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この資料は、（社）教科書協会の「教科書発行者行動規範」に則って
作成されており、配布を許可されております。

教科書の特色

具体例

教育基本法第２条との関連
第１号
幅広い知識と教養を身に付け、真
理を求める態度を養い、豊かな情
操と道徳心を培うとともに、健や
かな身体を養うこと

第２号
個人の価値を尊重して、その能力
を伸ばし、創造性を培い、自主及
び自律の精神を養うとともに、職
業及び生活との関連を重視し、勤
労を重んずる態度を養うこと

●「みんなで考え、話し合う」ことができる本冊と、
「自分を見つめ、考える」 ●全学年本冊・別冊
ことができる別冊「道徳ノート」の２冊の相乗効果で、豊かな情操と道徳
心を培うことを基本方針として編集した。
●内容項目「真理の探究」を扱う教材をはじめ、学習全般を通じて真理を求
める態度を養うことができるよう配慮した。

●５年「はじめての実験」P４２〜４６／６年「この本
のすべてを」P６８〜７３ など

●健やかな身体を養うことに関わる「節度、節制」の内容項目に関する教材
を低学年では３教材、３時間を配当した。また、各学年とも進級後の早い
段階に学べるよう、掲載教材の配列において配慮した。

●１
 年「きょうもげんき」P６〜７／２年「るっぺどうし
たの」P４〜６／３年「夜ふかししたら」P１６〜１７／
４年「目覚まし時計」P４〜６ など

●内容項目「個性の伸長」や「親切、思いやり」、中・高学年の「相互理解、 ●１年「みんなのはなまる」P１０〜１１／２年「とべな
いペンギンくん」P５９〜６１／３年「いいね！」P５７
寛容」などに関する教材をはじめとして、学習全般を通じて自己肯定感を
高め、自己はもとより他者の価値も尊重する態度を養うことができるよう
〜５９／５年「グラウンドにひびく声」P ３３〜３７／
配慮した。
６年「心は変わる」P１２〜１５ など
●別冊「道徳ノート」への記述を手がかりに自分の課題や目標を意識して自 ●全 学年別冊巻頭「今の自分を見つめて」
己の能力の伸長を図るとともに、生活の中でさまざまなことに関心を抱き、
創造力を高める学習が展開できるよう配慮した。
●自主、自律に関わる学習を本書の重点の一つとし、内容項目「善悪の判断、 ●２年「ポケット二つ」P２７〜２９／６年「自由だから
自律、自由と責任」に関する教材を、全学年３教材、３時間を配当した。
こそ」P３６〜３９ など
●発 達の段階に応じて暮らしと働くこととの関連を意識できる教材を掲載
し、特に高学年では職業に対する意識を高めることのできる教材を掲載し
た。

●３年「ぶどう畑のたからもの」P５４〜５６／５年「牛
乳配り」P１１８〜１２０／６年「ぼくの仕事は便所そ
うじ」P１０３〜１０５／別冊６年「将来の仕事を考え
よう」P１３ など

●特に「いじめ」に関する課題は正義の問題に深く関わることから、正邪の ●１年「ちいちゃんとブルくん」P８０〜８１／５年「魚
第３号
区別ができる力を養う教材を全学年に複数掲載した。
の世界」P５４〜５５／６年「苦い思い出」P ２６〜
正義と責任、男女の平等、自他の
２７ など
敬愛と協力を重んずるとともに、
公共の精神に基づき、主体的に社
●自他の敬愛と協力を重んじることについては、本書の重点の一つである「思 ●１年「ぼくの花さいたけど」P１０２〜１０５／２年「わ
会の形成に参画し、その発展に寄
たしの学校いい学校」P７６〜７８／３年「ブラッド
いやり、感謝」をはじめ、
「よりよい学校生活、集団生活の充実」「家族愛、
与する態度を養うこと
レーのせいきゅう書」P７０〜７２／５年「章太と孝
家庭生活の充実」などの複数の内容項目に関する教材を掲載した。高学年
治ー二つのえがおー」P１０〜１５／６年「章太と孝
では「友情、信頼」に関する教材で、男女の平等を重んずる態度を養うた
治ーかげぼうしー」P４４〜４９ など
め、男女の人間関係を題材とした教材を掲載した。
●公共の精神に基づいて、公私の違いについて考えを深めるとともに、社会
に積極的に関わっていこうとする姿勢を育む教材を発達の段階に応じて配
置した。また、中・高学年においては、「ともに生きる社会」という視点
で児童の社会参画意識を高めるページを特設した。

●２年「みんなが気もちよく」P１０〜１１／３年「ささ
え合って生きているんだね」P１
１６〜１
１７／４年「だ
れもが住みよい社会に」P１２８〜１２９／５年「わた
したちにできる ボランティア活動」P１５２〜１５３
／６年「自由という名の席」P８６〜８８ など
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検討の観点

教科書の特色

具体例

第４号
生命を尊び、自然を大切にし、環
境の保全に寄与する態度を養うこ
と

●生命尊重を本書の重点項目と位置付け、内容項目「生命の尊さ」に関する
教材を全学年３教材、３時間を配当するとともに、教材の内容によっては
２時間連続で構成し、生命を尊重しようとする思いが深まるよう配列を工
夫した。

●【
 ２時間連続配置の教材例】１年「ハムスターの赤
ちゃん」P８２〜８４／「とくとくとく」P８５〜８７／
５年「その思いを受けついで」P ９１〜９５／「明日
もまた生きていこう」P９６〜１００ など

●低・中学年は自分自身の生命を守るという安全の視点から、高学年では生
命の有限性、偶然性、連続性、唯一無二であることなど、生命をさまざま
な側面から多面的・多角的に考えるという視点で特集ページを設け、道徳
科の授業はもとより、各教科や他の教育活動等で折に触れて活用できるよ
う工夫した。

●１年「じぶんでまもるあんぜんなまい日」P ３２〜
３３／２年「自分でまもるよ自分のあんぜん」P４０
〜４１／３年「きけんから自分自身を守る心がけ」P
１１４〜１１５／４年「きけんから自分自身を守るため
に」P１２６〜１２７／５年「命とは、生きるとは、どう
いうことなのだろう」P１５０〜１５１／６年「命につい
て考えよう」P１５８〜１５９

●現代的な課題との関わりも踏まえ、自然や環境に対して関心を高めること
ができる教材を各学年に配置するとともに、別冊への記述などを活用する
ことで自分自身の生活を振り返り、自然や環境に対してどのように関わっ
ていったらよいか、考えを深めることができるよう工夫した。

●４年「ごめんね、オオキンケイギク」P１８〜２１／６
年「地球の時間、ヒトの時間」P１４６〜１４９／別冊
４年「日本の自然をこわす生き物たち」P２０ な
ど

●わが国の伝統や文化に関心を高め、親しみや愛着をもち、この国の一員と
しての自覚を促す契機になるような教材を選定した。

●４年「日本の伝とう文化」P１２２〜１２５／６年「ヤリ
ガンナー西岡常一ー」P２０〜２４ など

●日本人としての自覚をもって、他国を尊重し、国際親善に努めることの大
切さを考え、世界の平和を希求する思いを高めることができる教材を各学
年に掲載した。低学年では写真を中心とした教材、高学年では先人の伝記
を掲載するなど、発達の段階に応じて教材を選定した。

