
教科用図書調査報告書  

甲府市教科用図書採択審議委員会 

１ 種目   特別の教科 道徳 

２ 報告概要 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

新しい道徳 
 
 
東書 
 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・教材を扱う前の導入段階で，児童に問題提示し，１時間の授業において
課題を持って主体的に考えられるような工夫がしてある。 

・巻頭に「道徳の学習を進めるために」のページを設け，道徳の学習の進
め方と授業の様子を具体的に４つのステップで示している。 

・２学年以上の「話し合いの約束」に，「聞くとき・話すとき」の留意点
が載せてあり，活発に考えが交流できる工夫がしてある。 

・読み物教材でねらいとする道徳的価値について学んだ後，自己の考えや
他者の考えに触れるために「出会う・ふれ合う」「つながる・広がる」
等のトピックが設定されている。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・「いじめ」の問題について，全学年で「いじめのない世界へ」というペ
ージを設け，重要項目として取り上げている。いじめについて考える間
接教材と直接教材が設定され，複数時間にわたり，いじめについて考え
られるようになっている。 

・全学年に，「情報モラル」に関する教材が取り上げられ，児童の身近に
起こる事例を通して情報モラルについて深く考えることができるように
設定されている。 

・学んだことを他の教科とつなげたり，日常生活に広げたりする「つなが
る・広がる」のページがある。 

・巻末に，日本の豊かな自然や伝統文化，郷土の偉人，活躍したスポーツ
選手などが紹介され，自国や郷土を愛する心の育成が図られるようにな
っている。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の内容項目は，相当す
る学年において全て取り上げられている。 

・児童の生活実態や体験活動に合わせて指導ができるよう、学習時期と学
習内容を考慮して教材を配列している。 

・各学年で特に重要だと考えられる内容項目を「重要指導内容」とし，繰
り返し指導することで，学習を深められるようになっている。全学年で
の「重要指導内容」は，「親切，思いやり」で，１～４年は学期ごと年
３回，５，６年は年２回になっている。 

・教材については，児童の発達段階に即し，低学年では，主として自分自
身や他者との関わりについて考え，高学年で，集団や社会，生命や自然
等との関わりに関する内容の割合が大きくなっている。 



 （４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 
   う配慮されているか。 

・全学年ＡＢ版であり，５行ごとに行番号が記載されて行数を把握しやす
い。また，教材文の余白に余裕があり，全体として余裕のある紙面であ
る。児童の発達段階を考慮した字体や行間が工夫されている。 

・学習の記録が，各学期３回と長期休業前に設けてある。 
・イラストが大きめで，はっきりとしている。挿絵の登場人物の表情が読
み取りやすく，「読む」ことに抵抗のある児童にとっても，場面の前後
関係を理解したり，人物の気持ちを考えたりすることの手助けとなって
いる。 

・児童にとって難しいと思われる言葉には脚注が加えられている。 

・インターネットを使った学習ができる教材が用意され「Ｄマーク」で示
されている。 

 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

かがやけ 
みらい 

 
 
学図 
 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・本文には，内容項目や主題，発問等はなく，「きづき」と「学び」とし
て，児童自身が主体に問題に気づき学べるように工夫してある。 

・発問等は「まなび」にまとめ，従来の読み取り偏重から脱却し，先入観
なく教材と向き合える構成となっている。 

・「まなび」には，内容ごとに道徳的価値についての考えを広げたり深め
たりできるコラムや詩などが用意されている。 

・「まなび」には，発問や学習活動の例を提示してあり，対話により自己
の生き方の考えが深まるように，自分の考えや友達の考えを記すスペー
スが設けられている。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・「読みものコラム」には「言葉・情報モラル」のコラムがあり，いじめ
の防止や安全確保，情報化への対応など現代社会の課題について学年の
発達段階に応じて学べるように工夫されている。 

