
●こんな中学校歴史教科書があったらいいなと思えるような教
科書が、とうとうできました。

●学び舎教科書には、歴史との真摯な対話が織り込まれてい
ます。その対話が子どもたちと共にあり続ける事を願います。

●子どもたちが自分の視点で考え選択できるための情報を提
供するのが学校教育だと思います。より多くの情報、様々
な学説、考え方を盛り込んだ教科書が多くの子どもたちの
手に渡りますように期待します。

教室から生まれた、教員がつくった
教科書です。

　私たちは、子どもたちが楽しく歴史を学べる歴史教

科書をつくろうと集まった教員（現・元）です。私た

ちは常に教室の子どもたちの顔を思い浮かべながら、

子どもたちが生き生きと取り組んだ授業実践を出し

合って教科書づくりをすすめてきました。

●教科書は完全なものだと考えると、教化のための書物になっ
てしまいます。値打ちのある必要な情報が用意されていて、
子どもたちが「なぜ？」と問いを持てることが大切です。・・・
今、現場の教師たちの力で教科書検定を通したことは勇気
ある挑戦であり、子どもたち 1 人ひとりの問いを重視した点
で、戦前の生活綴り方にも一脈通じる仕事とも言えます。

問いを生みだしともに考える。
「子ども用教科書」です。

　年号や人名、重要語句の暗記より、子どもが読む、

何か感じる、疑問がわいてくる、そんなことができる

歴史教科書をめざしました。また、子ども・女性が、

たくさん登場します。人びとの声が聞こえ、語りかけ

てくる歴史教科書です。

●歴史を学ぶことは、長い年月の中でどんな遠い国、地域の人々
ともつながり合って今現在があるということを確認し、どう
未来につなげていくのかを考える人間にとって最も大切なこ
との一つです。

●人はいつの時代も間違いを犯すもので 歴史から学ぶことは
大きいと思います。民主主義を未来につなぐ素敵な教科書
の出版を応援しています！ 尽力してくださっている方々に心
から感謝します。

市民のみなさまと
ともに歩む教科書です。

　2010 年夏「学ぶ会」のたちあげと同時に、多くの市

民のみなさんにも会員になっていただきました。学習

会を開き子どもの教育や歴史の学び方について自由な

意見交換を積み重ねてきました。市民のみなさんとと

もに歩む歴史教科書です。

「歴史から学び、平和と民主主義について自分で考え、主権者意識を持つ未来の市民を育てたい」

そんな願いを、私たちとともにかなえませんか？

学び舎歴史教科書の特色

みなさんから寄せられた声

歴史との真摯な対話（教師の声） 戦前の生活綴り方とも一脈通じる仕事（研究者の声） 素敵な教科書の出版を応援します（市民の声）

「学び舎歴史教科書」民主主義を未来につなぐ、 をともに作る仲間に！
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４年に1回の歴史教科書発行には、約4000万円の資金が必要です。

多くのみなさまから

という声が、寄せられています。

教科書見本の展示会に行ったのですが、
「学び舎歴史教科書」は置いてありませんでした

Q1. 全国の教科書展示会場になぜ「学び舎 歴史 教科書」 は、置かれていないのでしょうか？

Q2. 学び舎の歴史教科書の採択数は、5600 冊あるのに、なぜ資金不足なのでしょうか？

Q3. ４年に 1 回の歴史教科書の発刊（制作・検定・採択）と４年間の供給には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか？

A.「それは、学び舎の資金が不足しているからです。下の B 欄をご覧ください。見本本の

印刷代と全国への配送代金には、1000 万円以上の資金が必要となります。これは、す

べて教科書発行会社の負担となります。㈱学び舎は、資金不足のため展示会場のすべて

には、見本本を送ることができませんでした。みなさんのお住まいの地域の教科書展示

会場に学び舎歴史教科書が展示されていなかったのは、資金不足で送付できなかったた

めです。本当に残念ですが、今の学び舎の財政では、そうせざるを得ませんでした」

A.「文部科学省から採択校の生徒数分の教科書代金が（株）学び舎に支払われます。しか

し歴史教科書の販売価格は文科省の定めにより今年度は、1 冊 775 円と超低価格に決

められ、さらに全国の採択校への供給手数料として 1 冊あたり 200 円程度が差し引か

れます。その結果、㈱学び舎が受け取るのは 1 冊あたり実質 600 円程度です。これで

は印刷代にしかなりません。教科書の販売で利益を上げ、全国の展示場に学び舎歴史教

科書を展示するには数万冊の採択数が必要となります」

項　目

合計金額

細　目

A.  教科書の制作・検定費

約 1000 万円

• 図版・写真・資料等の使用許諾料　
• 図 ･イラスト・地図等の制作料
• 教科書ページのデザイン・校閲・校正料
• 教科書検定に関わり、文科省に支払う費用　等

B.  教科書の採択に関わる費用

約 1000 万円

•「見本本」の印刷費　（約16000 冊）　
•「見本本」の配送費用　（約 4100 か所）　
• 採択に向けての営業活動費　等

C.  採択校への供給に関わる費用

年間約 500 万円× 4 年＝約 2000 万円

• 教科書の印刷費
• 会社事務所の賃料・人件費
•交通費・光熱費・通信費・事務費　等
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それでも私たちは、
「学び舎歴史教科書」をつくり続ける決断をしました！

