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観 点

○主として自分自身に関することのうち「個性の伸長」について（第１学年）
，取扱内容 ・主人公が，自 ・登場人物が大 ・様々な友達が ・家族それぞれ ・子ペンギンが ・自分には「よ ・アンパンマン ・友達のよさを

分のよいとこ 好きなことを 描かれた絵と の じょうず 母親ペンギン いところ」が を生んだやな はなまると表「 」
ろを友達に見 発表するお話 文章を教材と なところを挙 に自分のよい ないと悩む主 せたかしさん した文と絵を学習指導要領の総則及び各教科

付けてもらっ を教材として して，友達の げた上で，そ ところを教え 人公が，家族 のあきらめず 教材として，の目標，内容等 ，
て嬉しくなる 自分や友達の よいところ， んな自分のこ てもらう物語 から「よいと に好きな絵を 友達や自分の
物語を教材と よさに気付く 自分のよいと とを「ほめじ を教材として ころ」を教え 書き続けた思 よいところを，
して，自分や 大切さについ ころを見付け ょうず」であ 自分のよいと られて励まさ いを教材とし 見付けたり，
友達のよいと て考える活動 て発表する活 ると締めくく ころを見付け れる物語を教 て，自分のよ 自分がほめら
ころを伝えた （ すてきがい 動（ わたしの っている児童 る活動（ ぼく 材として，自 さや好きなこ れてうれしか「 「 「
り見つめ直し っぱい ） よい ところ 詩を教材とし は 小さくて 分や友達の よ とについて考 ったことを考」 」） 「
たりする活動 て，自分や友 白い ） いところ」を える活動（ 大 えたりする活」 「
ええところ 達の「じょう 見付けて教え すきだから ） 動（ みんなの（「 」） 」 「

ず」なところ 合ったり，家 はなまる ）」
を見付けたり 族に自分の よ， 「
見つめ直した いところ」を
りする活動 み 聞いてみる活（「
んな じょう 動（ ぼくにも「
ず ） あるかな ）」 」

○主として人との関わりに関することのうち「友情，信頼」について（第４学年）
・仲のよい友人 ・仲のよい友人 ・クラスメイト ・友達の赤鬼に ・仲のよい友人 ・北京オリンピ ・チームの仲間 ・学級の中で運
から届いた定 から届いた定 全員の牛乳パ 尽くした青鬼 から届いた定 ックのソフト と共に戦い抜 動の苦手な仲
形外の絵はが 形外の絵はが ックの片付け と，青鬼の思 形外の絵はが ボール女子で くことができ 間に対する周
きの料金が不 きの料金が不 をやらされて いに気付いた きの料金が不 試合を戦う選 た喜びを試合 りの子供たち
足していたこ 足していたこ いる友達が， 赤鬼の友情を 足していたこ 手たちと，怪 の結果以上に の心の動きや
とを伝えるか とを伝えるか 本当の気持ち 描いた物語を とを伝えるか 我で代表から 大切に思うな 対応から，最
どうか思い悩 どうか思い悩 を聞かれて ぼ 教材として， どうか思い悩 外れ，観客席 でしこジャパ 後にはその仲，「
む物語を教材 む物語を教材 くは，ああで 友達とよりよ む物語を教材 から応援する ンの姿を描い 間を励ます子
として，主人 として，主人 もしないと仲 い関係を築く として，主人 選手とが，心 た作品を教材 供たちを書い
公が迷う気持 公が迷う気持 間に入れない ために大切な 公が迷う気持 を通い合わせ として，本当 た物語を教材
ちや行動につ ちや行動につ から」と涙ぐ ことについて ちや行動につ て戦い，優勝 の仲間とはど として，友達
いて交流する いて交流する んだ物語を教 考える活動 泣 いて交流する した物語を教 んなものなの とよりよい関（「
活動（ 大き 活動（ 絵葉書 材として，自 いた赤おに ） 活動（ 絵はが 材として，友 かについて交 係を築いてい「 「 」 「
な絵はがき きと切手 ） 分だったらど きと切手 ） 達との 協力 流する活動 な くことについ」） 」 」 「 」 （「

う声をかける の仕方につい みだとえがお て考える活動
かを考える活 て考える活動 の『なでしこ （ 同じ仲間だ「
動（ 仲間だか （ 十六番目の ジャパン ） から ）「 「 』」 」
ら ） 代表選手 ）」 」

○主として集団や社会との関わりに関することのうち「家族愛，家庭生活の充実」について（第５学年）
・自分のために ・父親が入院し ・認知症の症状 ・祖母に優しい ・分担された家 ・新しくやって ・入院生活から ・聴覚障害と言，
父親が，夜， て看病のため が現われはじ 態度を取れな 事を負担に思 きたイギリス 帰ってきた母 語障害をもつ
遠いところま 忙しい母親に めた祖父に戸 いで居る主人 う主人公が， 人の先生が， 親を支えよう 両親に名前を
で行って卵を 代わり，家事 惑う主人公と 公を描いた物 家族みんなの 自分の家族を とする主人公 呼んでもらえ，
分けてもらい をする女の子 その祖父のた 語を教材とし 幸せを考えて 詳しく紹介し とその家族の ない辛さを級，
母親が卵焼き の物語を教材 めにできるこ て，主人公の 家事をする両 てくれた物語 姿が描かれた 友とのけんか
を作ってくれ として，家族 とをみんなで 家族にとって 親の思いに気 を教材として 実話を教材と で気付き，そ，
たことを知っ の一員として 話し合った家 祖母はどのよ 付く物語を教 家族に様々な して，主人公 の辛さを両親
た主人公の話 どのようなこ 族の物語を教 うな存在なの 材として，実 質問をする ビ の思いや家族 にぶつけてい「



を教材として とができるか 材として，自 かを考える活 際に担ってい ンゴゲーム」 の大切さにつ く主人公に対，
幼い日の感動 を考える活動 分にとって家 動（ 祖母のり る家事や今後 の活動（ 家族 いて話し合う して手話で心「 「
をかみしめる （ ベルフラワ 族とはどのよ んご ） できそうなこ の紹介 ） 活動（ ぼくが の思いを伝え「 」 」 「
主人公の思い ー ） うな存在かを とを考える活 いるよ ） る物語を教材」 」
を考える活動 考える活動 わ 動（ 家族のた として，両親（「 「
（ 卵焼き ） たしにできる めに ） の願いを知り「 」 」

