
（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 
新訂 新しい道徳 

２ 

東京書籍 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

〇主体的に学習に取り組めるように内容項目をわかりやすい言葉で示したり、各教科等との

関連資料や道徳的価値を深められる付録やコラムが取り上げたりしている。 

〇巻頭にオリエンテーションのページがあり、児童が問題意識をもって取り組み、自己を見

つめられるように示されている。 

〇授業の取組を振り返るページがあり、発達の段階に応じて取り組みやすいよう項目や内容

が工夫されている。 

〇人との関わりの中で考えることができる学習活動のページ「出会う・ふれ合う」が各学年

２か所ずつ掲載されており、道徳的価値を深められるような実践的な活動が設けられてい

る。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

〇情報モラルが全学年で取り上げられており、１～３年生は「かばきちくん」を主人公にし

た教材がある。４～６年生はインターネットの利用について異なる視点から考えられるよ

うに設定されている。 

〇いじめ問題について直接的教材と間接的教材を組み合わせた「ユニット形式」で構成され

ている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

〇１・２年生の教材には冒頭に考えるポイントを、３年生以上の教材には末尾に主な発問を

載せており、視点を明確にして学習できるようにしている。 

〇３年生以上に問題解決的な学習に対応した教材が掲載されている。問題意識をもちやすい

ように扉絵を工夫したり、考えるステップを明示したりしている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

