18松下電器 日本 18サムスン・エレクトロニクス ★ 韓国

19フィリップ・モリス 米国 19LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン フランス

20東芝 日本 20ホーム・デポ アメリカ

1 14/20 11 0/20
※50位以内に日本企業はトヨタ自動車（45位）のみ
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産業構造の変化



「第4次産業革命」「Society5.0」

AI、IoTなど、高度に発達し情報化した社会がすでに到来しており、そ

の社会を生き抜く人材の育成が急務となっている。
10～20年後に国内労働人口の49％に当たる職業について、人工知能やロボットでの代替可

能性が高いと推計（「野村総研」調べ）

IT人材の必要性

世界的にも、プログラミング、統計・データ活用などを初等教育段階で必修化している。（日本

も2020年から実施）

人口減少傾向の日本にとって、こうした人材の育成は非常に重要となっている。

産業構造の変化
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学校現場の状況について

15



16

教育の情報化に取り残されている
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教育の情報化に取り残されている

項目回答値（1～5で頻度を表わす）-1の単純合計値平均／スコア上限値のパーセンテージを国別に求めた。調査年によって項目構成は若干異なる。
CC-BY-4.0 Shimpei Toyofuku／OECD-PISA Database https://www.oecd.org/pisa/data/



教育ICTの取り組み
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１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、

特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、

公正に個別。最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現す

る。

GIGAスクール構想（2020年）

「GIGA スクール構想の実現へ」より19



• 新学習指導要領では……

情報活用能力を言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け

学校のICT環境整備とICTを活用した学習活動の充実に配慮

小学校においては、文字入力など基本的な操作を習得、プログラミング的思考を育成

• 教科指導におけるICT活用

ICTを効果的に利用しわかりやすく深まる授業

→デジタル教科書・教材など

• 校務の情報化

名簿管理・出席簿・成績処理・通知表

ICTの利用環境が整備されてきた
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ユニバーサルな教育の実現：「合理的配慮」
障害者差別解消法の施行で大きく前進
学習者用デジタル教科書の特別支援機能

白黒反転：光の刺激に敏感な方
総ルビ、機械音声読み上げ：読字障害、視力不自由な方、ルーツを日本以
外に持つ児童・生徒

リフロー機能：視力不自由な方
リフロー機能とは、文字の大きさ、行間、表示フォント、背景色を自由に変更で
きる機能のこと

紙の教科書ではできなかったユニバーサルな教科書の実現に近づいている。

なぜデジタル教科書を使う必要があるの？
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学習者用・指導者用デジタル教科書の

効果的な点について
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デジタル教科書の基本的な機能
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「デジタル教科書」の効果的な機能について（学習者用デジタル教科書実践事例集より）
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「デジタル教科書」の効果的な機能について（学習者用デジタル教科書実践事例集より）
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学習上の効果的な点について
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デジタル教科書の効果

令和３年度「学習者用デジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業」27



デジタル教科書の効果 使用頻度

令和３年度「学習者用デジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業」28



デジタル教科書の効果 令和３年度「学習者用デジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業」
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デジタル教科書の効果 令和３年度「学習者用デジタル教科書の効果・影響等に関する実証研究事業」
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学習上の効果的な点についてのまとめ
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学習者用・指導者用デジタル教科書の効果的な点について ～学習場面から～

学習の目的を明確にした上で、それを実現するための道具の一つとして学習者用デジタル教科書を活用する

個別学習の場面

「試行錯誤する」

学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，紙の教科書では躊躇

するような，教科書の紙面にペンやマーカーで書き込むことを何度も繰り返すことを通して，試

行錯誤する。

「細部まで見る」

学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，教科書の紙面を拡大

して表示することで，教科書の写真資料，挿絵，地図，グラフなどの細かな部分を拡大し，

様々な角度から調べる。

「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より
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グループ学習の場面
○ グループでの議論を行うなど，児童生徒同士が教え合い学び合う協働的な学