ことを ） 家族の大切さ」
について考え
る活動（ ぼく「
の名前よん
で ）」

○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うち「生命の尊さ」について（第３学年）
・東日本大震災 ・主人公たちが ・白血病と戦い ・菜園で野菜を ・阪神淡路大震 ・沖縄の平和祈 ・小児がんと闘 ・父親と一緒に，
で祖父母を失 いじめていた ７才で亡くな 育てる主人公 災で逃げる途 念公園で，祖 いながらも亡 鈴虫を育てる
った少年が， ヒキガエルを った丹後光祐 の姿を書いた 中に倒れた家 母から沖縄戦 くなってしま 中で，命のつ，
祖父母との楽 荷車を背負っ 君と，彼が大 物語を教材と の下敷きにな のことを聞き った女の子と ながりについ，
しい思い出に たロバがひか 切に育ててい して 「生きて った子どもを 「命どぅたか 支え続けた家 て教えられた，
支えられて前 ないようによ たアサガオを いる仲間」の 助ける一家の ら」という言 族の思いを描 主人公の物語

，向きに生活す けて通ってい 骨髄バンクの つながりにつ 物語を教材と 葉の意味を教 いた物語を教 を教材として
る物語を教材 った姿に心打 運動に役立て いて考える活 して，一家の わった主人公 材として，登 命のつながり
として，少年 たれる物語を ることにした 動（ 生きてい とった行動を の物語を教材 場人物の気持 を自分の命に「
が祖父母に見 教材として， 母親の物語を る仲間 ） 自分に置き換 として，同じ ちや家族に対 ついても考え」
てほしいと感 命の尊さにつ 教材として， えて考える活 ような意味の する自分の思 る活動（ すず「
じている姿を いて考える活 このアサガオ 動（ 助かった 言葉を探し， いについて交 虫 ）「 」
考える活動 お 動（ ヒキガエ にはどのよう 命 ） 意味や由来を 流する活動 六（「 「 」 （「
じいちゃん， ルとロバ ） な意味や力が 考える活動 命 さいのおよめ」 （「
おばあちゃん あるのかを考 どぅたから ） さん ）， 」 」
見ていてね ） え，話し合う」

活動（ 光祐く「
」）んのアサガオ

○いじめの問題への対応
・ いじめ」を題 ・いじめに関わ ・ いじめをなく ・いじめ問題に ・いじめを直接 ・コラム「みん ・ いのちの教育 ・各学年を通し「 「 「 」
材とした「直 る教材には と す」と明記さ 結び付く教材 的に扱った教 な仲良し楽し を最重要テー て，様々な内「
接的教材」と もにいきる」 れた教材が各 とコラムから 材だけでなく い学校」を設 マに掲げ，い 容項目におい内容の構成・排列， ，
「いじめ」を マークをいれ 学年に掲載さ 「ユニット」 自己有用感や け，よりよい じめ防止につ て，いじめ問分量等 ，
題材とせずに 深く考え他者 れており，い を設定し，自 他者理解など 人間関係やい ながる教材を 題に結び付く
「いじめをゆ と学び会うこ じめをしない 分が気付かな いじめの克服 じめのない学 複数掲載し， 教材が複数掲，
るさない心」 とを通して， させない，見 いうちに友達 に繋がるユニ 級生活を実現 いじめを生ま 載され，系統
を育てる「間 互いに尊重し 過ごさないた に嫌な思いを ットを設定し するにはどう ない力を引き 的にいじめに，
接的教材」を 合いともによ めの判断力， させているこ いじめを「し すればよいか 出し，他者と 対応する力を
組み合わせて りよい社会を 心情，実践意 とがないかを ない 「させな を児童が身を よりよく生き 育成すること」
構成し，いじ 築く態度を養 欲と態度を系 振り返り，相 い 「見過ごさ もって考える ることについ ができできる」
め防止の効果 うことができ 統的に育成す 手の権利を大 ない」力を付 ことができる て議論するこ よう工夫がな
を高めること るよう工夫が ることができ 切に考えるこ けることがで よう工夫がな とができるよ されている。
ができるよう なされている るよう工夫が とができるよ きるよう工夫 されている。 う工夫がなさ。
工夫がなされ なされている う工夫がなさ がなされてい れている。。
ている。 れている。 る。
○情報モラルへの対応
・該当する単元 ・児童の発達段 ・ 情報モラルに ・各学年を通し ・教材名の上に ・各学年を通し ・各学年を通し ・３年生以上で「

， 「 」に「じょうほ 階に合わせな ついて理解す て，道徳科の マークを提示 て 「情報モラ て，情報や情 情報モラル
うモラル」の がら，生活場 る」と明記さ 特性を踏まえ し，学年の発 ル」のコラム 報機器を扱う について考え
マークを付け 面に即した教 れた教材を配 た上で情報モ 達段階に応じ が配置されて 際に気を付け るページや高
た教材が配置 材が掲載され 置し，安全情 ラルの内容を て教材をバラ いる。このこ るべきことを 学年ではコラ，



されている。 系統的に配置 報機器使用の 扱ったコラム ンスよく配置 とにより，安 扱った教材が ムが巻末に配
， 。このことから されている。 学習が系統的 と教材を組み している。こ 全かつ健康・ 配置されてい 置されている

自ら主体的に また，情報モ に掲載されて 合わせた掲載 のことにより 健全な情報機 る さらに 学 安全かつ健康・。 ，「
情報モラルに ラルに関する いる。また， をしている。 一年間の学習 器の使用のた び方のページ 健全な情報機」
ついて学ぶこ 教材にはマー モラルスキル このことによ の全体像や系 めの知識を系 を設けて解説 器の使用のた
とができるよ クがついてい トレーニング り，情報モラ 統性が分かり 統的に学習で を加えるなど めの知識を系， ，
う工夫がなさ るなど工夫が を取り入れた ルに関して， 児童が主体的 きるよう工夫 自らの考えを 統的に学習で
れている。 なされている 体験的な学び 自ら考えるこ に考えること がなされてい 深めることが きるよう工夫。

ができるよう とができるよ ができるよう る。 できるよう工 がなされてい
工夫がなされ う工夫がなさ 工夫がなされ 夫がなされて る。
ている。 れている。 ている。 いる。