●２年「せかいはつながっている」P ８２〜８３／３
年「青い目のお友だち」P１０４〜１０６／５年「明日
をひらく橋ー西岡京治ー」P１４４〜１４８ など

第５号
伝統と文化を尊重し、それらをは
ぐくんできた我が国と郷土を愛す
るとともに、他国を尊重し、国際
社会の平和と発展に寄与する態度
を養うこと

学習指導要領総則との関連

―他の教科や教育活動との関連等―

【健やかな体】
学校における食育の推進並びに体
力の向上に関する指導、安全に関
する指導及び心身の健康の保持増
進に関する指導について

●食育や健康教育に関わる教育活動との関連を図ることができる教材を、発
達の段階に応じて内容を精選し、全学年に掲載した。
●低・中学年では「命を守る」という視点の特集ページを掲載し、安全教育
や防災教育に関わる各教科や他の教育活動等においても活用できるよう工
夫した。

【教科等横断的な視点に立った資
質・能力】
・言語能力の育成について

●別冊「道徳ノート」への記述を通して自己を見つめる学習を取り入れるこ ●全学年別冊
とで、道徳科における言語活動の充実を図ることができるよう工夫した。 ●３年「母のせなかー渋沢栄一ー」P１００〜１０３／４
年「同じ仲間だから」P５３〜５７／６年「ロレンゾ
●中学年以降では「考えよう 話し合おう」の「学習を広げる」で、教材の
題材や内容項目に関連した書籍を紹介し、読書活動を促すよう工夫をした。
の友達」P８９〜９３ など

●２年「あゆくんとカレーライス」P ３０〜３３／４
年「目覚まし時計」P ４〜６ など
●２年「自分でまもるよ自分のあんぜん」P４０〜４１
／４年「きけんから自分自身を守るために」P１２６
〜１２７ など

 年「けいじばんのらくがき」P６６〜６８／４年「少
・情報活用能力（情報モラルを含む） ●情報モラルについて考えることのできる教材を全学年に掲載した。加えて、 ●１
しだけなら」P５０〜５２／５年「守ろう インター
の育成について
中・高学年においては本冊に特集ページを設け、情報モラルに関わる他の
ネットの世界のルールやマナー」P１５４〜１５５／６
教育活動等においても活用できるよう工夫した。
年「著作権とは何だろう」P１６２〜１６３ など
●インターネットを活用した発展的な学習を促すことができるよう、中・高
 年「ぬれた本」P４２〜４４／６年「地球の時間、
学年では教材に関係する情報を当社のホームページ上に掲載し、本冊の該 ●３
ヒトの時間」P１４６〜１４９ など
当ページにおいて関連を示した。
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・豊かな人生の実現や災害等を乗
り越えて次代の社会を形成するこ
とに向けた現代的な諸課題に対応
して求められる資質・能力の育成
について

 年「だれもが住みよい社会に」P１２８〜１２９／
●さまざまな現代的課題に関わる教材を掲載するとともに、中・高学年にお ●４
５年「わたしたちにできる ボランティア活動」P
いては、
「ともに生きる社会」という視点で社会参画意識を高める特集ペー
１５２〜１５３ など
ジを設けた。
 年「ふるさとにとどけ、希望の舞ー羽生結弦ー」
●中・高学年においては東日本大震災等の災害にまつわる題材を取り上げ、 ●４
P１
１０〜１
１３ など
それらを乗り越えていく人々の姿から学ぶことができるよう工夫した。

【学習評価の充実】
創意工夫の中で学習評価の妥当性
や信頼性が高められるよう、組織
的かつ計画的な取組を推進すると
ともに、学年や学校段階を越えて
児童の学習の成果が円滑に接続さ
れるように工夫すること

●児童の学習の記録を蓄積することにより、評価の妥当性や信頼性を検討す
ることを容易にし、また組織的・計画的な評価の取り組みの推進に役立て
ることができるよう、本冊と別冊「道徳ノート」の２分冊で教科書を構成
した。
●学年段階を越えて道徳科の学習の成果を円滑に接続するため、保管が容易
なノート形式の記録を蓄積できるよう、本冊と別冊「道徳ノート」の２分
冊で教科書を構成した。

【キャリア教育の充実】
児童が、学ぶことと自己の将来と
のつながりを見通しながら、社会
的・職業的自立に向けて必要な基
盤となる資質・能力を身に付けて
いくことができるよう、特別活動
を要としつつ各教科等の特質に応
じて、キャリア教育の充実を図る
こと

●中学年以降ではキャリア教育に関わる教育活動等との関連を図ることがで ●３年「この一食のために」P ８２〜８３／４年「朝が
くると」P６０〜６１／５年「イチロー選手のグロー
きる教材を選定するとともに、学年が上がるにしたがってその数を増やし、
ブ」P２８〜３２／「はじめての実験ー山中伸弥ー」
より密接な関連を図ることができるよう工夫した。
P４２〜４６／６年「夢に向かって」P５８〜６１／「ぼ
●高学年の別冊「道徳ノート」では自分の夢や目標、就きたい職業について
くの仕事は便所そうじ」P１０３〜１０５ など
記述する特集ページや書き込み欄を設け、さまざまな体験活動やキャリア
●別 冊５年「未来に夢や希望をもって」P７／別冊６
教育との関連を図ることができるよう工夫した。
年「将来の仕事を考えよう」P１３ など
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学習指導要領総則との関連

具体例

―道徳教育推進上の配慮事項―

●各教科における学習を生かすことができる教材を選定するとともに、別冊
【道徳教育の全体計画】
「道徳ノート」には他の教育活動とも連携を図りながら活用できるページ
道徳教育の全体計画の作成に当
を設けるなど、本書を使用した道徳科の授業が教育活動全体を通じて行う
たっては、児童や学校、地域の実
道徳教育の要となるよう配慮した。
態を考慮して、学校の道徳教育の
重点目標を設定するとともに、道
●本冊・別冊ともに裏表紙に本書を媒介とした「子どもの心の成長」に関す
徳科の指導方針、第３章特別の教
る家庭との連携について記載した。
科道徳の第２に示す内容との関連
を踏まえた各教科、外国語活動、 ●本冊では家族との関わりや家庭での出来事を描いた教材、地域の人との交
総合的な学習の時間及び特別活動
流や地域における行事等を題材とした教材を数多く掲載し、家庭や地域社
における指導の内容及び時期並び
会との積極的な関わりを促す工夫をした。
に家庭や地域社会との連携の方法
を示すこと
●別冊「道徳ノート」では、家の人との交流を促す記述欄や、「心のしおり」
のチェック欄を活用するなどして、家庭との交流の中で児童の道徳的成長
を認めたり、励ましたりすることができる。また、地域の人や身近な人た
ちに聞いたことや教えてもらったことを書き込むページも設け、地域社会
との連携を図ることができるよう構成した。