〇巻頭に「話合いの約束」を示し、言語活動が適切に行われるように工夫されている。 

〇学習の手引きとして、「とびらページ」「考えるポイント」「考えるステップ」がある。

また、「学習の振り返り」で書くことを通して道徳的価値の理解を深めるように工夫して

いる。 

〇学習活動のページ「出会う・ふれ合う」を設け、他者とのコミュニケーションを通して、

道徳的価値について考えることができるように工夫している。 

資料 

〇アニメやスポーツ選手、著名人などを題材にした教材が取り入れられている。 

〇オリンピック・パラリンピックに関連したスポーツ、国際感覚などを扱う教材がある。 

〇写真や挿絵が大きい。必要以上に色を多用することを控え、優しい色合いになっている。

〇教材と関連したデジタルコンテンツがあり、教材内容と関連する動画で、教材理解を深め

られるよう工夫されている。 

表記・ 

表現 

〇教材ごとに学習指導要領の４つの視点をマークと色分けで示している。４つの視点と内容

項目ごとに分類した目次がある。 

〇１・２年生は分かち書き、文節改行を取り入れている。カタカナにはルビがついている。

数字についてのみ漢字を用いて、教材の初出にルビがついている。漢字は当該学年の前学

年までの配当漢字を使用している。難解な語や必要な情報を脚注で解説している。 

総括 

〇文字はやや小さめだが、行間が広く、読みやすいよう配慮されている。 

〇教材ごとに内容項目をわかりやすい言葉で示したり振り返りのページを設けたりしてい

る。また、「出会う・ふれ合う」では、コミュニケーション活動を通して、道徳的価値に

ついて考えることができるようにしている。資料の中には、アニメや著名人の絵や写真を

大きく掲載し、興味の引きやすい内容になっている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 

かがやけみらい 小学校 道徳 きづき 

かがやけみらい 小学校 道徳 まなび 

１１ 

学校図書 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

〇２冊構成になっている。「きづき」は、教材提示のみでシンプルな作りになっている。 

「まなび」は、内容項目ごとに分かれた構成になっていて、自分の考えの蓄積につながる

よう工夫されている。 

〇「きづき」の巻頭や「まなび」の巻末にオリエンテーションや考えるポイントのページが

あり、児童が問題意識をもって取り組み、自己を見つめられるように示している。また、

学級づくりのページが学年の発達の段階に合わせた内容で設けられている。 

〇「まなび」に友達の考えを書く欄があり、多面的・多角的な考えの蓄積につながるよう工

夫されている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

〇いじめ問題に対する教材を「ともにいきる」のマークで示し、年間を通して繰り返し考え

られるように計画的に配列されている。「まなび」には、コラムが掲載され、より考えを

深められるよう工夫されている。 

〇情報モラルが全学年で取り上げられている。身近にある問題について異なる視点から考え

られるように設定されている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

〇「まなび」は、内容項目ごとに見開き１ページで構成されており、長期的な学びの深まり

が実感できるよう工夫されている。 

〇「まなび」の「こころのパレット」では、２学年ごとにタイトルを統一し、発達の段階に

合わせて考えの深まりを実感できる工夫がされている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

〇「まなび」の巻末には、「まなびのヒント」のページがあり、上手な話し方・聞き方を示

し、言語活動が適切に行えるようにしている。 

〇写真をメインにした教材やグラフ、新聞等から道徳的課題について考える教材がある。 

〇「まなび」は、「考えよう」「やってみよう」などのマークで分類され、問題解決的な学

習、体験的な学習など多様な道徳学習を促す構成になっている。 

資料 

〇多様な画風のイラストが掲載されている。 

〇漫画形式でわかりやすく提示されている教材がある。 

〇「まなび」には、図や写真が複数掲載されている。 

〇二次元コードから、補助資料を活用することができるよう工夫されている。 

〇スポーツ選手を題材とした教材が２年生以上の学年で取り入れられている。 

表記・ 

表現 

〇目次は教材ごとに学習指導要領の四つの視点が色別の旗マークで示されている。巻末には

四つの視点と内容項目ごとに教材を分類して示されている。 

〇１・２年生では、分かち書き、文節改行を取り入れている。カタカナにルビがついている。

学年配当漢字にルビがついている。 

〇難解な語や必要な情報を教材ごとの 後に解説している。 

総括 

〇「きづき」と「まなび」の２冊構成である。文字が大きく、読みやすくなっている。「ま

なび」は１年生から自分の考えを書く欄がある。枠が小さいため、書くことに抵抗感があ

る児童でも取り組みやすくなっている。内容項目ごとに構成してあり、自分自身の成長を

振り返ることができるようになっている。読み物教材だけでなく、写真がメインの教材や

漫画形式の教材など、様々な教材が取り入れられている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 
小学校道徳 はばたこう明日へ 

１７ 

教育出版 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 
○内容項目ごとにまとまった教材の並びとなっており、価値理解を深めるよう教材配置が工
夫されている。教材に入る前段階の活動として自己を振り返ったり、偉人について調べて
教科書に書き込んだりするページが各学年１～３程度配置され、教材に取り組みやすい工
夫がされている。 

○道徳の学習が、「気づく」「考える」「深める」「つなげる」の４つの視点から行われる
ことが示され、話合いの仕方や役割演技について説明されている。それぞれ教材の 後に
は発問が載せられており、特に考えてほしい発問には☆マークが付けられている。「深め
よう」や「つなげよう」では、自身への問いかけとなる発問が複数あり、自己を見つめる
ためのポイントとなるよう工夫されている。 

○全学年の巻末に、学びの記録のページと学習を振り返るページがあり、自分の成長や考え
の変化を見つめ直すことができるようになっている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○三つ葉マークで赤は生命尊重、黄はいじめ、青は情報モラルの教材であることが、目次や

それぞれの教材の題名下に示され、分かりやすく明示されている。また、キャリア教育や

福祉教育、防災教育など現代的な課題との関係を意識した教材がそれぞれの学年に配置さ

れている。 

○物事を多面的・多角的に捉えられるようなセリフが吹き出しに書かれ、思考のヒントとな

るようになっている。教材の冒頭には導入となるような、末尾には学習のまとめのヒント

となるようなセリフを話すキャラクター「とりどり先生」が登場し、児童の興味を引く工

夫がされている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○目次では、それぞれの学年で特に大切にしてほしい内容項目を黄色でマーキングし、分か

りやすくしている。 

○Ｄ生命尊重をどの学年においても大切に学習してほしいものとして取り上げ、命の大切さ

について発達段階に合わせて考えられるよう工夫している。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○「スキル」や「やってみよう」では役割演技を取り入れたものがある。演じることで自己