○全体の分量
・第１学年 ・第１学年 ・第１学年 ・第１学年 ・第１学年 ・第１学年 ・第１学年 ・第１学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材46 39 40 46 43 53 37 36

125 164 130 144 188 152 136 148総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
(６％増) (２％減) ( ％増) ( ％増) (３％増) (増減なし) (６％増) ( ％減)10 13 10

・第２学年 ・第２学年 ・第２学年 ・第２学年 ・第２学年 ・第２学年 ・第２学年 ・第２学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材48 40 41 48 45 50 39 37

143 160 138 168 204 160 140 156総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
（４％増） （９％減） （６％増） （ ％増） 増減なし 増減なし （６％増） （５％減）11 （ ） （ ）

・第３学年 ・第３学年 ・第３学年 ・第３学年 ・第３学年 ・第３学年 ・第３学年 ・第３学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材52 40 42 50 45 52 39 39

165 180 148 184 216 176 152 164総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
（３％増） （４％減） （９％増） （５％増） 増減なし 増減なし （３％増） （７％減）（ ） （ ）

・第４学年 ・第４学年 ・第４学年 ・第４学年 ・第４学年 ・第４学年 ・第４学年 ・第４学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材52 40 42 50 45 52 39 39

169 184 160 192 224 180 156 176総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
（３％増） （ ％減） （ ％増） （４％増） （増減なし） （増減なし） （３％増） （６％減）10 11
・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年 ・第５学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材53 40 41 51 45 53 39 39

181 200 164 204 224 184 164 204総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
（３％増） （２％減） （８％増） （４％増） 増減なし 増減なし （３％増） （７％減）（ ） （ ）

・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年 ・第６学年
全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材 全 教材53 41 42 51 45 53 39 39

197 200 168 220 224 188 168 212総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数 総ページ数
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ
（３％増） （２％減） （ ％増） （６％増） 増減なし 増減なし （ ％増） （７％減）11 2（ ） （ ）

○自らを振り返るための工夫
・各学年に 「学 ・各学年に，道 ・各学年に，一 ・各学年に 「学 ・各学年の別冊 ・各学年に，授 ・各学年に，心 ・各学年の別冊， ，
習の記録」や 徳の学びを， 年間の道徳の 習のまとまり に，自分の意 業後の心の動 に残ったこと に，心に残っ」
「学習のふり 自分のこれか 学習で心に残 の区切りに道 見や友達の意 きや学びを継 などを記入す た教材やその使用上の配慮等
返り ，１年間 らにつなげて った授業とそ 徳で学んだこ 見，話合いの 続し道徳性を る 心の宝物 理由を記入す」 「 」
の学習を振り いくことを意 の理由を記入 とを記録する 内容などを記 より深め育む を配置 る「心に残っ
返る「かがや 識させる「つ する「一年間 学びの記録 入する自由記 「学びの足あ ている授業の「 」
く自分に 「学 なげていこう の道徳の学習 を配置 述欄を配置 と」を配置 記録」を配置」， 」

」習のまとめ」 を配置 を振り返ろう
を配置 を配置



○家庭や地域との連携を深めるための工夫
・各学年に，家 ・各学年の別冊 ・各学年に，学 ・各学年に，長 ・各学年の別冊 ・各学年に，家 ・各学年に，家 ・各学年の別冊
庭や地域との に，学習内容 校と家庭との 期休業中の自 に，家庭や地 庭や地域の人 庭生活や地域 に，家の人に
連携を促す 付 を解説し，家 連携を促すこ 主的な学びや 域社会との連 たちとの関わ 社会に関わり 見てもらった「
録つながる広 庭教育との連 とを目的とし 家庭での話合 携による指導 りをもたせた のある教材を ことを記録す
がる」を配置 携を図ること た「家の人か いにつなげる への配慮とし 活動を提示し 配置 るチェック欄

を目的とした ら一言」を配 「夏休みの前 て「保護者記 た ひろげる を設けた「心「 」
「保護者の方 置 に 「冬休みの 入欄」を配置 を配置 のしおり」を」，
へ」を配置 前に」等を配 配置

置
○使用上の便宜
・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の
進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す
ページを設定 ページを設定 ページを設定 ページを設定 ページを設定 ページを設定 ページを設定 ページを設定
・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ
ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ
ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー
サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン
フォントの採 フォントの採 フォントの採 フォントの採 フォントの採 フォントの採 フォントの採 フォントの採
用 用 用 用 用 用 用 用
○地域素材
・旭川市の地域 ・記載なし ・旭川市の地域 ・記載なし ・旭川市の地域 ・記載なし ・旭川市の地域 ・記載なし
素材は本文１ 素材は本文１ 素材は本文１ 素材は本文１
点，写真５箇 点，写真３箇 点，写真２箇 点，写真４箇指導上の配慮等
所，地図１箇 所，地図１箇 所，地図１箇 所，地図１箇
所 所 所 所
○ＩＣＴの活用
・インターネッ ・各教材にＱＲ ・教材での学び ・声優による朗 ・授業で活用で ・記載なし ・インターネッ ・インターネッ
トを活用して コードによる をさらに深め 読や，オリジ きる動画資料 ト上の補助教 トを使用する，
教材内容に関 補助資料をつ 充実させる ま ナル写真や動 や関連画像を 材にアクセス ことで，関わ「
連した動画を けるなど，児 なびリンク」 画，デジタル ホームページ することがで りのある情報
見ることで， 童が教材に対 があり，ＩＣ コンテンツの 上でデジタル き，教材に関 を活用できる
児童が興味 ・ して興味をも Ｔを有効に活 紹介など，児 教材が準備さ 連する写真を ように教材が
関心を高めた ち，理解を深 用することで 童の主体的な れ児童が興味・ 見たり，音声 配置され，児，
り学習をさら めることがで 児童が主体的 思考や議論の 関心を高める を聞き学びを 童の主体的な
に深めたりす きるよう工夫 に調べたり， 活性化を図る ことができる 深め広げたり 学びを深める
ることができ 考えたりする ことができる よう工夫 することがで ことができる
るよう工夫 学習ができる よう工夫 きるよう工夫 よう工夫