・家族に児童が自らの気持ちを伝えたり，家族や地域の方に聞き取りをし
たりするページがあり，学校教育だけでなく，地域や家庭との学びを共
有できる工夫がしてある。 

・全学年に，家庭や地域活動に関する教材が取り上げられ，児童が身近な
事象に興味関心を持てるよう工夫されている。 

・新聞記事や実際の出来事，実際の学校や町で起こりうる状況などを，漫
画や写真，大きなイラスト，グラフなど様々な方法で示すことで，児童
の興味関心を引きつけ，児童自らが考えたくなる教材を取り扱う工夫が
されている。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の各学年のすべての内
容項目について複数教材を配し, 適切に指導されるよう構成されてい
る。 



 ・各学年段階において重点化されている内容項目について複数教材を配置
し，構成されている。 

・内容，系統については，児童の発達段階に即し，低中学年では，主とし
て自分自身や他者との関わりについて考え，特に高学年で，集団や社会
との関わりに関する内容の割合が大きくなっている。 

・コラムを充実させ，その中で，重点項目について児童に深く考えさせた
り，現代的な課題に対応したりしている。 

 

（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 
う配慮されているか。 

・全学年ＡＢ版２分冊であり，本文は５行ごとに行番号が記載されて行，
数を把握しやすくなっている。 

・内容項目においては色分けで表示するだけでなく，マークも活用するこ
となど，ユニバーサルデザインの観点から配慮されている。 

・児童の学年相当の字の大きさである。低学年教材は，分かち書き，文節
改行を取り入れており，児童自身が「読む」ことへの抵抗がないように
と配慮されている。 

・ＱＲコードで，インターネットコンテンツにリンクするようになってい 

る。 
 
 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

はばたこう 
  明日へ 
 
 
教育出版 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・内容項目ごとにまとめて配列してあり，関連するその他の教材名も明
記してある。 

・巻頭で，道徳の学習の進め方と授業の場面を具体的に示し（気づく，
考える，深める，つなげる），児童の理解を助けている。 

・導入における問い，キャラクターの問いかけや教材末の発問（考えよ
う・深めよう）という学習の流れが明確である。道徳的諸価値を理解
するとともに，自己を振り返って考え，考えの変容や深まりが実感で
きるような工夫されている。 

・教材は内容項目ごとにまとめて掲載し，一つの価値項目について教材
を並列して記載することで，価値を複数の教材で学べるようになって
いる。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・各学年の発達段階に応じた「スキル」が設定され，どのような言動を

とることがよいのか，具体的な場面設定の中で児童が学んでいけるよ
うになっている。 

・各学年の発達段階や生活場面の広がりを考慮した「いじめ問題」に対
応した教材が設定されている。 

・学校や地域の実態に応じて弾力的に活用できる「補充教材」を巻末に
５つ配置している。 

・巻末の学習内容一覧に，他教科，領域との関係が分かるように記載さ
れている。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 
 



 ・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の内容項目は，相当す
る学年において全て取り上げられている。 

・内容については，低中学年まではほぼ平均的に取り扱っているが，５
学年で集団や社会との関わりが，６学年では主として自分自身との関
わりについての内容を多く扱っている。 

・体験的な学習を仕組むために，アクティビティやモラルスキルトレー
ニングを取り入れたり，教材によっては，役割演技を通して考えさせ
たりするなど，工夫した構成となっている。 

・教材毎に設けられた「学びの手引き」により，児童が自ら学びを深め
られるように作られている。 

 
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 

う配慮されているか。 

・全学年ＡＢ版であり，５行ごとに行番号が記載されて行数を把握しや
すい。 

・児童にとって難しいと思われる言葉には脚注が加えられている。 
・教材内容の理解を助けるために，児童のイメージを広げる挿絵や写真，

図が適所に配置されていて，学習効果を上げている。 
・全体の書体や色使いやレイアウト，マーク等に，ユニバーサルデザイ

ンの視点が取り入れられている。 
 
 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

 
きみが 

いちばん 
ひかるとき 

 
 
光村図書 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・巻頭において道徳の学習の進め方として「考えること」の大切さを記
載している。 