を見つめたり、演じた人を見てどのように感じたか発表したりすることで価値の理解を深

め、より活発な議論になるよう工夫されている。 

資料 

○写真資料には当時の年数や様子の説明があり、資料の背景が分かりやすく示されている。
○偉人や活躍するスポーツ選手、東日本大震災や熊本地震といった 近の出来事を扱った教
材があり、より身近に教材を考えられるようになっている。 

○３年の教材から二次元コードが載せられており、「まなびリンク」として印がつく教材に
は、学習に役立つ情報をウェブサイト上で見ることができるようになっている。 

表記・ 

表現 

○教材が、内容項目ごとに色分けされ、キーワードとともに目次や資料の 初に示されてい

る。 

○１年生の教材では、分かち書き、文節改行している。カタカナ、漢字は教材ごとに初出に

ルビをつけている。 

○難解な言葉や必要な情報は資料の下段に解説されている。 

総括 

○教材の並びが内容項目でまとめられており、続けて学習することでより深い価値理解を目

指している。 

○「やってみよう」で役割演技を取り入れ自分との関わりをより意識できるようにしている。

○教材の末尾の発問が心情を問うものだけでなく、自分の振り返りや内容項目をどのように

捉えたのか等、自己の生き方について考えさせるものが髄所に取り入れられている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 
道徳 きみが いちばん ひかるとき 

３８ 

光村図書出版 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

○教材の「考えよう 話し合おう」では、めあてが提示され、何について学ぶのか意識でき

るよう工夫されている。また、心情や登場人物の行動について道徳的価値自体を考えさせ

る問いなど、発問が多面的・多角的に構成され、理解を深められるよう工夫されている。

○「考えよう 話し合おう」の発問の中で、 後に載せられている問いは自己への問いかけ

や価値そのものについて自分がどのように捉えているのかを問うものが複数あり、主体的

に児童が考えられるように工夫されている。 

○２年生以上の教材「つなげよう」では、その内容項目に関連した本の紹介や、他教科との

関連を示すことで、道徳の授業だけでなく、より広いところでの道徳性の育成を図れるよ

う工夫されている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○いじめや情報モラル、環境問題や国際親善といった現代的な課題についての教材は、読み

物資料にコラムがつけられ、より深く学習することができるよう工夫されている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○教材が学期ごとの３つのまとまりに大きく分けられており、それぞれ「学びの記録」のペ

ージがある。低学年は授業を振り返る項目が花で示され、達成できたら花びらを塗るよう

になっている。中・高学年は記述となっていて、自分の考えや学んだことについて記録す

ることができるようになっており、発達の段階に合わせた記入方法となっている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○教材の導入部分で、キャラクターがその教材で学びのヒントとなるセリフを話しており、

学習の方向性が捉えやすいよう工夫されている。 

○巻頭に、考え、議論するために道徳の授業はどのように行われるのか、考え方が四つ提示

され、学習の進め方を分かりやすく示している。 

○教材の途中で発問を入れ、場面ごとに考えさせる資料もあり、ポイントを絞って議論でき

るようにしている。 

資料 

○二次元コードが掲載されており、Ｗｅｂ上により詳しい資料や教材の朗読音声を設け、学

習の助けとしている。 

○絵、マンガ、手紙といった様々な形式やアンケート、グラフなどの資料を載せた教材があ

り、より具体的に教材を捉えたり考えたりできるよう工夫されている。 

○自然の風景や動物の写真が大きく、驚きや感動を感じられるよう工夫されている。 

○全学年に「心を通わそう」というページがあり、巻末には体験活動の付録がついており、

話合い活動を見据えた資料が掲載されている。 

○中・高学年は、巻末に日本の地域や文化を紹介するページが掲載されている。 

表記・ 

表現 

○教材ごとに内容項目の４つの視点をマークで示している。 

○低学年は分かち書き、文節改行している。１年生は数字のみ漢字を使用し、ルビがついて

いる。２年生以上は初出の漢字全てにルビがついている。 

○注釈で、難解な語や必要な情報を解説している。 

総括 

○教材の 後につけられた「考えよう 話し合おう」では、道徳的価値について考え、自己

を見つめる問いかけが複数あり、児童が教材を通して主体的に自身の考えを深めることが

できるようになっている。 

○話合いの仕方や体験活動についての資料など、付録が掲載されている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 