よう工夫
○小・中連携
・ これからもか ・別冊道徳ノー ・第６学年の 卒 ・第６学年「１ ・別冊「道徳ノ ・第６学年の わ ・５年，６年の ・５年，６年の「 「 「
がやく自分に ト「まなび」 業に向けて」 さいから ート」におい たしはひろが 教科書の最後 別冊道徳ノー」 100
への記入によ において，心 では，どのよ さいのゆめ」 て，道徳の学 る」では自分 に 「学びの足 トの「学習の，
り，児童が一 に残った話や うな中学生に 「あなたへの 習で学んだこ の可能性や進 あと」のペー 記録」では，
年間の学習を 考えたこと， なりたいかに メッセージ」 とを記入し， 路，将来の夢 ジを 設けてお 自らを振り返
振り返り中学 感じたことを ついて考えさ により，児童 自分自身の成 について考え り，自分の成 って成長を実
校生活に思い 振り返ること せることで中 が中学校やそ 長を確かめる させ，中学校 長を振り返り 感し，中学校，
を膨らませる ができ児童が 学校生活へ思 の先の生き方 ことができる 生活への思い 中学校へ進学 に向けて課題
ことができる 成長を実感で いを膨らませ まで見通すこ よう配慮 を膨らませる できるよう配 や目標をもつ
よう配慮 きるよう配慮 ることができ とができるよ ことができる 慮 ことができる

るよう配慮 う配慮 よう配慮 よう配慮



○道徳的価値を多面的・多角的に考える力の育成
・様々な読み物 ・ きづき と ま ・ 考えよう 深 ・生活場面に密 ・コラム「心の ・教材文に加え ・ 深めよう 「つ ・ 考えよう 話「 」「 「 」「 ， 「 」 「
教材を取り入 なび」の２冊 めよう 「つな 着した内容や ベンチ」が適 写真をメイン なげよう 「広 し合おう」で」 ， 」
れ，多様な考 の教科書で構 げよう」の提 興味・関心を 宜配置され， にした教材や げよう 「やっ は，話し合う」
えを引き出せ 成し，多様な 示により多様 抱きやすい話 広く深く，考 １枚絵，地図 てみよう」の 協働的な学習本市児童の学習の状況
るよう構成 考えに出会え な考えを引き 題を中心に構 えられるよう 等が掲載され ４種類の「学 ができるよう等
・考えるための るよう構成 出せるよう構 成 構成 ており，多彩 び方のページ に構成」
手順となる 考 ・学習の進め方 成 ・一つの事柄に ・ 考えてみよ な掲示形式に で構成 ・他者の多様な「 「
えよう・考え を示すガイダ ・コラムや写真 ついて異なる う 「見つめ よって構成 ・学習への見通 考え方や感じ， 」
るステップ・ ンスページを 資料などを多 二つの視点か よう・生かそ ・発問を巻末と しをもちなが 方に触れるこ
出会う・ふれ 配置し，児童 数掲載し，児 ら考えさせ， う」では，３ ページ下部に ら，多様な見 とができ，多
合う」を配置 が道徳的価値 童が道徳的価 物事を様々な つの発問例が 配置するなど 方や考え方が 面的・多角的，
し，多面的・ を多面的・多 値について多 方向から見る 示され，道徳 児童が様々な 交流ができる なものの見方
多角的に考え 角的に考える 面的・多角的 ことができる 的価値につい 視点や考えを よう工夫 や考え方へつ
ることができ ことができる に考えること よう工夫 て多面的・多 もつことがで ながるよう工
るよう工夫 よう工夫 ができるよう 角的な見方， きるよう工夫 夫

工夫 考え方ができ
るよう工夫

○道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深める力の育成
・巻末「学習の ・教科書「まな ・｢考えよう｣｢深 ・｢学びの記録｣ ・教材に応じて ・重点主題教材 ・教材の後ろに ・内容項目ごと
まとめ」にお び」には「心 めよう｣｢つな が設けられて ３つの発問が を設け，道徳 書き込み欄が に，道徳的価
いて，授業後 のパレット」 げよう｣が設け おり，成長を 全教材に示さ 的価値の理解 設けられ，自 値に向かう問
や長期休業前 が設けられて られ，児童が 実感しこれか れ，問題を解 を深める力を 分の思いや考 いを掲載する
に学習を振り おり，児童が 道徳的価値の らの課題や目 決するような 育むことがで えを可視化す 工夫
返り，心に残 道徳的価値を 理解を自分自 標を見付ける 学習や体験的 きるよう工夫 ることができ ・問いと向き合
った話，感じ 見付けて自分 身との関わり ことができる な学習を多く ・イラストや新 るよう工夫 うことで道徳
たことや考え に引き寄せ考 の中で深める よう工夫 取り入れるよ 聞記事，図に ・自分の思いや 的諸価値にい
たこと等を， える工夫 力を育むよう ・価値理解を深 う工夫 よる説明を多 考えを明確に ての理解をも
記述できるよ ・道徳的価値を 工夫 めるコラムや ・学習を通して く取り入れて し，道徳的価 とに自分を見，
う工夫 自分事として ・｢やってみよ 漫画形式の教 自分自身のこ 分かりやすく 値を自分自身 つめ，自己の
・自分自身の成 考えたりする う｣を配置し， 材を掲載し， ととして価値 提示し，考え のこととして 生き方につい
長を実感し， ことができる 役割演技で心 道徳的価値を 理解を深める ることができ 考えることが ての考えを深
これからの課 よう配慮 の変容を実感 自分ごととし ことができる るよう配慮 できるよう配 めることがで
題や新たな目 できるよう配 て捉えること よう配慮 慮 きるよう配慮
標を見付ける 慮 ができるよう
ことができる 配慮
よう配慮
○冊数
・各学年１冊で ・各学年本冊と ・各学年１冊で ・各学年１冊で ・各学年本冊と ・各学年１冊で ・各学年１冊で ・各学年本冊とその他
構成 分冊の２分冊 構成 構成 分冊の２分冊 構成 構成 分冊の２分冊

で構成 で構成 で構成
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観 点

○主として自分自身に関することのうち「個性の伸長」について
（第１学年） （第１学年） （第１学年） （第１学年） （第１学年） （第１学年） （第１学年） （第１学年）取扱内容
主人公が，自分 登場人物が大好 様々な友達が描 家族それぞれの 子ペンギンが母 自分には「よい アンパンマンを 友達のよさを，
のよいところを きなことを発表 かれた絵と文章 「じょうず」な 親ペンギンに自 ところ」がない 生んだやなせた はなまると表し学習指導要領の総則及び各教