・学びのめあてを太字で示し，教材を通して何を学ぶのかをはっきりと
意識することができるよう工夫されている。 

・道徳的価値に迫るための中心的な問いと付属する３つの問いで学習が
進められるようになっている。 

・キャラクターが問いかけることで，児童が無理なく学習に入ることが 
でき，児童と教材と道徳的価値役割を，結びつける役割を果たしてい 
る。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・児童の発達段階や特性を考慮し，それぞれの学年にふさわしい教材選

定となっている。等身大の児童が登場する読み物，先人や現在活躍す
る人物の子どもの頃の葛藤についてなど，児童の心を捉えるような教
材がある。 

・音楽会・遠足・授業参観など，多くの学校行事を題材にした教材が取
り上げられており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容で
ある。 

・教材ごとに設定された「考えよう」「つなげよう」を活用することで，
学びを日常生活と関連させ，深めたり広げたりできるよう工夫されて
いる。 

・各教材と合わせて，「コラム」を設け，現代的課題である「いじめ問
題」「情報モラル」「環境」「国際理解」「福祉・共生」等に関わる内容
が取り上げられ，児童が興味を持って学んでいくことができるように
なっている。 

・巻末に「他者とのより良い人間関係をきづく」ために大切にすること
が，児童の発達段階に応じて示されている。 



 （３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 
に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の内容項目は，相当す
る学年において全て取り上げられている。 

・児童の生活実態や発達段階に合わせて，内容や分量に傾斜をつけた配
当になっている。・内容，系統については，５学年までは，おおむね
同様の割合で配当されているが，６学年になるまでに，順次，自分自
身に関することが少しずつ減少し，主として生命や自然との関わりに
ついて考える内容の割合が大きくなっている。 

・巻末に各教材と内容項目との関係，また他の教科等や現代的な課題と 
の関わりとの関連を指導者に分かりやすく明示しており，それぞれの 
価値項目ごとにマークと主題を示し指導内容の可視化を図っている。 

 
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 

う配慮されているか。 
・全学年Ｂ５版であり，５行ごとに行番号が記載されて行数を把握しや

すい工夫がしてある。 
・教材は，発達段階を考慮した分量になっており，各学年の配当漢字に

はすべてふりがなが付けられている。 
・挿絵も美しく，読みの負担を減らすよう工夫されている。 
・読み物だけでなく，視覚的に児童の興味・関心を喚起する漫画形式の

教材，見開きの 1 枚絵や写真からなるなどの多様な教材を採用してい
る。 

・ＱＲコードで，インターネットコンテンツにリンクするようになって 
いる。 

 
 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

生きる力 
 
 
日本文教 
 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・巻頭に「道徳の学び方」が掲載され，道徳の学習の進め方や内容，学
習に対する姿勢を児童自身が意識し，多面的・多角的に考えるための
手立てとして有効であると思われる。 

・「心のベンチ」に直前の資料についての詳しい説明が提示されており，
道徳的価値について改めて深く考え，身近なものとして捉え直すとと
もに，友達と意見交換し，多くの考えに触れる機会となっている。 

・「学習の手引き」のページでは，役割演技が設定されるなど，様々な
学習形態で道徳的価値について考えることができるように工夫され
ている。 

・教材の冒頭で，簡単なあらすじや主な登場人物が提示してある。児童
の内容把握を助け，話し合う議題を焦点化したり，考え議論する時間
を確保したりする工夫が見られる。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・１年では，「保・幼，小」に配慮し，スタートカリキュラムを意識し

た内容になっている。５，６年は中学校との接続を視野に入れた内容
となっており，1 年間，及び 6 年間を通した系統性が確保された上で
その前後に続く校種間連携も配慮されている。 

 



  
・「いじめの防止」を重要テーマとし，複数教材や関連するコラムをユ

ニットとしてまとめて配列し，重点的に学習できるようにしている。 
・いじめを直接扱った教材だけでなく，自己有用感や他者理解など，発

達段階や児童の知的理解を補強する内容となっている。 
・1 年生から 6 年生まで一貫して同じキャラクターがナビゲーターとし
て登場し，児童が教科書に親しみを持てるよう配慮されている。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の各学年の内容項目