●１年「まりちゃんとあさがお」P ２８〜３１／５年「一
ふみ十年」P ４８〜５１／６年「この本のすべてをー
『解体新書』の誕生ー」P ６８〜７３／別冊５年「体
験活動の記録」P ４６ など

【指導内容の重点化】
児童の発達の段階や特性等を踏ま
え、指導内容の重点化を図ること

●全学年本冊

●各学校において、全学年共通及び各学年段階の指導内容の重点化を図るこ
とができるよう、本冊における各学年の掲載教材のバランス等を考慮しつ
つ、重点と関連の深い内容項目に該当する教材を多く取り上げた。

●全
 学年本冊・別冊裏表紙「保護者の皆様へ」
●１年「目じるしの木」P４０〜４３／２年「おばあちゃ
んのおふろ」P４４〜４６／３年「ぼくがいるよ」P
５１〜５３／６年「高らかにひびけ」P５０〜５２ な
ど
●全 学年別冊巻末折り込み「心のしおり」のチェッ
ク欄／別冊２年「国やふるさとに親しみをもって」
P１７／別冊３年「家族みんなできょう力し合って」
P１６ など

●各（全）学年を通じて


１６〜
●「自立心や自律性、生命を尊重する心や他者を思いやる心を育てる」こと ●１年「どんないちねんせいになるのかな」P
１７／「ぽんたとかんた」P １８〜２１／３年「たん
を踏まえ、全学年を通じて「善悪の判断、自律、自由と責任」「親切、思
生日おめでとう」P ２６〜２８／「電池が切れるま
いやり」
「生命の尊さ」の内容項目について学習する教材をそれぞれ３教材、
で」P ３０〜３１／４年「心と心のあく手」P ３２〜
３時間を配当し、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
３４／「真心を伝えるコミュニケーション」P ３６
きるよう配慮した。
〜３７／６年「さとるの夏、みきおの夏」P ３２〜
３５／「自由だからこそ」P ３６〜３９ など

●第１学年及び第２学年

●「基本的な生活習慣を身に付ける」ことや「社会生活上のきまりを守る」 ●１年「きょうもげんき」P６〜７／「にゃんたくんとみ
ことに関わる「節度、節制」及び「規則の尊重」の内容項目について各３
けちゃん」P２６〜２７／「かぼちゃのつる」P３６〜
教材、３時間を配当し、社会性の育成を図ることを目指した。
３９／２年「るっぺどうしたの」P４〜６／「黄色い
ベンチ」P ２４〜２６／「おじさんの手紙」P５６〜
５８ など

●第３学年及び第４学年

●「集団や社会のきまりを守る」ことに配慮し、内容項目「規則の尊重」に
ついて、３教材、３時間を配当し、「学習の道すじ」において、社会の一
員としての自覚を促す問いを示した。

●３年「やくそくやきまりを守って」P１３〜１５／「あ
め玉 」P ７６〜７８／４年「もどらない本」P ２２〜
２４／「雨のバスていりゅう所で」P４３〜４５／「時
計係」P８５〜８７ など

●第５学年及び第６学年

●発達の段階が上がるとともに、重点化の配慮事項や学習する内容項目が増
える中、特に内容項目「伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」を重
視し、２教材、２時間を配当した。

●５年「日本のよさを知って」P ７６〜７９／「時計台
の鐘」P １３４〜１３７／６年「ヤリガンナー西岡常
一ー」P ２０〜２４／「高らかにひびけ」P ５０〜５２

―道徳科の指導及び指導の配慮事項―
考えよう
話し合おう

学習の道すじ

児童にとって学習課題
となるめあてを示した
（中・高学年）
主体的・対話的で深い
学びに資する問いを示
した

う。

う。

自由だからこそ気をつけなければならない

ことを考えたのでし

う。

トを利用して、 情 報を得たり発

のはどのようなことでし

ネ

と考えよう

学習を広げる

も

信したりするときに心がけなければならない

ことはどんなことでし

インタ

●

自由と責任の大切さについて考える。

て、 美 夏 は ど ん な

美 夏 の 書 き こ み が 招 い た 結 果 を 通 し て、

う。

美 夏 の 書 き こ み に は 、ど の よ う な 問 題 が あ

商店街でのさわぎを知

●別冊においては、「自分を見つめ、考える」ことができるよう、児童の発
達の段階に応じた分かりやすい表現で、道徳的諸価値（内容項目）が端的
に解説されている。また、授業を通して感じたことや考えたことを記述す
る書き込み欄や、一定期間のまとまりで授業を振り返りながら書き込みが
できる「心に残っている授業の記録」、教材ごとの学びを自己評価するこ
とができる「心のしおり」などが用意されている。自分を見つめ、振り返
りながら別冊「道徳ノート」に記述することを通して、道徳的価値につい
ての理解を確かなものにし、自己の生き方についての考えを深める学習が
できるよう構成した。

たのでし

●本冊と別冊「道徳ノート」の２冊を併用し、道徳科の目標達成を目指すこ
【道徳科の目標】
とができるよう教科書を構成した。
よりよく生きるための基盤となる
道徳性を養うため、道徳的諸価値
についての理解を基に、自己を見 ●本冊においては「みんなで考え、話し合う」ことができるよう、多様で魅
力あふれる教材を取りそろえるとともに、各教材に「考えよう 話し合お
つめ、物事を多面的・多角的に考え、
う」を設け、児童の主体的・対話的で深い学びを促す工夫をした。「学習
自己の生き方についての考えを深
の道すじ」（中・高学年）を手がかりとして、活発な話し合い活動や多面的・
める学習を通して、（道徳的な判断
多角的な道徳的思考を促し、自己の生き方について考えを深める学習がで
力、心情、実践意欲と態度を育てる）
きるよう構成した。
※かっこ内は次ページ

●

道徳」との関連

●

学習指導要領第３章「特別の教科

教材の内容や性質に応
じて設けた「学習を広
げる」

▲「考えよう 話し合おう」
（５年 P７０）
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検討の観点

教科書の特色

具体例

●問題意識をもち多様に考えることができる教材、深く考えることができる
【道徳科の目標】
教材、自己の体験や経験に照らして考えることができる教材、悩みや葛藤、
（よりよく生きるための基盤となる
心の揺れなど人間らしさが理解できる教材、よりよく生きる喜びや勇気、
道徳性を養うため、道徳的諸価値
感動を与えられる教材など、教材の特質を踏まえて選定を行い、道徳性を
についての理解を基に、自己を見
構成する諸様相である道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を養うため
つめ、物事を多面的・多角的に考え、
の教材をバランスよく掲載した。
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
●教師が児童の実態を踏まえた「ねらい（育成する道徳性）」を設定し、そ
る
の達成を目指す授業の構想に応じて柔軟に活用できるよう別冊「道徳ノー
※かっこ内は前ページ
ト」を構成した。
【指導計画作成上の配慮事項】
道徳教育の全体計画に基づき、各
教科、外国語活動、総合的な学習
の時間及び特別活動との関連を考
慮しながら、道徳科の年間指導計
画を作成するものとする