友達に見つけて するお話を教材 を教材として， ところを挙げた 分のよいところ と悩む主人公が かしさんのあき た文と絵を教材，
もらって嬉しく として，自分や 友達のよいとこ 上で，そんな自 を教えてもらう 家族から「よい らめずに好きな として，友達や
なる物語を教材 友達のよさに気 ろ，自分のよい 分のことを「ほ 物語を教材とし ところ」を教え 絵を書き続けた 自分のよいとこ

，として，自分や 付く大切さにつ ところを見つけ めじょうず」で て，自分のよい られて励まされ 思いを教材とし ろを見つけたり
友達のよいとこ いて考える活動 て発表する活動 あると締めくく ところを見つけ る物語を教材と て，自分のよさ 自分がほめられ
ろを伝えたり見 （ すてきがいっ （ わたしの よ っている児童詩 る活動（ ぼくは して，自分や友 や好きなことに てうれしかった「 「 「
つめなおしたり ぱい ） い ところ ） を教材として， 小さくて し 達の「よいとこ ついて考える活 ことを考えたり」 」
する活動（ ええ 自分や友達の じ ろい ） ろ」を見つけて 動（ 大すきだか する活動（ みん「 「 」 「 「
ところ ） ょうず」なとこ 教えあったり， ら ） なのはなまる ）」 」 」

ろを見つけたり 家族に自分の よ， 「
見つめ直したり いところ」を聞
する活動（ みん いてみる活動 ぼ「 （「

」 」）な じょうず ） くにもあるかな
○主として人との関わりに関することのうち「友情，信頼」について
（第４学年） （第４学年） （第４学年） （第４学年） （第４学年） （第４学年） （第４学年） （第４学年）
仲のよい友人か 仲のよい友人か クラスメイト全 友達の赤鬼に尽 仲のよい友人か 北京オリンピッ チームの仲間と 学級の中で運動
ら届いた定形外 ら届いた定形外 員の牛乳パック くした青鬼と， ら届いた定形外 クのソフトボー ともに戦い抜く の苦手な仲間に
の絵はがきの料 の絵はがきの料 の片づけをやら 青鬼の思いに気 の絵はがきの料 ル女子で試合を ことができた喜 対する周りの子
金が不足してい 金が不足してい されている友達 付いた赤鬼の友 金が不足してい 戦う選手たちと びを試合の結果 供たちの心の動，
たことを伝える たことを伝える が，本当の気持 情を描いた物語 たことを伝える 怪我で代表から 以上に大切に思 きや対応から，
かどうか思い悩 かどうか思い悩 ちを聞かれて ぼ を教材として， かどうか思い悩 外れ，観客席か うなでしこジャ 最後にはその仲，「
む物語を教材と む物語を教材と くは，ああでも 友達とよりよい む物語を教材と ら応援する選手 パンの姿を描い 間を励ます子供
して，悩みなが して，本当の友 しないと仲間に 関係を築くため して，悩みなが とが，心を通い た作品を教材と たちを書いた物

，らも料金が不足 達とは何かを考 入れないから」 に大切なことに らも結果として あわせて戦い， して，本当の仲 語を教材として
していたことを えさせる活動 絵 と涙ぐんだ物語 ついて考える活 伝えようとした 優勝した物語を 間とはどんなも 友達とよりよい（「
伝えようとした はがきと切手 ） を教材として， 動（ 泣いた赤お 主人公と，自分 教材として，友 のなのかについ 関係を築いてい」 「
主人公と自分の 自分だったらど に ） の考えとを比較 達との「協力」 て交流する活動 くことについて」
考えとを比較し う声をかけるか する活動（ 絵は の仕方について （ なみだとえが 考える活動（ 同「 「 「
て考える活動 大 を考える活動 仲 がきと切手 ） 考える活動（ 十 おの『なでしこ じ仲間だから ）（「 （「 」 「 」
きな絵はがき ） 間だから ） 六番目の代表選 ジャパン ）」 」 』」

手 ）」
○主として集団や社会との関わりに関することのうち「家族愛，家庭生活の充実」について
（第５学年） （第５学年） （第５学年） （第５学年） （第５学年） （第５学年） （第５学年） （第５学年）
入院した母親に 父親が入院して 認知症の症状が 祖母に優しい態 分担された家事 新しくやってき 入院生活から帰 聴覚障害と言語
代わって遠足の 看病のため忙し 現われはじめた 度を取れないで を負担に思う主 たイギリス人の ってきた母親を 障害をもつ両親
お弁当を作って い母親に代わり 祖父に戸惑う主 居る主人公を描 人公が，家族み 先生が，自分の 支えようとする に名前を呼んで，
くれた父親に， 家事をする女の 人公と，その祖 いた物語を教材 んなの幸せを考 家族を詳しく紹 主人公とその家 もらえない辛さ
始めは困惑する 子の物語を教材 父のためにでき として，主人公 えて家事をする 介してくれた物 族の姿が描かれ を級友とのけん
が，次第に喜び として，家族の ることをみんな の家族にとって 両親の思いに気 語を教材として た実話を教材と かで気付き，そ，
を感じる話を教 一員としてどの で話しあった家 祖母はどのよう 付く物語を教材 家族に様々な質 して，主人公の の辛さを両親に
材として，お弁 ようなことがで 族の物語を教材 な存在なのかを として，実際に 問をする「ビン 思いや家族の大 ぶつけていく主
当を受け取る少 きるかを考える として，自分に 考える活動（ 祖 担っている家事 ゴゲーム」の活 切さについて話 人公に対して手「
年の思いを考え 活動（ ベルフラ とって家族とは 母のりんご ） や今後できそう 動 家族の紹介 し合う活動（ ぼ 話で心の思いを「 」 （「 」） 「
る活動（ お父さ ワー ） どのような存在 なことを考える くがいるよ ） 伝える物語を教「 」 」