小学道徳 生きる力 

小学道徳 生きる力 道徳ノート 

１１６ 

日本文教出版 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

○巻頭オリエンテーションページの「道徳の学び方」では、道徳科の学習方法が示されてい

て、学習の支援になるよう配慮し、まとめられている。 

○児童が主体的に考えることができるように、思考の流れに沿った発問が設定され、自発的

な思考を引き出せるよう配慮されている。 

○道徳ノートには、自由記述欄が設けられ、友達の意見の記入ができることにも触れられて

おり、多様な考えを尊重する姿勢の大切さが示唆されている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○情報モラルや平和・人権教育、国際理解教育などの教材を掲載し、現代的・社会的課題に

しっかりと対応できるよう構成されている。 

○「いじめ防止」が も重要なテーマとして位置付けられ、多面的・多角的な視点から考え

られるように複数の教材が用意され、重点化している。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○教材に入る前に導入やあらすじ、登場人物の紹介が示されており、児童が見通しをもって

学習することができるよう工夫されている。 

○教材ごとに「考えてみよう」「見つめよう生かそう」を配置し、発問や考える視点が掲載

されている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○考えを引き出す３つの発問が設定されている。導入では、教材に入り込むきっかけとなる

発問を設け、「考えてみよう」では、ねらいに迫るためのヒントとなる発問、「見つめよ

う生かそう」では、学習で気づいたこと、わかったことを自発的に確かめ、生かしていく

ための発問が提示されている。 

資料 

○巻末に付録教材を掲載し、実態に応じて適宜活用できるようにしている。 

○内容項目の理解を深めるために、Ｗｅｂサイト上に教科書デジタルコンテンツ（映像・画

像）を設けて、さらに学習を深めることができる構成になっている。 

表記・ 

表現 

○教材が内容項目ごとに色分けされた４つのマークで示されている。 

○漢字は原則として当該学年の配当漢字までが使用され、それ以外の漢字は全てにルビが付

られている。 

○巻頭にはオリエンテーションページを設け、道徳科の学習の意義や学び方が児童の発達段

階に応じて丁寧で分かりやすいように示されている。 

総括 

○教科書と道徳ノートの２冊構成となっている。道徳のとびらや学び方があることで児童が

見通しをもって学習することができるよう工夫されている。教材ごとに考える視点やあら

すじ、さらに「考えてみよう」「見つめよう生かそう」を設け、自発的な思考を引き出せ

るよう配慮しており、道徳的価値を深める工夫をしている。発達の段階に合わせた教材の

精選をし、「いじめ防止」ユニットを構成している。「人との関わり」を重点テーマとし

たものが複数掲載されている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 
小学道徳 ゆたかな心 

２０８ 

光文書院 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

○各教材の冒頭に「問いをもつ」、展開時に「考える」、末尾に「まとめる」「ひろげる」

が掲載され、学習の目的や流れが明確に示されている。教材の冒頭に児童の経験を想起し

たり、主題に関わる問題意識をもったりするための問い、本文の下段に物事を多面的・多

角的に考える問いを明示し、様々な「問いかけ」を掲載している。末尾に学習内容を振り

返り、学んだことを他教科の学習や学校での活動、家庭生活、地域社会などへとつながり

をもたせ広げるためのポイントが提示されている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○「生命の尊厳」「自然」「伝統と文化」「スポーツ」「情報化への対応」等、現代的な課

題を題材とした教材が全学年に掲載されている。 

○「規則の尊重」「善悪の判断、自律、自由と責任」「節度、節制」等という内容項目の教

材において情報モラルに関わる内容を題材として扱い、情報社会で適正な活動を行うため

の基となる考え方や態度について考えられるよう工夫されている。 

○いじめを直接的・間接的に児童自身の問題として捉えられるような教材を選定し、全学年

掲載のコラムで、いじめ防止等に主体的に関わる態度を育めるよう工夫されている。障害

の有無や文化の違いなどにとらわれることなく、互いの良さを認め合いながら協働し、共

に生きていく態度を育めるよう工夫されている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○「重点主題」について、連続的に扱うことにより効果が得られる教材が児童の発達の段階