●【
 道徳的判断力を高める教材例】４年「時計係」P
８５〜８７／５年「ぼくは伴走者」P８６〜９０ など
●【
 道徳的心情を養う教材例】１年「七つのほし」P
４４〜４７／６年「メジロ」P７８〜８３ など
●【
 道徳的実践意欲と態度を育てる教材例】３年「貝
がら」P１８〜２１／６年「心は変わる」P１２〜１５
など
●全学年別冊

●本冊の各教材は、各教科における学習内容や他の教育活動、季節や行事な
どとの内容的・時期的関連を考慮し、掲載順に取り扱うことで効果的な学
習が期待できるよう配列を工夫した。

●全学年本冊

●本冊巻末には各教材の該当内容項目を示すとともに、後ろ見返しには視点
及び内容項目ごとの教材一覧を掲載し、年間指導計画の作成において参考
となるよう配慮した。

●全 学年本冊巻末「内容一覧」／全学年本冊後ろ
見返し

●別冊「道徳ノート」は各学校の実態に応じた年間指導計画に柔軟に対応で
きるよう構成した。

●全学年別冊

各学年段階の内容項目について、 ●各学年段階において、相当する教材や各内容項目に関わる学習ページをも
相当する各学年において全て取り
れなく取り上げている。
上げることとする
●別冊では当該学年で学ぶ内容項目についてのページを構成し、内容項目順
に配列した。
児童や学校の実態に応じ、２学年
間を見通した重点的な指導や内容
項目間の関連を密にした指導、一
つの内容項目を複数の時間で扱う
指導を取り入れるなどの工夫を行
うものとする

●全学年本冊・別冊
●全学年別冊

●いじめ防止との関わりも深い内容項目「善悪の判断、自律、自由と責任」
「親
切、思いやり」「生命の尊さ」を重点項目とし、これらに関する教材につ
いて全学年３教材、３時間を配当するとともに、教材の一部は２時間連続
して学習できるように配列した。

●１年「どんないちねんせいになるのかな」P １６〜
１７／「ぽんたとかんた」P １８〜２１／３年「たん
生日おめでとう」P ２６〜２８／「電池が切れるま
で」P ３０〜３１／４年「心と心のあく手」P ３２〜
３４／「真心を伝えるコミュニケーション」P ３６
〜３７／６年「さとるの夏、みきおの夏」P ３２〜
３５／「自由だからこそ」P ３６〜３９ など

●例えば、「生命の尊さ」を「家族愛、家庭生活の充実」との関わりで捉え
た授業を構想することなど、複数の内容項目との関連を密にした指導を立
案することができるように、本冊巻末に関連内容項目を明示した。

●１年「七つのほし」P４４〜４７／２年「カメタのなみ
だ」P８４〜８７／３年「きよしのなやみ」P７３〜７５
／４年「時計係」P８５〜８７／５年「ぼくは伴走者」
P８６〜９０／６年「三六五×十四回分のありがとう」
P５３〜５６ など

【児童が主体的に道徳性を養うため ●別冊「道徳ノート」を活用し「自分が自分に自分を問う」ことを通して、 ●全学年別冊
児童が自分自身の学習を振り返って成長を実感したり、課題や目標を見つ
の指導】
けたりすることができる。
児童が自ら道徳性を養う中で、自
らを振り返って成長を実感したり、
●別冊「道徳ノート」は児童にとって貴重な内面の記録となり、また、保存 ●全学年別冊
これからの課題や目標を見付けた
性に優れ、整理や保管がしやすいことからも、長期的な視野で自らの成長
りすることができるよう工夫する
を振り返ることができる。
こと
道徳性を養うことの意義について、 ●本冊の各教材に、めあてや問いで構成した「考えよう 話し合おう」を設 ●全学年本冊
児童自らが考え、理解し、主体的
け、すべての教材で主体的な学習が促されるよう配慮した。
に学習に取り組むことができるよ
●本冊の冒頭に「道徳の時間はこんな時間」を設け、道徳科を通じて自己の ●２年生以降本冊冒頭「道徳の時間はこんな時間」
うにすること
生き方について考えることの大切さに気付くことができるよう構成した。 ●全学年別冊巻末折り込み「自分を見つめ、
考えよう」
また別冊巻末に「自分を見つめ、考えよう」を設け、道徳科における学習
の視点を明確にし、児童の主体的な学習に役立てられるよう工夫した。
【多様な考え方を生かすための言語 ●多様な考え方や感じ方に接する機会は、教材中の出来事や登場人物によっ
てもたらされたり、他者との話し合いの場で得られたりすることから、対
活動】
話的な学習が授業の中で活発に展開されるよう「考えよう 話し合おう」
児童が多様な感じ方や考え方に接
における問いに工夫を凝らした。
する中で、考えを深め、判断し、
表現する力などを育むことができ ●別冊「道徳ノート」には話し合い活動の記録ページを設け、話し合い活動
において積極的に他者と意見を交流することができるよう配慮した。ま
るよう、自分の考えを基に話し合っ
た、学習を通じて考えたことを記述したり、その記述を後で読み返したり
たり書いたりするなどの言語活動
することで、自分の考えをより確かなものとすることができるよう配慮し
を充実すること
た。

自分とは異なる感じ
方、考え方に触れる
ことで物事を多面
的・多角的に捉える
ことができ、自分の
見方や考え方が広
がったり深まったり
する様子を記録でき
る。

5年

話し合い活動の記録

今の自 分の考 え

テーマ

今の自 分の考 え

テーマ

月

月

日

日

自分の考えを伝え、他の人の考えを

聞くなどの話し合い活動を通して

新 たに 感 じ たこ と や 考 え たこ と

自分の考えを伝え、他の人の考えを

聞くなどの話し合い活動を通して

新 たに 感 じ たこ と や 考 え たこ と

45

44

▲「話し合い活動の記録」
（２年以降別冊）
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検討の観点

教科書の特色

具体例

【問題解決的な学習など多様な方法
を取り入れた指導】
児童の発達の段階や特性等を考慮
し、指導のねらいに即して、問題
解決的な学習、道徳的行為に関す
る体験的な学習等を適切に取り入
れるなど、指導方法を工夫するこ
と

●本書では道徳科における「問題解決的な学習」を取り入れることができる
教材が具備すべきこととして次の４点をあげて編集した。
・道徳的価値が介在している道徳上の問題であること
・児童が自己の問題として捉え、考えられる問題であること
・道徳的価値との関連から、その問題の解決が目指される学習であること
・道徳科の目標の実現やその時間のねらいの達成に資する学習であること
●教材の選定にあたっては、解決を目指す「問題」の態様として次の４つの
いずれかの状況に起因することを条件として編集した。
・道徳的価値が実現されていない状況
・道徳的価値についての理解が不十分な状況
・道徳的価値を実現しようとするができない状況
・複数の道徳的価値のどちらを優先すべきか逡巡する状況