んのおべんとう かを考える活動 活動（ 家族のた 材として，両親」） 「
「卵焼き」 （ わたしにでき めに ） の願いを知り家「 」

ることを ） 族の大切さにつ」
いて考える活動
（ ぼくの名前よ「
んで ）」

○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うち「生命の尊さ」について
（第３学年） （第３学年） （第３学年） （第３学年） （第３学年） （３学年） （第３学年） （第３学年）
東日本大震災で 主人公たちがい 白血病と戦い， 菜園で野菜を育 阪神淡路大震災 沖縄の平和祈念 小児がんと闘い 父親と一緒に鈴

，祖父母を失った じめていたヒキ ７才で亡くなっ てる主人公の姿 で逃げる途中に 公園で，祖母か ながらも亡くな 虫を育てる中で
少年が，祖父母 ガエルを，荷車 た丹後光祐くん を書いた物語を 倒れた家の下敷 ら沖縄戦のこと ってしまった女 命のつながりに
との楽しい思い を背負ったロバ と，彼が大切に 教材として 「生 きになった子ど を聞き 「命どぅ の子と支え続け ついて教えられ， ，
出に支えられて がひかないよう 育てていたアサ きているなかま もを助ける一家 たから」という た家族の思いを た主人公の物語」
前向きに生活す によけて通って ガオを骨髄バン のつながりにつ の物語を教材と 言葉の意味を教 描いた物語を教 を教材として，
る物語を教材と いった姿に心打 クの運動に役立 いて考える活動 して，一家のと わった主人公の 材として，登場 命のつながりを
して，少年が祖 たれる物語を教 てることにした （ 生きているな った行動を自分 物語を教材とし 人物の気持ちや 自分の命につい「
父母に見てほし 材として，命の 母親の物語を教 かま ） に置き換えて考 て，同じような 家族に対する自 ても考える活動」
いと感じている 尊さについて考 材として，この える活動（ 助か 意味の言葉を探 分の思いについ （ すず虫 ）「 「 」
姿を考える活動 える活動（ ヒキ アサガオにはど った命 ） し，意味や由来 て交流する活動「 」
おじいちゃん ガエルとロバ ） のような意味や を考える活動 命 （ 六さいのおよ（「 ， 」 （「 「

おばあちゃん， 力があるのかを どぅたから ） めさん ）」 」
見ていてね ） 考え，話しあう」

活動（ 光祐くん「
のアサガオ ）」

○いじめの問題への対応
「 」 ，「いじめ」を題 いじめに関わる 「いじめをなく いじめ問題に結 いじめを直接的 コラム「みんな いのちの教育 各学年を通して

材とした「直接 教材には「とも す」と明記され びつく教材とコ に扱った教材だ 仲良し楽しい学 を最重要テーマ 様々な内容項目
的教材」と「い にいきる」マー た教材が各学年 ラムから「ユニ けでなく，自己 校」を設け，よ に掲げ，いじめ において，いじ内容の構成・排列，
じめ」を題材と クをいれ，深く に掲載されてお ット を設定し 有用感や他者理 りよい人間関係 防止につながる め問題に結び付分量等 」 ，
せずに「いじめ 考え他者と学び り，いじめをし 自分が気付かな 解などいじめの やいじめのない 教材を複数掲載 く教材が複数掲
をゆるさない心 会うことを通し ない させない いうちに友達に 克服に繋がるユ 学級生活を実現 し，いじめを生 載され，系統的」 ， ，
を育てる「間接 て，互いに尊重 見過ごさないた 嫌な思いをさせ ニットを設定し するにはどうす まない力を引き にいじめに対応，
的教材」を組み し合いともによ めの判断力，心 ていることがな いじめを「しな ればよいかを児 出し，他者とよ する力を育成す
合わせて構成し りよい社会を築 情，実践意欲と いかを振り返り い させない 見 童が身をもって りよく生きるこ ることができで， ， 」「 」「
いじめ防止の効 く態度を養うこ 態度を系統的に 相手の権利を大 過ごさない」力 考えることがで とについて議論 きるよう工夫さ
果を高めること とができるよう 育成することが 切に考えること をつけることが きるよう工夫さ することができ れている。
ができるよう工 工夫されている できるよう工夫 ができるよう工 できるよう工夫 れている。 るよう工夫され。
夫されている。 されている。 夫されている。 されている。 ている。
○情報モラルへの対応
該当する単元に 児童の発達段階 「情報モラルに 各学年を通して 教材名の上にマ 各学年を通して 各学年を通して ３年生以上で 情， ， ， 「
「じょうほうモ に合わせながら ついて理解する 道徳科の特性を ークを提示し， 「情報モラル」 情報や情報機器 報モラル」につ， 」
ラル」のマーク 生活場面に即し と明記された教 踏まえた上で情 学年の発達段階 のコラムが配置 を扱う際に気を いて考えるペー
を付けた教材が た教材が掲載さ 材を配置し，安 報モラルの内容 に応じて教材を されている。こ 付けるべきこと ジや高学年では
配置されている れ，系統的に配 全情報機器使用 を扱ったコラム バランスよく配 のことにより， を扱った教材が コラムが巻末に。

。 。このことから， 置されている。 の学習が系統的 と教材を組み合 置している。こ 安全かつ健康・ 配置されている 配置されている
自ら主体的に情 また，情報モラ に掲載されてい わせた掲載をし のことにより一 健全な情報機器 さらに 「学び方 安全かつ健康・，
報モラルについ ルに関する教材 る。また，モラ ている。このこ 年間の学習の全 の使用のための のページ」を設 健全な情報機器
て学ぶことがで にはマークがつ ルスキルトレー とにより，情報 体像や系統性が 知識を系統的に けて解説を加え の使用のための
きるよう工夫さ いているなど工 ニングを取り入 モラルに関して 分かり，児童が 学習できるよう るなど，自らの 知識を系統的に，
れている。 夫されている。 れた体験的な学 自ら考えること 主体的に考える 工夫されている 考えを深めるこ 学習できるよう。

。びができるよう ができるよう工 ことができるよ とができるよう 工夫されている
。 。工夫されている 夫されている。 う工夫されてい 工夫されている

る。



○全体の分量
第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年
全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材， 全体で 教材，46 46 46 46 46 46 46 46
総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は， 総ページ数は，
ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ ページ125 125 125 125 125 125 125 125

○本調査委員会で重点的に調査した内容項目の分量
第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年 第１学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ
第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年 第２学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ
第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年 第３学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ



第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年 第４学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ
第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年 第５学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ ３教材，９ページ
第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年 第６学年
個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長 個性の伸長
１教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ １教材，４ページ
友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼 友情，信頼
２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ ２教材，６ページ
家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実 家族愛，家庭生活の充実
１教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ １教材，５ページ
生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ 生命の尊さ
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○自らを振り返るための工夫

， ， ， ，各学年に 「学習 各学年に，道徳 各学年に，一年 各学年に 「学習 各学年の別冊に 各学年に，授業 各学年に，心に 各学年の別冊に
の記録」や「学 の学びを，自分 間の道徳の学習 のまとまり」の 自分の意見や友 後の心の動きや 残ったことなど 心に残った教材
習のふり返り ， のこれからにつ で心に残った授 区切りに道徳で 達の意見，話合 学びを継続し道 を記入する「心 やその理由を記使用上の配慮等 」
１年間の学習を なげていくこと 業とその理由を 学んだことを記 いの内容などを 徳性をより深め の宝物」を配置 入する「心に残
振り返る「かが を意識させる つ 記入する「一年 録する「学びの 記入する自由記 育む「学びの足 し，自らの道徳 っている授業の「

」， 」 ， 」 ， 」 ，やく自分に 「学 なげていこう」 間の道徳の学習 記録 を配置し 述欄を配置し， あと を配置し 的な成長を実感 記録 を配置し
習のまとめ」を を配置し，自ら をふり返ろう」 自らの道徳的な 自らの道徳的な 自らの道徳的な したり，新たな 自らの道徳的な
配置し，自らの の道徳的な成長 を配置し，自ら 成長を実感した 成長を実感した 成長を実感した 課題や目標をも 成長を実感した
道徳的な成長を を実感したり， の道徳的な成長 り，新たな課題 り，新たな課題 り，新たな課題 ったりすること り，新たな課題
実感したり，新 新たな課題や目 を実感したり， や目標をもった や目標をもった や目標をもった ができるように や目標をもった
たな課題や目標 標をもったりす 新たな課題や目 りすることがで りすることがで りすることがで なっている。 りすることがで
をもったりする ることができる 標をもったりす きるようになっ きるようになっ きるようになっ きるようになっ
ことができるよ ようになってい ることができる ている。 ている。 ている。 ている。
うになっている る。 ようになってい。

る。
○家庭や地域との連携を深めるための工夫

， ， ，各学年に，家庭 各学年の別冊に 各学年に，学校 各学年に，長期 各学年の別冊に 各学年に，家庭 各学年に，家庭 各学年の別冊に
や地域との連携 学習内容を解説 と家庭との連携 休業中の自主的 家庭や地域社会 や地域の人たち 生活や地域社会 家の人に見ても
を促す「付録つ し，家庭教育と を促すことを目 な学びや家庭で との連携による との関わりをも に関わりのある らったことを記
ながる広がる」 の連携を図るこ 的とした「家の の話合いにつな 指導への配慮と たせた活動を提 教材を配置し， 録するチェック
を配置し，家庭 とを目的とした 人から一言」を げる「夏休みの して「保護者記 示した「ひろげ 家庭や地域社会 欄を設けた「心
や地域社会との 保護者の方へ 配置し，家庭や 前に 「冬休みの 入欄 を配置し る」を配置し， との共通理解を のしおり」を配「 」 」， 」 ，
共通理解を深め を配置し，家庭 地域社会との共 前に」等を配置 家庭や地域社会 家庭や地域社会 深めることがで 置し，家庭や地
ることができる や地域社会との 通理解を深める し，家庭や地域 との共通理解を との共通理解を きるようになっ 域社会との共通
ようになってい 共通理解を深め ことができるよ 社会との共通理 深めることがで 深めることがで ている。 理解を深めるこ



る。 ることができる うになっている 解を深めること きるようになっ きるようになっ とができるよう。
ようになってい ができるように ている。 ている。 になっている。
る。 なっている。

○使用上の便宜
・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の ・道徳の学習の
進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す 進め方を示す
ページを設け ページを設け ページを設け ページを設け ページを設け ページを設け ページを設け ページを設け
ている。 ている。 ている。 ている。 ている。 ている。 ている。 ている。
・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ ・カラーユニバ
ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ ーサルデザイ
ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー ンやユニバー
サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン サルデザイン
フォントが採 フォントが採 フォントが採 フォントが採 フォントが採 フォントが採 フォントが採 フォントが採

。 。 。 。 。 。 。 。用されている 用されている 用されている 用されている 用されている 用されている 用されている 用されている
○地域素材

。 。 。 。旭川市の地域素 記載していない 旭川市の地域素 記載していない 旭川市の地域素 記載していない 旭川市の地域素 記載していない
材は本文１点， 材は本文１点， 材は本文１点， 材は本文１点，
写真５箇所，地 写真３箇所，地 写真２箇所，地 写真４箇所，地指導上の配慮等
図１箇所 図１箇所 図１箇所 図１箇所
○ＩＣＴの活用
インターネット 各教材にＱＲコ 記載していない 声優による朗読 授業で活用でき 記載していない インターネット インターネット。 。
を活用して教材 ードによる補助 や，オリジナル る動画資料や関 上の補助教材に を使用すること
内容に関連した 資料をつけるな 写真や動画，デ 連画像をホーム アクセスするこ で，関わりのあ
動画を見ること ど，児童が教材 ジタルコンテン ページ上でデジ とができ，教材 る情報を活用で
で，児童が興味 に対して興味を ツの紹介など， タル教材が準備 に関連する写真 きるように教材
・関心を高めた もち，理解を深 児童の主体的な され児童が興味 を見たり，音声 が配置され，児
り学習をさらに めることができ 思考や議論の活 ・関心を高める を聞き学びを深 童の主体的な学
深めたりするこ るよう工夫され 性化を図ること ことができるよ め広げたりする びを深めること
とができるよう ている。 ができるよう工 うよう工夫され ことができるよ ができるよう工
工夫されている 夫されている。 ている。 う工夫されてい 夫されている。。