習の場面

「自分の考えを見せ合い，共有・協働する」

学習者用デジタル教科書への書き込み等により自分の考えを可視化し相手に示し

つつ説明する。

また他の児童生徒と意見交換しながら，学習者用デジタル教科書にペンやマーカ

ーで書き込むことを繰り返す。その際，書き込んだ内容を児童生徒間で共有するこ

とで，他の児童生徒の意見を自分の意見と組み合わせたり，編集して活用したり

する。
「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より

学習者用・指導者用デジタル教科書の効果的な点について ～学習場面から～
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一斉学習の場面
○ 教師によるクラス全体に向けた指導など，一斉指導による学習の場面

「前回授業や既習事項の振り返りを行う」

学習者用デジタル教科書を他のICT 機器等と一体的に使用することにより，前回授業や既習事項の振り返りの

際に，児童生徒が書き込みを行った学習者用デジタル教科書の画面を大型提示装置に表示し，クラス全体に提

示することで，円滑に授業の導入につなげる。

「必要な情報のみを見せる」

学習者用デジタル教科書を学習者用コンピュータで使用することにより，学習者用デジタル教科書の画面上で関

係箇所だけを拡大して表示させ，教科書に記載されている解答に至る考え方を隠し，問題のみを見せる。

「自分の考えを発表する」

学習者用デジタル教科書を他のICT 機器等と一体的に使用することにより，児童生徒が書き込み等を行った学

習者用デジタル教科書の画面を大型提示装置に表示し，クラス全体に向けて発表させたり，複数の学習者用デ

ジタル教科書の画面を比較しながら議論させたりする。

「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」より

学習者用・指導者用デジタル教科書の効果的な点について ～学習場面から～
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健康上の留意点
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健康面での留意点

● 姿勢に関する指導を適切に行

い，目と学習者用コンピュータ

の画面との距離を30 cm 程

度以上離すよう指導すること。

● 目や身体の疲労を軽減するよう

に授業の実施方法を工夫する

ことも考えられます。30分に１

回は、20秒以上、画面から目

を離し遠方を見るように指導し

ましょう。

「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック」より36



基本的な操作方法

37



操作方法

ツールバー

紙面
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基本操作 ツールの説明

● 良く使うツールは「拡大」「ペンツール」
使いやすい位置に
配置されています
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基本操作 ツールの説明

● 応用的に使用できる機能 ②どうぐ
「ふせん」ツール

①図形・スタンプ
「図形」「キリトリ、写真挿入」ツール

①

②
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基本操作 学習者支援機能
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基本操作 学習者支援

機械音声
操作

リフロー機能
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基本操作 QRコンテンツ

QRコンテンツにスムーズに
アクセスできる。
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操作方法

● 詳しくはユーザーズガイドをご確認ください。

日本文教出版HP＞デジタル教科書・教材サポートサイト＞

ユーザーサポート＞各種マニュアル

https://www.nichibun-g.co.jp/digital_support2/support/manual.html
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デジタル教科書の活用提案
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活用提案

細かいタッチまで鮮明に見える！

色鉛筆でこんな表現ができるんだ！
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細かい彫りの表現が鮮明に見える！

描画材や技法の特性、表現方法を実感的に理解し、

見方や感じ方を深めるのに役立ちます。 47



活用提案①

絵の中のストーリーを想像して付箋で残し、造形的な視点を基に
気付いた点については付箋の色を変えて記録。

美術１p.30-31「絵の中をよく見ると」

付箋の色は自由に指定することが
できます。
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活用提案②

感じたことを付箋で貼って記録を残し、自分だけのデータを蓄積。49



活用提案②

図版を拡大し、描画ツールで線を書き込むことで

一点透視図法の仕組みについて理解。
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活用提案②

 ３６０度作品鑑賞
技法解説動画 生徒作品スライ

ドショー

スパッタリング
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活用提案【小学社会】コンテンツアイコン一覧
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活用提案【小学社会】①シミュレーション

比較が簡単！

小学社会5年p.31「温かい沖縄県に住む人のくらし」
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活用提案【小学社会】②動画

さまざまな動画が

充実しています！
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ご清聴ありがとうございました。
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