●１年「みんなでつかうばしょなのに」P３４〜３５／２
年「だれにたくさんあげようかな」P８８〜９１／３年
「森のげいじゅつてん」P６０〜６３／４年「絵葉書と
切手」P７２〜７５／「時計係」P８５〜８７／５年「う
ばわれた自由」P１６〜２０／「ぼくは伴走者」P８６
〜９０／６年「さとるの夏、みきおの夏」P３２〜３５
／「車いすの少女」P ６６〜６７ など（内容解説
資料本体 P２２〜２３、２８〜２９参照）

●児童の体験を想起させたり、役割演技を促したりする問いや活動を本冊の
「考えよう 話し合おう」や別冊「道徳ノート」に設け、指導のねらいに
即して道徳的行為に関する体験的な学習が適切に取り入れられるよう配慮
した。

●1
 年「みんなのはなまる」P１０〜１
１／２年「ふわふ
わことば ちくちくことば」P７４〜７５／「こんなと
きどうするの」P ９６〜９７／別冊２年「気もちのよ
いふるまいを」P９／３年「心と形が一つになって」
P９０〜９１／４年「真心を伝えるコミュニケーショ
ン」P３６〜３７／５年「バスと赤ちゃん」P７〜９／
６年「客には言わんのですか」P８４〜８５ など
（内
容解説資料本体 P２２〜２３、２８〜２９参照）

 学年本冊
●教材ごとに独立した「型」としての指導とならないよう、本冊の「考えよ ●全
う 話し合おう」においては「登場人物への自我関与が中心の学習」とな
る教材においても、問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れた問いを
示すなどして、主題やねらいに応じてそれぞれの要素を組み合わせながら、
授業者の展開構想に柔軟に対応ができるよう工夫した。
【情報モラルと現代的な課題に関す
る指導】
児童の発達の段階や特性等を考慮
し、第２に示す内容との関連を踏
まえつつ、情報モラルに関する指
導を充実すること

●発達の段階を考慮しながら、情報モラルについて考えることのできる教材
を全学年に掲載した。加えて、中・高学年においては本冊に特集ページを
設け、他の教育活動とも関連を図りながら折に触れて活用できるよう工夫
した。

●1
 年「けいじばんのらくがき」P６６〜６８／３年「き
よしのなやみ」P７３〜７５／４年「少しだけなら」P
５０〜５２／５年「だれも知らないニュース」P６６〜
７０／「守ろう インターネットの世界のルールや
マナー」P１５４〜１５５／６年「著作権とは何だろう」
P１６２〜１６３ など（内容解説資料本体 P ２０〜
２１、２８〜２９参照）

児童の発達の段階や特性等を考慮
し、例えば、社会の持続可能な発
展などの現代的な課題の取扱いに
も留意し、身近な社会的課題を自
分との関係において考え、それら
の解決に寄与しようとする意欲や
態度を育てるよう努めること

●現代的な課題に関する教材を、発達の段階を考慮して取り上げた。各教材
の取扱いについては、知見を得るだけではなく、それぞれの問題の解決に
寄与しようとする道徳的実践意欲と態度が養われるよう、本冊の「考えよ
う 話し合おう」の問いに工夫を凝らした。

●２
 年「えんぴつは何さい」P５４〜５５／４年「ごめ
んね、オオキンケイギク」P１８〜２１／５年「一ふみ
十年」P４８〜５１／６年「二つの『もったいない』
」
P１４２〜１４５ など（内容解説資料本体 P ２０〜
２１、２８〜２９参照）

多様な見方や考え方のできる事柄
について、特定の見方や考え方に
偏った指導を行うことのないよう
にすること

●現代的な課題に関する教材については、それぞれ異なる立場での主張がな
されるものやさまざまな対立的な問題を抱える事柄が多いため、一面的な
扱いを避け、多様な見方・考え方ができるよう留意した。

●６年「七十八円の命」P４０〜４３／「車いすの少女」
P６６〜６７／「地球の時間、ヒトの時間」P１４６〜
１４９ など（内容解説資料本体 P２０〜２１、２８〜
２９参照）

【家庭や地域社会との連携による指 ●本冊・別冊ともに裏表紙に本書を媒介とした「子どもの心の成長」に関す ●全学年本冊・別冊裏表紙「保護者の皆様へ」
る家庭との連携について記載した。
導】
道徳科の授業を公開したり（中略）
 年「目じるしの木」P４０〜４３／２年「おばあちゃ
家庭や地域社会との共通理解を深 ●本冊では、家族や地域を自分との関わりにおいて考えることができるよう、 ● 1
家族との関わりや家庭での出来事を描いた教材や、地域の人との交流や地
んのおふろ」P４４〜４６／３年「ぼくがいるよ」P
め、相互の連携を図ること
域における行事などを題材とした教材を掲載した。
５１〜５３／６年「高らかにひびけ」P５０〜５２ な
ど

りつ てき

主人公や登場人物に

ついて

友達の話や考えを

先生や家の人に見てもらった記録

そのように感じた

り、考えたりした

主人公や登場人物と

自分を比べて

か

理由について

これまでの自分の

生き方について

■ 法やきまりを守って

教師や保護
者による
チェック欄

身近な出来事との

関わりについて

これからの自分の

生き方について

きょう ど

こく さい しん ぜん

17 16 15 14

聞いて

授業のめあてに

ついて

六年
■ 公正、公平な態度で

■ 公共のために役立つことを

そん ちょう

■ 家族の幸せを求めて

だい

20 19 18

しおり

感じたことや考えたことをノートに書いてみましょう。

書いたページにこの紙をはさんで、先生に出しましょう。

も く じ

じ

せい じつ

■ 自律的で責任ある行動を

い

●家族や命に思いをはせて

■ 世界の中の日本人として国際親善に努めて

21

■ よりよい学校、学級を求めて

25 24 23 22

■ 伝統と文化を大切にし、国や郷土を愛して

26

■ 誠実に明るい心で

たん きゅう しん

44

■ 節度を守り、節制に心がけて

学習の記録

■ 自他の生命を尊重して

話し合い活動の記録

体験活動の記録

46

心の

自分を見つめ，考えよう
道徳の授業では，このようなことについてふり返りながら，

６ ５ ４ ３ ２ １

８ ７
■ 自然の偉大さを知って

■ 大いなるものを感じて

心に残っている授業の記録

■ 生きる喜びを感じて

47

■ 短所を改め、長所をのばして

■ より高い目標に向かってくじけずに

■ 真理を大切に、探究心をもって

●勇気をくれるすてきな言葉

９

■ 相手の立場に立って親切に

しん らい

10

■ 支え合いや助け合いに感謝して

ぎ

しょう らい

れい

●将来の仕事を考えよう

11

■ 礼儀正しく真心をもって

13 12

■ 友達とたがいに信頼し、学び合って

■ けんきょに、広い心をもって

●別冊「道徳ノート」には、巻末折り込みの「心のしおり」に先生や家の人
が児童の記述を確認することができるチェック欄を設け、本書を通じて学
校と家庭が連携して児童の道徳的成長を見守り、励ましていくことができ
るよう工夫した。また、家の人と一緒に考えたり話し合ったりしながら書
き込む記述欄や、地域の人や身近な人たちに尋ねたことを書き込めるペー
ジを設けるなど、「道徳ノート」が家庭や地域とのかけ橋となるよう工夫
した。