に考慮して設定されている。各学年の他教科での学習や特別活動を意識した教材や発展的

な活動が掲載されている。 

○教材内の登場人物をわかりやすくするために、教材の冒頭に登場人物が表示されている。

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○巻頭にオリエンテーションがあり、児童が目的意識をもって自主的・主体的に学習できる

ように工夫されている。巻末の自己評価シート「学びの足あと」を活用して、学習後の心

の動きや学びを継続して書き溜めることにより児童自らが成長を実感し、新たな課題を見

つけていくことを促す構成になっている。 

○コラム「みんなでやってみよう」を全学年に掲載し、よりよい人間関係の構築に必要なコ

ミュニケーションスキルを高めるための体験的な活動が提示されている。 

資料 
○１年生に３４教材、２〜６年生に３５教材を掲載すると共に、地域や各学校の実態に応じ

て入れ替えができる教材が１年生に６教材、２〜６年生に５教材掲載されている。 

○Ａ４変型版で写真やイラストが大きく引き立ち、見やすい紙面になっている。 

表記・ 

表現 

○学習指導要領の内容項目ごとに４つの視点をマークで示されている。目次は４つの視点を

色分けして示されている。索引は４つの視点と内容項目ごとに分類して示されている。 

○前学年までの既習漢字の使用を基本とし、文節で改行を行う等、読みやすさに配慮されて

いる。３年生までは、全ての漢字にルビがついている。難解な語句が脚注で解説されてい

る。 

総括 

○各教材の冒頭に主題と導入時の問いを示しており、主体的・対話的で深い学びにつながる

構成になっている。オリエンテーションにより学びへの見通しをもち、「学びの足あと」

により自らの学びを積み重ね、見つめることができるような流れとなっている。多様な教

材・問いの記載から児童が自らの問題として考えられるように工夫されている。特別支援

教育の視点を含む様々な学習上の配慮により、全ての児童が使いやすく、わかりやすいよ

うに工夫がされている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 
新・みんなの道徳 

２２４ 

学研教育みらい 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

○特定の価値観を押し付けず、児童の問題意識「問い」を大切にするため、主題名が本文に

掲載されていない。児童が教材との出会いを他者と対話するきっかけとし、対話を基に自

己との関わりを問い直すという一連のプロセスがスムーズに行われるような構成になっ

ている。 

○巻頭で道徳の学び方や、「自分」「人」「集団や社会」「命や自然」の４つの視点で考え

を深めるポイントを示すことで、児童が見通しをもち、主体的に学習できるよう配慮され

ている。教材の末尾の問いかけと問題解決的な学習を示すページとで、物事を多面的・多

角的に考えることができるよう工夫されている。 

○自己を見つめるページ、１年間の学びを振り返るページがあり、１年間の自分の成長を感

じられるよう工夫されている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○いじめ問題に対応するため「いのちの教育」を 重点テーマに据え、内容項目の異なる複

数教材を組み合わせて学習するシステム「ユニット」が設定されている。 

○情報モラルに関わる内容を、各学年の発達の段階を考慮して取り上げ、情報の扱い方につ

いての考えを深められるようにしている。 

○食育、健康教育、防災教育、キャリア教育等を、各学年で取り上げている。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○「いのちの教育」を 重点テーマとして各学年３つの教材を掲載し、低学年は「しっかり

生きる」、中学年は「仲良く生きる」、高学年は「よりよく生きる」を重点テーマとして

いる。 

○全学年で偉人を、２年生以上ではスポーツ界で活躍する人物を題材にした生きる喜びや勇

気を与える教材が掲載されている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○自ら考え、友達と意見を交わし、考えを深め、広げるために、４種類の学び方の特設ペー