は，相当する学年において全て取り上げられている。 

・発達の段階への配慮とともに，生活目標や学校行事，他教科等の学習

内容，伝統的な行事の実施時期などとの関係を考慮して教材が配列さ

れている。  

・各学年の発達段階に応じて，各内容項目の扱う内容は，バランスよい

配当されているが，3 学年以降になると集団や社会との関わりの占め

る割合がやや大きくなっている。 

・児童の発達段階や学級の実状をふまえ，学級づくりや学校生活・集団

生活の充実，また，次学年や中学校段階との連携を含む，深化，発展

を意識した内容項目や教材が配置されている。 
 
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 

う配慮されているか。 
・教材は全て見開き構成となっており，前後の教材に気を取られること

なく，児童が集中しやすくなっている。 
・インターネットを使った学習ができる教材が用意されている。 
・別冊「道徳ノート」がある。 
・脚注を活用し，難解な語句や，教材の読み取りのために必要な補足説

明がていねいにされている。 
・文字の大きさや書体，罫線の囲みの使い方，色使いなどレイアウトを 

工夫し，判読しやすくしている。 

 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

ゆたかな心 

 

 

光文書院 
 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・教材の冒頭に，児童に問題意識を持たせる問いがある。また，授業後
に，児童自身が，心の変容に気づき，考えを深めるために，本時を振
り返り，まとめることのできる発問がある。 

・教材の下に１時間を通して，考えるための「問い」が提示してあり，
全児童が考え議論する内容が明確化するような工夫がしてある。 

・場面ごとに多様な感じ方や考え方が実感できるような「問いかけ」を
示している。 

・巻末に，学習の記録を綴るページがあり，自分の考えを書き読み返せ
るようになっている。自己を見つめ直したり，成長を自覚したりする
など，自己の考えを深めることへの工夫がある。 

 



 ・キャラクターの問いかけやつぶやきが，児童の心に寄り添ったり，気
持ちを揺さぶったりすることに有効であり，様々な視点からの問いか
けが，児童の多面的・多角的な見方を促すように工夫されている。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・「導入」時に児童の経験を想起させたり，主題に関わる問題意識を持

たせたりする工夫がある。 
・各学年にコラムを設け，「いじめ防止」の話を発達段階に合わせて取

り上げており，学校生活において，児童自らが「いじめ防止」に主体
的に関わるよう工夫がされている。 

・実話に基づく教材や人物に学び教材，親しみやすい漫画教材など，心
を揺さぶり共感を呼ぶ教材を取り扱い，児童の興味関心を引き出す工
夫がある。 

・学習のまとめとして，挨拶や言葉遣いなど道徳的行為を行い，そのよ
さや難しさなどを体験する活動を示唆したり，家庭・地域での活動で
実際にやってみることを示唆したりしている。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示されている特別の教科道徳の各学年の内容項
目は，相当する学年において全て取り上げられている。 

・教材の内容が分かりやすく，考える時間もきちんと確保できるよう，
発達段階に応じて学年ごとの教材の文書量に配慮がある。 

・学習時期と教材内容の時期が一致するよう，教材の順番等に配慮がさ
れて，さらに内容項目が系統的に考えられるよう網羅されている。 

・各学年の発達段階に応じて，扱う内容は，中学年で人との関わりにつ
いての内容を多く配置し，それを受けて高学年で中学に向けて自己を
振り返るようにしてある。 

 
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 

う配慮されているか。 
・児童にとってなじみのない言葉やわかりづらいものについては脚注で

説明している。 
・表紙の絵が，児童が伸び伸びと明るく学習したり，人とふれ合ったり

する様子を表している。それぞれの学年の児童の発達段階を踏まえた
ものであり，児童の学ぶ意欲を喚起するものである。 

・Ａ４変形判で，本文は，文節で改行するなど，読みやすさに配慮して 
いる。 

・それぞれの教材において，冒頭に内容項目がマークで表されており，
「問い」の部分が色分けされており，本時で考えさせたい視点が明確
になっている。 

 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

みんなの道徳 
 
 
学研教育 

みらい 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教材冒頭に主題名が示されておらず，児童に学習前に特定の価値観を
押し付けることなく，児童自らが主体的に課題を発見し, 解決する資
質や能力を培うことを重視し，教材を通して多面的・多角的に考える
ことように工夫されている。 