組

名前

▲「心のしおり」
（６年別冊）
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検討の観点

教科書の特色

具体例

学習指導要領第３章「特別の教科 道徳」との関連 ―道徳科の教材に求められる内容の観点―
●人間のよさが描かれている教材や問題点を見つけることができる教材、多 ●【名作教材】１年「はしの上のおおかみ」P ７２〜
【教材の開発と活用の創意工夫】
面的・多角的に考えることのできる教材、心を揺さぶり児童が感動を覚え
７５／２年「黄色いベンチ」P ２４〜２６／３年「ま
児童の発達の段階や特性、地域の
る教材など、長く読み継がれてきた名作から新作までさまざまな教材を幅
どガラスと魚」P ４〜６／４年「ヒキガエルとロバ」
実情等を考慮し、多様な教材の活
広く掲載した。
P ６２〜６４／６年「手品師」P ２８〜３１ など
用に努めること。特に、生命の尊
●【感動教材】１年「七つのほし」P ４４〜４７／２
厳、自然、伝統と文化、先人の伝記、
年「きつねとぶどう」P １０４〜１０７／５年「バス
スポーツ、情報化への対応等の現
と赤ちゃん」P ７〜９／「友のしょう像画」P １２１
代的な課題などを題材とし、児童
〜１２５ など
（内容解説資料本体 P １６〜１７参照）
が問題意識をもって多面的・多角
的に考えたり、感動を覚えたりす ●読み物教材だけではなく、一枚の写真や一篇の詩、漫画や新聞記事をもと ●４
 年「一枚の写真から」P ６５〜６７／「ぼくの生
るような充実した教材の開発や活
に考える教材など、児童の学習意欲を喚起する多様な教材を取りそろえた。
まれた日」P ９７〜１０１／６年「客には言わんので
用を行うこと
すか」P ８４〜８５ など
 問題解決的な学習を促す教材】１年「みんなで
●「問題解決的な学習」や「体験的な学習」を取り入れることで、道徳的な ●【
つかうばしょなのに」P３４〜３５／２年「だれにたく
問題について、多面的・多角的な思考を促すことができる教材を多数取り
さんあげようかな」P ８８〜９１／４年「絵葉書と切
上げている。「問題解決的な学習」は解決を目指す問題が道徳的であるこ
と、「体験的な学習」は活動そのものが目的化しないようそれぞれ配慮し、 手」P７２〜７５／５年「ぼくは伴走者」P８６〜９０
／６年「車いすの少女」P６６〜６７ など
問いを吟味した。
●【
 体験的な学習を促す教材】１年「みんなのはな
まる」P１０〜１１／２年「こんなときどうするの」P
９６〜９７／５年「ちゃんとやれよ、健 太 」P ８４〜
８５ など（内容解説資料本体 P２２〜２３、２８〜
２９参照）
●一面的・一方向的な思考しかもたらさない内容でないかどうか、教材の選 ●全学年本冊
定を慎重に行うとともに、「考えよう 話し合おう」の問いを吟味した。
低学年では、発達の段階を考慮し問いは２つとし、中・高学年については「学
習の道すじ」と題してめあてと問いを示し、教材によっては「学習を広げ
る」という学習の発展的な広がりや深まりを促す内容を掲載し、それぞれ
の発達の段階に応じた多面的・多角的な考察を促すための工夫をした。
●中学年以降のいくつかの教材には、題材そのものとの関連で学習すること
ができる
で示した特集ページを設け、児童の多面的・多角的な思考を
促し、学びをいっそう深めることができるよう工夫した。

●３年「
『命』を考える」P ２９／４年「思いやりのむ
ずかしさ」P ３５／５年「大いなるもの」P １１６〜
１１７／６年「佐江子へ」P ５７ など

・生命の尊厳

●本書では「生命の尊さ」
を重点項目とし、全学
年３教材、３時間の配
当をするとともに、特
集ページを設けた。ま
た、他の内容項目の教
材でも生命の尊厳につ
いて考えを深められる
題材を選び、自他の生

命を尊ぶ態度を育むこ
とができるよう配慮し
▲「命の教育」特別ページ（５年 P１５０〜１５１）
た。

●１年「じぶんでまもるあんぜんなまい日」P ３２
〜３３／２年「自分でまもるよ自分のあんぜん」P
４０〜４１／３年「きけんから自分自身を守る心が
け」P １１４〜１１５／４年「きけんから自分自身を
守るために」P １２６〜１２７／５年「命とは、生き
るとは、どういうことなのだろう」P １５０〜１５１
／６年「命について考えよう」P １５８〜１５９ な
ど（内容解説資料本体 P１２〜１３、
P２８〜２９参照）

・自然

●発達の段階を考慮し、低学年では身近な動植物に親しみ、大切にする意欲
を喚起するような教材を、中・高学年では自然環境問題に問題意識をもつ
ことができるような教材を選定した。

●１年「ハムスターの赤ちゃん」P８２〜８４／２年「キ
リンのみなみ」P９８〜１００／５年「一ふみ十年」P
４８〜５１ など（内容解説資料本体 P２８〜２９参
照）

・伝統と文化

●伝統や文化をさまざまな側面から捉え、児童が自己との関わりにおいて考
えることができるような身近な伝統と文化について扱った教材、守り継が
れてきた伝統や文化に関わる先人の伝記などのバランスに配慮し、教材を
選定した。

●２年「ぎおんまつり」P ３６〜３９／３年「ふろしき」
P３８〜４１／６年「ヤリガンナー西岡常一ー」P２０
〜２４ など（内容解説資料本体 P２８〜２９参照）

・先人の伝記
・スポーツ
（人物）

●先人や児童が知る著名人の夢や目標の達成を支えた人知れぬ努力や苦悩、 ●１年「虫が大すきーアンリ・ファーブルー」P ６９〜
７１／５年「はじめての実験ー山中伸弥ー」P４２〜
そして幼少期の体験などから、児童が人物を身近に感じ、「人間として生
４６／６年「未来を変える挑戦ースティーブ・ジョブ
きることの素晴らしさ」を感じ取れるよう配慮した。
ズー」P１５２〜１５６ など（内容解説資料本体 P
●国内外を問わず、先人の多様な生き方に触れることができるよう、全学年
１８〜１９、P２８〜２９参照）
に伝記を掲載した。生きる勇気や知恵、人間としての弱さや醜さと、それ
を乗り越えようとする強さや気高さを感じ取り、「人間として生きる意味」
について考えを深めることができるように配慮して、教材を選定した。
●オリンピックやパラリンピックなどのスポーツの国際大会や、各種スポー
ツ競技を題材としたもの、また、さまざまな魅力あるアスリートや、アス
リートたちを支える人物などを全学年で取り上げた。
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●２年「自分できめたことだからー福原愛ー」P７０
〜７３／３年「きっとできるー高橋尚子ー」P６６〜
６９／４年「ふるさとにとどけ、希望の舞ー羽生結
弦ー」P１１０〜１１３ など（内容解説資料本体 P
１８〜１９、P２８〜２９参照）

