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●特集 1　2019	年度		中学校教科書検定
	 　　	　－新学習指導要領初の検定で意見数は全体に減少傾向－

●特集2　杉本判決から 50年
	 　あらためて家永教科書裁判を考える

•	 「GIGA スクール構想」 の現在と今後

•	 過酷さを増す教科書職場の実態
		－検定 ・採択制度変更、 デジタル教科書、 新型コロナウイルス－

•	 教科書価格適正化のとりくみ		

•	 国連自由権委員会をも欺く日本政府の姿勢

•	 育鵬社 ・自由社 ・令和書籍
			－執拗に検定申請を繰り返す歴史修正主義派－

•	 変わらない日本教科書の内容
			－教育の営みと無縁の復古主義的徳目の押しつけ－

•	 新型コロナウイルス感染問題と教科書

〇2019年度　教科書検定内容　中学校

〇2020年度用　小 ・中 ・高校教科書の採択結果

〇2020年度用　小学校 ・高等学校教科書の採択データ

〇	速報　育鵬社 ・自由社 ・日本教科書の採択結果
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「教科書レポート」 バックナンバー
No.62／ 2019年

本体　1100円＋税

●特集 1　2018 年度 小学校教科書検定
　中学校歴史教科書　検定 「取り下げ」 ─という実質的な 「不合格」 処分
●特集 2　デジタル教科書と Society 5.0
①デジタル教科書をめぐる状況	 ―デジタル教科書	･	教材の可能性と問題点	2019―
② Society	5.0 と教育 ・教科書　―その背景と影響を考える―
③小学校プログラミング教育の導入の経緯と中身
④デジタル教科書のビューアのこれまでとこれから

●元号と教科書を考える
●出版研究集会第②分科会報告　「教科としての道徳がはじまった－子どもたちは……－」
●学習指導要領と教科書は労働や労働者の権利をどう描いているか
●教科書対策部ゼミナール 「家永教科書裁判とは何だったか」
●子どもの権利条約への政府第	4 ・ 5	回報告書への総括所見

No.61 ／ 2018年

本体　1000円＋税

特集 1　転換期の教科書
・ 中学校道徳教科書の内容を検討する　　　　　　 ・ 日本教科書の道徳－何が問題なのか？
・初の道徳教科書採択で， 公開性 ・透明性は確保されたのか？
・デジタル教科書をめぐるこの 1年間の動き　　 ・ 韓国の教育政策の変遷と歴史教科書
特集 2　高校学習指導要領改訂と教科書
前川喜平氏インタビュー大いに教科書を語る
○2017年度	　教科書検定内容－小学校道徳
○2018年度用	小学校道徳 ・高等学校教科書の採択結果

No.60／ 2017年

本体　1000円＋税

特集１　次期学習指導要領は教科書をどう変えようとしているのか
特集２　初の道徳教科書の検定内容
高校教科書検定の分析
白表紙問題PART Ⅱ
教科書レポート創刊 60 号発刊に寄せて　総目次No.10～ 59
2016年度　教科書検定内容──小学校道徳 ・高等学校
2017	年度用高等学校教科書の採択結果

No.59／ 2016年

本体　900円＋税

特集１　白表紙本問題はなぜ起こったか
・ 白表紙本閲覧 ・謝礼支払い問題をめぐる経過
・教科書採択をめぐる 「不正」 をなくすために　―私たちの教科書制度改善提言案―
・日本の教科書制度の問題点は何か　―諸外国の制度と比較する―

特集２　高校教科書検定の特徴
・ 2015	年度教科書検定の概要
・高校地歴 ・公民科の検定はどうだったか
・原発に関する教科書記述はどう変化したのか

「デジタル教科書」 導入に向けた動きの現況と問題点
採択妨害問題の新たな局面
「つくる会」 系教科書採択阻止の各地でのとりくみ
2015年度　教科書検定内容──高等学校
2016	年度用中学校 ・高等学校教科書の採択結果

No.58／ 2015年

本体　900円＋税

特集１　自粛と萎縮で後退する教科書記述
2014	年度教科書検定の概要
中学校社会科の検定はどうだったのか （歴史	･	公民	･	地理）
「検定意見なき検定」

特集２　道徳教科化の強行
7.23	報告批判　「特別の教科	道徳」 教科書に便乗した検定制度改悪
道徳教科書検定基準の何が問題か

2014	年度　教科書検定内容──中学校
2015	年度用小学校 ・高等学校教科書の採択結果
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