・児童が自己の生き方を深めることができるよう，問題解決的な学習や
道徳的な行為に関する体験的な学習を，教材の随所に積極的に取り入
れている。 

・教材の中に異なる複数の意見を提示したり，４種類の「学び方のペー
ジ」（つなげよう・深めよう・広げよう・やってみよう）を設定した
りすることで，児童が多様な学習過程の中で，考えが深められるよう
工夫されている。 

・「深めよう」は，問題解決的な学習を通して，問題に気付き，他者と
話し合いながら，自己の考えを深められるように工夫されている 

・「やってみよう」では，役割演技等の体験的な学びを通して，他者の
考えを理解したり，自己の考えを深めたりできるように工夫されてい
る。 

・「広げよう」では，教材に関わる写真等が紹介されており，また写真
も鮮明で，児童が実際の場面での行動について考え，議論することが
でき，自らの考えを深めたり，広げたりすることができるようになっ
ている。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・「つなげよう」では学びを日常生活や児童の行動等と関連させ，一人
一人が自分の事として，これまでの行為を振返り，今後の生き方につ
いての考えを持てるように工夫されている。 

・「いのちの教育」を全学年の重点に置き，生命を重んじ，他者と共に
よりよく生きることについて考えることができる教材が，児童の発達
段階に応じて適切に複数設定されている。 

・「いじめ防止」に向け，直接的アプローチと，間接的アプローチによ
り児童が学ぶことを通して，いじめを生まない心を育てる工夫がされ
ている。 

・全学年で「情報モラル」を題材として設定し，児童の身近で起こりう
る事例をもとに，６年間を通して系統的に繰り返し学べるよう工夫さ
れている。 

・山梨県出身でノーベル生理学医学賞を受賞した大村智先生や，卓球の
平野美宇選手など，各分野で活躍している郷土に関わる人物，また，
世界文化遺産として登録された富士山や西湖のクニマスを教材とし
て取り上げており，児童が教材を身近なものとして捉えることができ
るとともに，郷土への愛着と誇りを育むことができると考える。 

 
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の各学年の内容項目
は，相当する学年において，すべて適切に取り上げられている。 

・小学校１学年から６学年までの成長の過程における特徴が考慮され，
保幼小連携や小中の連続性等も踏まえた内容構成となっている。 

・教材が「私のこと」，「あなたと私のこと」，「社会と私」，「いのちや自
然と私」の４つの視点で色分けされており，児童が，どんな内容を学
んでいるのかを理解しやすい構成となっている。 

・内容，系統については，２学年ごとの重点テーマを設け,低学年・中
学年・高学年と「しっかり生きる」「仲良く生きる」「ともに生きる」
と重点テーマを置き，高学年になると，主として集団や社会との関わ
りに関する内容の割合が大きくなっているように，児童の社会の広が 
りと発達段階を考慮した構成となっている。 



  
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 

う配慮されているか。 
・１ページが A4 版の視覚的にゆったりとした紙面で余裕があり，文字，

写真・イラスト及び余白のバランスが良い。 
・５行ごとに行番号が記載され，読むことが苦手な児童に対しても，行

数を把握しやすいよう工夫されている。 
・写真・挿絵は，１年生の赤ちゃんの実物大の写真など，色遣いが鮮や

かで迫力があり，児童が興味を抱きやすいものとなっている。 
・写真とイラストを併用して,リアリティと想像力の両面で学びを深め
る事ができるように工夫されている。 

・発達段階に応じて漢字や固有名詞にふりがながつけられていて，児童
の読みとりへの負担を軽減する工夫がされている。 

・裏表紙の詩と鮮やかで大きな写真は児童の道徳の授業への興味を喚起
するものである。 

・豊富な郷土関連資料は，児童に自身の生活との関連を想起させ，興味・
関心を抱かせるものである。 

・教材の話題と関連した地図が載せられているなど，児童が学習の資料
としても活用することができるものとなっている。 

・デジタルコンテンツの特徴を生かして, ＱＲコードを使ってインター
ネット上の補助教材にアクセスできるようになっている。 

 
 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

みんなで考え 

 話し合う 

 