ジ「深めよう」「つなげよう」「やってみよう」「広げよう」が設けられている。 

○学び方のページ「深めよう」において、問題解決的な学習の筋道が提示されている。横書

きで展開されており、本文と区別して自己のこととして捉えることができるよう工夫され

ている。 

資料 

○教材で学習したことを基に、考えを深め、広げるための学び方のページがある。詩を基に

考える教材、世界で活躍した人物、スポーツ選手などを扱った教材がある。 

○漫画形式や学校生活でありそうな場面が挿絵として掲載されている。 

表記・ 

表現 

○教材ごとに学習指導要領の内容項目の４つの視点がマークで示されている。目次が４つの

視点で色分けして示されている。索引が４つの視点と内容項目ごとに分類して示されてい

る。 

○１年生は分かち書き、文節改行している。カタカナと漢字にルビがついている。当該学年

以降に配当されている漢字の全てにルビがついている。難解な語句には必要な情報が脚注

で解説されている。 

総括 

○教材ごとの出会いや他者との対話を基に、自己との関わりを問い直すプロセスがスムーズ

に展開できる構成となっている。 

○児童の主体的な学び、自ら課題を見付ける問題意識を大切にするため、主題名を記載しな

い配慮がされている。 

○Ａ４版の紙面で大きな絵、見開きや原寸大の写真が掲載されている。 

○プラス思考と未来志向を備えた児童の育成を目指した構成・展開となっている。 



（別紙様式） 

第１２採択地区教科用図書調査研究専門員による調査研究の結果報告 

種目（教科等）【道徳】 

  書名 

項目 

みんなで考え、話し合う 小学生の道徳 

自分を見つめ、考える 道徳ノート 

２３２ 

廣済堂あかつき 

内容 

<道徳科の目標に関わる工夫> 

○教材の前に道徳科の学習でポイントとなる内容が「道徳の時間はこんな時間」にまとめられて

いる。 

○多面的・多角的な思考を促し、自己の生き方についての考えを深めるために、教材の末尾に「考

えよう 話し合おう」が配置されている。 

○重点項目に関する教材の一部は、２時間扱いで配置し、重点ユニットを設定することで指導の

重点化を図っている。 

<現代的な課題などの題材を教材として取り上げる上での工夫> 

○いじめ防止と人権尊重の学習を、発達の段階に応じて取り上げる構成がなされている。 

○児童の心揺さぶるような教材や魅力あふれる人物教材が掲載されている。また、情報モラルや

現代的な課題に関する教材を掲載し、児童が身近な問題として捉え、自分との関わりで考える

ことができるように工夫している。 

<発達の段階に即しつつ、深く考えることができ、ねらいを達成する工夫> 

○導入で活用することができるように、発達段階に応じて学習する内容項目が、教材名と合わせ

て示されている。 

○全ての学年において、偉人やスポーツ界で活躍する人物を題材にし、「人間として生きること

の素晴らしさ」を感じ取れるように配慮されている。 

<「考え、議論する道徳」を通して道徳性を育成する工夫> 

○教材ごとに、学びの手掛かりとなる「考えよう 話し合おう」を配置し、学習の道筋が示され

ている。児童が主体的に思考を深めたり、積極的に話合い活動をしたりすることができるよう

に工夫されている。 

○道徳的価値の理解を確かなものにするために、道徳ノートで書くことを通して道徳的思考を深

め、自分を見つめ、考えることができるようにしている。 

資料 

○先人の伝記やさまざまなジャンルで活躍する著名人、スポーツ選手を扱った教材が掲載されて

いる。また、巻頭に有名な作者の詩を載せたり、「学習を広げる」を配置したりして学習に必

要な情報や資料を掲載している。 

表記・ 

表現 

○内容項目ごとに、視点が色分けをして示されている。 

○当該学年の配当漢字を含む未習の漢字については、全てルビをつけている。 

○見やすさ、読みやすさを重視して白を基調とした紙面に、発達の段階に応じて文字の大きさや

分量、イラスト配置が工夫されている。 

総括 

○教材・道徳ノートの２冊構成となっている。教材ごとに「考えよう 話し合おう」を設置し、

学習の道筋を示したり、学習を広げたりして道徳的価値を深めることができるよう工夫されて

いる。道徳ノートでは、価値について考えたり自己を振り返ったりして、自己の学びを記録す

ることができるよう構成されている。問題解決的な学習を促す教材が複数掲載されている。 

 

 