Q4.  私たち「学ぶ会」は、このような多額の資金を今（2 回の検定合格）まで、どのように集めてきたのでしょうか？

Q5.  今、学ぶ会では、会員はどれくらい集まり、教科書発行の資金の見通しはどうなっているのでしょうか？

2010 年～ 2015 年（第一回目の検定合格まで）

主に創業メンバーの個人資金の持ち出しで！

　この歴史教科書づくりは、主に創業メンバー
たち一人ひとりが、退職金や貯金から、多額の
資金を出し合って始めました。しかし、それだ
けでは不足し、創業メンバーの周りの方々にも
多くの支援をお願いしました。かなり無理をし
ましたが、何とか 4000 万円近くのお金を集め
ることができました。

2016 年～ 2020 年（第二回目の検定合格まで）

1000 人を超える市民のみなさまからの支援で！

　2015 年春、1回目の検定に合格したころ、それまで
集めた資金が底をつきました。それから、「1万円カン
パ」「教科書サポーター制度」「Aport クラウドファン
ディング」など次々と資金集めのアイディアを募り、
市民のみなさま方のご支援により改訂版学び舎教科書
を制作し、無事 2回目の検定に合格することができま
した。みなさまから寄せられた多くのご支援に感謝い
たします。

これから（2021 年）～（第三回目以降の検定合格へ）

新方式（一般社団法人学ぶ会の会費）で安定経営を！

　2020 年 3 月、２回目の検定に合格しました。
私たちはこの教科書が日本社会に定着し、今後
もこの歴史教科書を継続的に発行し続ける責任
が生まれたと判断しました。そこで、任意団体「学
ぶ会」を法的に認定された一般社団法人「学ぶ
会」にしました。こうして、「学ぶ会」の会費で
学び舎歴史教科書を今後も継続的に発行し続け
ることを決断しました。

A.「おかげさまで、2020 年８月現在、一般社団法人「学ぶ会」会員は、400

名を超えました。また会費として 1 年に 500 万円を超える支援金を集める

見通しがたちました。2024 年の第３回目の教科書検定に合格し、採択時

にすべての教科書展示場に学び舎歴史教科書を展示するには、さらに年間
500 万円の資金が必要です。その目標が達成できないと、現在発行中の教

科書を採択校に供給するだけで資金は尽きてしまいます。第 3 回目の改訂

版学び舎教科書を制作・検定合格させ、全国すべての教科書展示場に「学

び舎」歴史教科書を展示し、より多くの採択を実現したいと思います。もっ

と多くの子どもたちにこの教科書を手渡すためにみなさんのお力をお寄せ

ください」
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あなたも、「学び舎歴史教科書」を
ともにつくる仲間になりませんか

一般社団法人「学ぶ会」への会員登録を心よりお願い申しあげます。
（「会員入会パンフ」がお手元にない方は、学ぶ会ＨＰ〈QRコード〉からDL又は、下記学ぶ会メールアドレスにお問い合わせください）

銀行自動引き落としによる会員登録の方法  【入会パンフ P.8】 会員の特典

郵貯口座への振り込みによる会員登録の方法  【入会パンフ P.9】

時期も金額も自由なカンパによるご支援の方法

① 特別会員コース（毎月引き落とし）
Fコース（月額 1000円：年間 12000 円）
～Mコース（月額５万円：年間 60万円）まで
※８つのコースをご用意しています。

② 一般会員コース（年 2回自動引き落とし）
A1コース（1500円× 2回：年間 3000円）
～ Eコース（5000円× 2回：年間 10000 円）まで
※５つのコースをご用意しています。

③ 一般会員コース（口座振り込みによる
A2コース（年 1回 3000 円のお振込み）
※毎年、9月に振込用紙をお送りします。

④ 賛助会員コース（任意の自由なカンパ）
銀行自動引き落としや毎年の定期の振り込みではなく、金額も時期
も自由なコースです。

① 特別会員になると…
＊年 4回発行の「学ぶ会会報」のお届け
＊例会・年 1回の全体会への参加資格
＊学ぶ会メーリングリストへの加入資格
＊学ぶ会の講座・フィールドワークへの特別参加
＊学び舎出版物の特別価格での購入

② ③ 一般会員になると…
＊年 4回発行の「学ぶ会会報」のお届け
＊例会・年 1回の全体会への参加資格
＊学ぶ会メーリングリストへの加入資格

④ 賛助会員になると…
＊ 1回 3000 円以上のカンパで、年 4回発行の「学ぶ
会会報」を1年間お届けいたします。

未来の子どもたちに民主主義をバトンタッチするプロジェクトの“なかま“として、
ともに喜びを感じることができます！力を合わせて、ともに歩んでいきましょう。

◇「会員入会パンフ」の P.12 を切り取り、「入
会申込書」にご住所・お名前等と口座番号等を
ご記入・捺印していただき、ポストに投函して
ください。

◇「会員入会パンフ」のP.9 下の「払込取扱票」
を切り取り、ご住所・お名前をご記入の上、郵
便局で3000円をお振込みください。

◇郵便局にある「青色の払込取扱票」にご住所・
お名前等をご記入の上、任意の金額のカンパを
払込ください。（振込先は、パンフP.9 の会員登
録用「学ぶ会」口座番号宛にお願いします）

一般社団法人子どもと学ぶ歴史教科書の会（略称学ぶ会）
事務所住所　〒190-0022　東京都立川市錦町３-1-3-605
メールアドレス：manabukai@mbf.nifty.com
ホームページ：http://www.manabisha.com

一般社団法人「学ぶ会」定款

TOPページ

規約

そしてなによりも、
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