 

廣済堂 

 あかつき 
 
 
 
 
 
 
 

（１）道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面 
的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を 
通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てることが 
できる内容であるか。 

・巻頭のオリエンテーションに，各学年の発達段階に応じた表現，内容 
で道徳の時間の学び方について記載され，児童自身が見通しを持っ 
て，意欲的に学習を進めることができるような工夫されている。 

・教材の末尾に「考えよう 話し合おう」についての「問い」が示され，
主題に対して自分の考えを持ったり，友達と話し合ったりすることを
通して多面的・多角的な見方，思考を促し，自己の生き方について，
考えを深めることができるようになっている。 

・別冊の「道徳ノート」では，自分の考えや，話し合った内容を記述す
ることで，考えを深めたり広げたりすることができるよう工夫されて
いる。 

・「道徳ノート」を活用することで，児童の「心の記録」として残すこ
とができ，児童は自らの成長を振り返ることができる。また，記録を
保護者とも共有し，学びを深めることができる。 

 
（２）心身の発達段階に適応した教材が取り上げられており，児童の生 

活や経験及び興味や関心に応じた内容であるか。 
・教科書冒頭の詩は，自分や他の人のよさへの気付きを促す内容で，道 

徳の授業への意欲化に向け，ふさわしい導入となっている。 
・巻末には教科書で扱われた内容についての詳しい説明があり，教材と

実生活とを繋ぐヒントになっている。 
・教材の最後には，関連する書物の紹介が載せてあり，児童の興味関心

を高めたり広げたりする工夫がある。 
・問題意識を持って多様に考えることのできる教材，自己の体験や経験

に照らし合わせて考えることのできる教材，人間の悩みや葛藤を扱う
教材，よりよく生きる喜びや勇気，感動を与えられる教材が適切に掲
載されている。 



  
（３）「Ａ主として自分自身に関すること」「Ｂ主として人との関わり 

に関すること」「Ｃ主として集団や社会との関わりに関するこ 
と」「Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関するこ 
と」の視点に含まれる全ての内容項目の構成・配列が適切であり， 
自主的な学習が進められるよう配慮されているか。 

・小学校学習指導要領に示された特別の教科道徳の各学年の内容項目
は，相当する学年において，すべて適切に取り上げられている。 

・全学年を通じて，「善悪の判断，自律，自由と責任」，「親切，思い
やり」，「生命の尊さ」について学習する教材が３教材，３時間配当
され，生きる上で基盤となる道徳的価値観を形成することができるよ
う配慮されている。 

・各学年の重点項目に最大時間数（年間３時間）を配当し，一部は２時
間連続で配置しているなど，より重点的に学べるような工夫が見られ
る。 

・各学年の発達段階に応じた内容の変化は少なく，すべての視点に含ま
れる内容項目を，各学年でバランスよく学べるようにしている。 

・読み物資料は，児童が人間理解を図りながら道徳的価値について考え
ることのできる内容であり，児童の問題解決的な学習を促すものにな
っている。 

・別冊「道徳ノート」には，それぞれの内容項目（道徳的価値）につい 
て解説を掲載し，学ぶべき道徳的諸価値の理解ができるよう，端的に 
示している。 

 
（４）表記や表現，写真や挿絵等が適切であり，学習意欲を喚起するよ 
う配慮されているか。 

・ＡＢ判の教科書であり，字やイラストに余裕をもたせている。白を基 
本とした紙面で文字が読みやすい。 

・別冊のノートは学年の発達段階に応じた罫線の幅，マスの大きさにな 
っており，工夫されている。 

・児童にとって難しいと思われる言葉には脚注が加えられている。 
・低学年は挿絵が大きく鮮明で，内容理解を助けている。 
 

 