る。
○小・中連携
「これからもか ５年，６年の別 第６学年の「卒 第６学年「１さ 別冊「道徳ノー 第６学年の「わ ５年，６年の教 ５年，６年の別
がやく自分」へ 冊道徳ノート な 業に向けて」で いから１００さ ト」において， たしはひろがる 科書の最後に 学 冊道徳ノートの「 」 ，「
の記入により， び」において， は，どのような いのゆめ 「あな 道徳の学習で学 では自分の可能 びの足あと」の 巻末の「心のし」
児童が一年間の 心に残った話や 中学生になりた たへのメッセー んだことを記入 性や進路，将来 ページを 設 け おり」では，自
学習を振り返り 考えたこと，感 いかについて考 ジ」により，児 し，自分自身の の夢について考 ており，自分の らを振り返って
中学校生活に思 じたことを振り えさせることで 童が中学校やそ 成長を確かめる えさせ，中学校 成長をふり返り 成長を実感し，，
いを膨らませる 返ることができ 中学校生活へ思 の先の生き方ま ことができるよ 生活への思いを 中学校へ進学で 中学校に向けて
ことができるよ 児童が成長を実 いを膨らませる で見通すことが う配慮されてい 膨らませること きるよう配慮さ 課題や目標をも
う配慮されてい 感できるよう配 ことができるよ できるよう配慮 る。 ができるよう配 れている。 つことができる
る。 慮されている。 う配慮されてい されている。 慮されている。 よう配慮されて

る。 いる。
○道徳的価値の多面的・多角的な捉え
主題やあらすじ 各教材において 「導入・展開・ 生活場面に密着 コラム（心のベ 教材文に加え， 「深めよう 「つ 「考えよう 話し， ， 」
主な登場人物を 友だちとの意見 終末」の３段階 した内容や，興 ンチ）が適宜配 写真をメインに なげよう 「広げ 合おう」では，」
示し，議論する の交流，家族や の学習の流れや 味・関心を抱き 置されるよう構 した教材や１枚 よう 「やってみ 話し合う協働的本市児童の学習の状況等 」
時間を確保する 地域の方との交 主題がわかるよ やすい話題を中 成されている。 絵，地図等が掲 よう」の４種類 な学習ができる
ことで深く考え 流ができるよう う構成されてい 心に構成されて このコラムを手 載されており， の「学び方のペ ように構成され
る力を育むよう に構成されてい る。また，コラ いる。また，一 がかりとして道 多彩な掲示形式 ージ」で構成さ ている。他者の
に構成されてい る。このような ムや写真，資料 つの事柄につい 徳的価値につい によって構成さ れている。学習 多様な考え方や
る。また，｢考え の学習活動を通 などを多数掲載 て異なる二つの て多面的・多角 れている また への見通しをも 感じ方に触れる。 ，
よう｣｢考えるス して，多様な考 し，児童が道徳 視点から考えさ 的な見方，考え 発問を巻末とペ ちながら，多様 ことができ，多



テップ｣｢出会う え方に触れるこ 的価値について せ，物事を様々 方ができ，広く ージ下部に配置 な見方や考え方 面的・多角的な
・ふれあう」で とができるよう 様々な角度から な方向から見る 深く考えること するなど，児童 が交流ができる ものの見方や考
は，多面的・多 工夫されている 考えることがで ことができるよ ができるよう工 が様々な視点や よう工夫されて え方へつながる
角的に考えらる きるよう工夫さ う工夫されてい 夫されている。 考えをもつこと いる。 よう工夫さてい
ことができるよ れている。 る。 ができるよう工 る。
う工夫されてい 夫されている。
る。
○道徳的価値の理解と自分自身との関わり
「 」 ，学習のまとめ 別冊道徳ノート ｢考えよう｣｢深め ｢学びの記録｣が 教材に応じて３ 重点主題教材を 教材の後ろに書 内容項目ごとに
「夏休み（春休 「まなび」にお よう｣｢つなげよ 設けられており つの発問が全教 設け，道徳的価 き込み欄が設け 道徳的価値に向，
み）の前に」が いて，｢心のパレ う｣が設けられ， 成長を実感しこ 材に示され，問 値の理解を深め られ，自分の思 かう問いを掲載
設けられており ット｣のページを 児童が道徳的価 れからの課題や 題を解決するよ る力を育むこと いや考えを可視 する工夫がなさ，
児童が自分自身 設けて，道徳的 値の理解を自分 目標を見付ける うな学習や体験 ができるよう工 化することがで れている。この
を深く見つめら な価値を自分に 自身との関わり ことができるよ 的な学習を多く 夫されている。 きるよう工夫さ 問いと向き合う
れるよう構成さ 引き寄せること の中で深める力 う工夫されてい 取り入れるよう また，イラスト れている。自分 ことで道徳的諸
れている また ができるよう工 を育むよう工夫 る。また，価値 工夫されている や新聞記事，図 の思いや考えを 価値にいての理。 ， 。
自分自身の成長 夫されており， されている。ま 理解を深めるコ このような学習 による説明を多 明確にし，道徳 解をもとに自分
を実感し，これ 道徳的諸価値を た，｢やってみよ ラムや漫画形式 を通して，自分 く取り入れてわ 的価値を自分自 を見つめ，自己
からの課題や目 自分ごととして う｣を配置し，役 の教材を掲載し 自身のこととし かりやすく提示 身のこととして の生き方につい，
標を見付けるこ 考えることがで 割演技で心の変 道徳的価値を自 て価値理解を深 し，考えること 考えることがで ての考えを深め
とができるよう きるよう配慮さ 容を実感できる 分ごととして捉 めることができ ができるよう配 きるよう配慮さ ることができる
配慮されている れている。 よう配慮されて えることができ るよう配慮され 慮されている。 れている。 よう配慮されて。

いる。 るよう配慮され ている。 いる。
ている。

○冊数
各学年１冊で構 各学年本冊と分 各学年１冊で構 各学年１冊で構 各学年本冊と分 各学年１冊で構 各学年１冊で構 各学年本冊と分
成 冊の２冊で構成 成 成 冊の２分冊で構 成 成 冊の２分冊で構

成 成その他
○判
ＡＢ判 ＡＢ判 ＡＢ判 Ｂ５変形判 ＡＢ判 Ａ４変形判 Ａ４判 ＡＢ判
○デジタル教科書
学習者用デジタル 記載なし 学習者用デジタル 学習者用デジタル 学習者用デジタル 学習者用デジタル 学習者用デジタル 学習者用デジタル
教科書発行予定 教科書発行予定 教科書発行予定 教科書発行予定 教科書発行予定 教科書発行予定 教科書発行予定