検討の観点

教科書の特色

具体例

・現代的な課題

●急激に変化する社会の中で、食育、健康教育、消費者教育、福祉に関する
教育、法教育、社会参画に関する教育、伝統文化教育、国際理解教育、キャ
リア教育、社会の持続可能な発展などの現代的な教育課題について、他の
教育活動との関連を図りながら、児童が身近な問題として考えることがで
きる教材を精選した。

●1
 年「あぶら山」P ９４〜９７／２年「おばあちゃん
のおふろ」P４４〜４６／３年「大自然のお客さん」
P９２〜９５／４年「李さんのおひさまスープ」P６８
〜７１／５年「法やきまりはだれのもの」P２１〜２３
／６年「地 球の時間、ヒトの時間」P１４６〜１４９
など（内容解説資料本体 P２０〜２１、
２８〜２９参照）

・いじめ防止・人権尊重

●いじめ防止・人権尊重と関わりの深い内容項目「善悪の判断、自律、自由
と責任」「親切、思いやり」「生命の尊重」を全学年の重点に設定し、３教
材、３時間を配当した。また他にも「友情、信頼」や「公正、公平、社会
正義」など、関連するさまざまな内容項目の学習を通していじめ防止・人
権尊重につながるよう全体の構成に留意した。
●いじめ問題に関わる題材を、発達の段階を考慮して各学年に掲載した。た
だし、いじめは児童にとって切迫した問題であるため、低・中学年では直
截にいじめを取り上げることは避けて、児童や学級の実態に応じて適切に
取り上げることができるよう配慮した。

●１年「およげないりすさん」P６０〜６３／「ちいちゃ
んとブルくん」P８０〜８１／２年「カメタのなみだ」
P８４〜８７／３年「貝がら」P１８〜２１／「よわむし
太郎」P３４〜３７／４年「げんたの消しごむ」P７６
〜７９／５年「魚の世界」P５４〜５５／６年「苦い思
い出」P２６〜２７ など（内容解説資料本体 P１４
〜１５、２８〜２９参照）

・情報化への対応
（情報モラル）

 年「けいじばんのらくがき」P６６〜６８／２年「み
●道徳科の特質を踏まえた情報モラルに関わる学習の充実を図るため、全学 ● 1
んなのニュースがかり」P１７〜１９／３年「きよしの
年に情報モラルについて考えることのできる教材を掲載した。加えて、中・
高学年においては本冊に特集ページを設け、他の教育活動とも関連を図り
なやみ」P７３〜７５／４年「考えよう インターネッ
ながら折に触れて活用できるよう工夫した。
トの世界」P１３０〜１３１／５年「守ろう インター
ネットの世界のルールやマナー」P１５４〜１５５／６
年「著作権とは何だろう」P１６２〜１６３ など（内
容解説資料本体 P２０〜２１、２８〜２９参照）

【道徳科に生かす教材】
児童の発達の段階に即し、ねらい
を達成するのにふさわしいもので
あること

●低・中・高学年という３段階はもとより、学年ごとの児童の成長を踏まえ、 ●５年「小さかったお返し」P５２〜５３／６年「車いす
ねらいの達成に資する教材を取り扱うようにした。特に高学年については、
の少女」P６６〜６７／「
『がんばる』はぼくの宿題」
児童の内面の成長が著しく、また、抽象的思考力も高まることから、より
P１３８〜１４１ など
高次な道徳的知見に触れることができるように配慮した。

人間尊重の精神にかなうものであっ
て、悩みや葛藤等の心の揺れ、人間
関係の理解等の課題も含め、児童が
深く考えることができ、人間として
よりよく生きる喜びや勇気を与えら
れるものであること

●「人間尊重の精神」は、生命の尊重、人格の尊重、基本的人権、思いやり ●全学年本冊・別冊
の心などの根底を貫く国境や文化なども超えた普遍的精神であることを基
に、人格の内面的な充実が図られるよう、本書の作成にあたって配慮した。
●児童が日常生活を振り返って道徳的価値の意義や大切さについて考えるこ
とができる教材や、今日的課題を扱った教材、思いやりや友情、いじめ問
題などに関わる「悩みや葛藤等の心の揺れ、人間関係の理解等の課題」に
ついて扱った教材を通し、児童が自我関与し、自己を肯定的に捉え、未来
に向けた展望が開け、自分の生き方の中で役立つような考察ができる教材
を選択した。

●全
 学年本冊・別冊

●先人の伝記については、児童が感動を覚えるような魅力的な人物を全学年 ●３年「母のせなかー渋沢栄一ー」P１００〜１０３／５
年「百一さいの富士ー奥村土牛ー」P１１２〜１１５／
で取り上げた。また歴史的な事実の理解にのみとどまることのないよう、
６年「未来を変える挑戦ースティーブ・ジョブズー」
「考えよう 話し合おう」の問いを吟味し、先人の生きる勇気や知恵、生
P１５２〜１５６ など（内容解説資料本体 P１８〜
きることの魅力や意味の深さなどについて考えることを通して、人間とし
１９、２８〜２９参照）
てよりよく生きる喜びや勇気を感じ取れるよう配慮した。
多様な見方や考え方のできる事柄
を取り扱う場合には、特定の見方
や考え方に偏った取扱いがなされ
ていないものであること

●教材の選定にあたっては、特定の見方や考え方に偏った取扱いにならない
よう留意した。特に、現代的な課題に関する教材は、それぞれ異なる立場
での主張がなされるものやさまざまな対立的な問題を抱える事柄が多いた
め、一面的な扱いを避け、多様な見方・考え方ができるよう配慮した。

●全
 学年本冊

●各教材の「考えよう 話し合おう」の問いを吟味し、一面的・一方向的な
思考しかもたらさない内容にならないよう留意した。

●全
 学年本冊「考えよう 話し合おう」

学習指導要領第３章「特別の教科

―道徳科の評価―
4年

話し合い活動の記録

だ い ざい

今の自 分の考 え

題材

き
ろく

き

日

ろく

日

児童の記述から、よ
り考えの深まった学
習の様子を見取るこ
とができ、評価の参
考になる。
月

月

だ い ざい

今の自 分の考 え

題材

新 たに 感 じ たこ と や 考 え たこ と

のこ

心 に 残っている 理 由

日

日

◀「
 心に残っている授業の
記録」
（全学年別冊）
月

月
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新 たに 感 じ たこ と や 考 え たこ と

のこ

心に残っているじゅ業の記録

のこ

●主に毎時間の授業の振り返りにおける記入が想定される別冊「道徳ノート」
の「学習の記録（感じたことや考えたこと）」の記入欄は、年間の授業時
数分（１年は書く活動が可能になる時期を考慮して 24 時間分）を巻末に
一元化することで、時系列に沿って児童の学習状況を確認することができ
るようにした。
●学期や年間の区切りなどに、「心に残っている授業の記録」欄へ記述させ
ることを通して、一定期間において何が児童の心を動かしたのか、どのよ
うな道徳的成長があったのかを見取り、指導と評価に生かすことができる
よう工夫した。
●巻末折り込みの「心のしおり」には、毎時間の振り返りができるチェック
欄を設けた。

心 に 残っている 理 由

【道徳科における評価の意義】
児童の学習状況や道徳性に係る成
長の様子を継続的に把握し、指導
に生かすよう努める

道徳」との関連
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7

検討の観点

教科書の特色

具体例

本書の編集における配慮や工夫等（組織・構成配列・表記・造本・その他）
道徳科の特質を反映するための構
成上の工夫

●教育活動全体を通じて行う道徳教育の要となる道徳科の特質を踏まえ、児
童の発達の段階に配慮しながら、各教科の学習内容や他の教育活動などと
の時期的・内容的関連を考慮して配列している。

●全学年本冊

●本冊の冒頭に「道徳の時間はこんな時間」を、また別冊巻末に「自分を見
つめ、考えよう」を設けた。それぞれ発達の段階に応じて児童に分かりや
すい表現で示し、道徳科における学習活動や考える視点を具体的にイメー
ジできるよう工夫した。

●２年生以降本冊冒頭「道徳の時間はこんな時間」
考えよう」
●全学年別冊巻末折り込み「自分を見つめ、

「考え議論する道徳」への質的転換
を図るための工夫

●児童が主体的に道徳的価値について考えることができるような教材を精選
した。また、教材ごとに設けた「考えよう 話し合おう」の問いや、別冊「道
徳ノート」に設けた書き込み欄などの活用により、2 冊を併用して答えが
一つではない道徳的課題に向き合えるよう工夫した。

●全学年本冊・別冊

「主体的・対話的で深い学び」を実
現するための工夫

●「 考えよう 話し合おう」の問いをもとに、「自分が自分に自分を問う」 ●全学年本冊
ことを通して、主体的・対話的で深い学びにつながるよう工夫している。
また、３年生以降の複数の教材には、
「考えよう 話し合おう」の中に「学
習を広げる」を掲載し、学習の広がりや深まりが促されるよう工夫した。

「質の高い多様な指導方法」への対
応

●本冊と別冊の２分冊構成とし、指導者の展開構想や児童の学習状況等に応
じて多様な指導方法を取り入れた授業が実践できるよう工夫した。

●全学年本冊・別冊

●教材ごとに独立した「型」としての指導とならないよう、本冊の「考えよ
う 話し合おう」においては「登場人物への自我関与が中心の学習」とな
る教材においても、問題解決的な学習や体験的な学習の視点を踏まえた問
いを示すなどして、主題やねらいに応じてそれぞれの要素を組み合わせな
がら、授業者の展開構想に柔軟に対応ができるよう工夫した。

●全学年本冊

幼児教育との連携

●入学当初の児童の学習状況を考慮し、１年生の一定の期間はイラストのみ、 ●１
 年「どきどきわくわくいちねんせい」P ２〜５／
夏休みまではひらがなのみで学習ができるように本冊教材を配列した。
「きょうもげんき」P６〜７ など
●１年生の教材は動物を登場人物とした物語教材を数多く取り上げ、場面絵
を積極的に掲載することで視覚的に内容理解を促す工夫をした。

●１
 年「ぽんたとかんた」P１８〜２１／「にゃんたくん
とみけちゃん」P２６〜２７ など

中等教育との連携

●中学校への学びの発展性を踏まえ、高学年においては抽象的な思考を促す
教材や、人間として生きる喜びを感じ取れるような教材を通して、自己の
生き方について考えを深めることができるよう配慮した。

●５年「銀のしょく台」P１０６〜１１１／６年「花のき村
と盗人たち」P１０６〜１
１
１ など

内容と分量への配慮

●各学年とも、年間の授業時数に対応した教材を掲載した。

●各学年本冊３５本（１年生は３４本）の教材

●各教材の分量や書き込み欄のマスの大きさや罫線間の幅等について、児童
が負担感を抱かぬよう、発達の段階に配慮した。

●別 冊書き込み欄は１・２年１５ミリ四方、３年は１１ミ
リ四方、５年は幅１０ミリ罫 など

●別冊「道徳ノート」の「学習の記録（感じたことや考えたこと）」の記入欄は、 ●全学年別冊
年間授業時数分を巻末に一元化することでページ数を削減し、書く活動や持ち
運びの面における負担軽減に努めた。なお、１年は書く活動が可能になる時期
を考慮し、当該記入欄を 24 時間分にすることで、他学年以上の負担軽減を図った。
表記や表現、文言への配慮

●誰もが内容を正確に理解できるように、当該学年の配当漢字を含む未習の
漢字には、初出のみならずすべてにふりがなを配した。

●全学年本冊・別冊

● 4 年生までは発達の段階に即した分かりやすい表現を用い、
５年生以降は、 ●全学年本冊
学習上説明を要する文言や固有名詞などに、必要に応じて脚注を付した。
造本上（体裁、製本、印刷、用紙） ●判型はワイドなＡＢ判を採用し、白を基調としたゆとりある紙面で圧迫感
の配慮
がないよう構成するとともに、イラストを大きく扱い、児童にとって見や
すく、親しみやすい紙面となるよう工夫した。

●教科書全体

●本冊と同大判である別冊は、本冊の背に厚みを取り、見返しをつけて強度
を高めることで本冊巻末に収納できる体裁とし、児童の携帯や保管時の利
便性を図った。

●全学年別冊

●別冊の中とじの針金は先端部分を内側に曲げ安全に配慮するとともに、３
か所留めにより十分な強度を確保した。

●全学年別冊

●環境への配慮から、印刷には植物油インキを使用し、用紙は本冊・別冊そ
れぞれの構成内容や使用用途を踏まえた再生紙を用いた。なお、別冊は筆
記特性を重視しながら軽量化を図り、持ち運びの負担軽減に努めた。

●全学年本冊・別冊
【用紙】本冊…発色のよさ、見やすさを重視／
別冊…鉛筆の書きやすさ、消しやすさを重視

●色覚の違いにより学習に支障をきたすことのないよう、色の識別のみによ
らず、文字情報をはじめマークの形状やデザインの違いなどで必要な情報
が読み取れるよう配慮した。カラーユニバーサルデザインに関しては、専
門の第三者機関の検証を経て、ＣＵＤ認証マークの取得を予定している。

●全学年本冊・別冊

●６ 年本冊においてユニバーサルデザインについて児童の理解を促す特集
ページを設けた。

●６年「地球共通の気配りから」P１６０〜１６１

特別支援教育・ユニバーサルデザ
インへの対応

8

あかつき

