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調査研究の観点及び各教科書の特徴 

発行者

観点 
視点 ２･東書 11･学図 17･教出 38･光村 116･日文 208･光文 224･学研 232･廣あかつき 

基礎･基

本の定着 

①道徳科の学び

方等の示し方 

･１時間の学習の流れを示し

ている。（２～６年） 

･学習活動を示している。 

･話し合う視点を示し，自分

の考えを書く欄を２箇所

設けている。 

 

 

 

 

･学習活動を示している。 

･別冊「活動」に，教科書「読

みもの」と合わせた使い

方を示している。 

 

 

･学習活動を示している。 

･「今の自分について」と「目

標とがんばりたいこと」

について書く欄を設けて

いる。 

 

 

 

･「話し合って考えよう」「え

んじて考えよう」「読んで考

えよう」「書いて考えよう」

の４つの学習活動を示して

いる。 

 

･１時間の学習の流れをイ

ラストや写真を使って示

している。（全学年） 

･学習活動を示している。 

･別冊「道徳ノート」に，

特に学びたいものに印

をつける欄と「自分のこ

と」について書く欄を設

けている。 

･１時間の学習の流れにつ

いて，「問いをもつ」「考

える」「話し合う」「まと

める」の４つで示してい

る。 

･学習活動を示している。 

･教科書の使い方や道徳ノ

ートの例を示している。 

 

 

 

 

･１時間の学習の流れを示

している。（５･６年） 

･学習活動を示している。 

･「道徳の学習でがんばり

たいこと」と「自分のこ

と」について書く欄を設

けている。 

 

 

 

 

･学習活動を示している。 

･別冊「道徳ノート」に，「自

分のこと」について書く

欄を設けている。 

 

②主題名の示し 

 方 

･同じ内容項目を扱う教材は

同じ主題名で示している。 

･教材名の横に記載してい

る。 

 

･教材ごとの主題名で示し

ている。 

 

･教材名の横に記載してい

る。 

･同じ内容項目を扱う教材 

 は同じ主題名で示してい 

る。 

･ 教材名の横と見開き左ペ

ージの左上に文字で記載

している。 

･教材ごとの主題名で示し

ている。 

 

･教材名の横に記載してい

る。 

･教材ごとの主題名で示し

ている。 

 

･教材名の横に記載してい

る。 

 

･教材ごとの主題名で示し

ている。 

 

･教材名の横に記載してい

る。 

 

･同じ内容項目を扱う教材

は同じ主題名で示してい

る。 

･教材名の横には記載して

いないが，巻頭の見開き

２ページに記載してい

る。 

･教材ごとの主題名で示し

ている。 

 

･教材名の横に記載してい

る。 

③発問の工夫 

･教材文の終わりに，２つ記

載している。 

 

 

･別冊「活動」の中に，2～

３つ記載している。 

･冒頭の教材名の横と教材

文の終わりの「学びの手

引き」に記載している。 

･冒頭の教材名の下と教材

文の終わりに，５つ記載

している。 

･冒頭の教材名の下と教材

文の終わりに，キャラク

ターやイラストと共に記

載している。 

 

･冒頭の教材名の横，教材文

の下段と終わりに７つ記

載している。 

 

･教材文の終わりに２つ記

載している。 

 

 

･教材文の終わりと別冊「道

徳ノート」の中に５つ記

載している。 

学習方法

の工夫 

④問題解決的な

学習を取り入

れた工夫 

 

･教材に入る前のページに問

題意識をもたせるための

写真や問いを示し，教材の

終わりに問題解決的な学

習を進める手引きとなる

「考えるステップ」を示し

ている。（3 年生以上） 

･問題解決的な学習を取り入

れる教材は，目次において

マークで示している。 

 

･別冊「活動」の中に「はな

しあおう」のマークを付

け，発問の具体例を記載

している。 

･「学びの手引き」の中に発

問の具体例を記載してい

る。 

･問題解決学習を取り入れ

る教材には，教材の冒頭

に，問題意識をもたせる

問いを示し，教材の後に

学習のめあてや発問を

記載している。 

 

･問題解決学習を取り入れ

る教材には，問題解決的

な学習の進め方につい

て児童の写真入りで説

明し，学習のめあてや発

問を記載している。 

･問題解決的な学習を取り

入れる教材は，目次にお

いてマークで示してい

る。 

･教材の冒頭に，問題意識を

もたせる問いを記載する

とともに，教材文の下段

に発問を記載している。 

･問題解決的な学習を取り

入れる教材には，教材の

後に，学習の道筋と発問

を記載している。 

･教材の終わりに，学習のめ

あてや具体的な発問を記

載している。 

⑤体験的な学習

を取り入れた

工夫 

･学習したことが生活の場で

の体験につながるように，

体験的な学習を促す教材

を掲載している。（例：1

年：「がんばりシール」【道

徳的価値を達成するため

に読み物教材と組み合わ

せている。】 

･体験的な学習を取り入れる

教材は，マークで示してい

る。 

 

･別冊「活動」において役割

演技の例を示し，自分だ

ったらどのように行動す

るかを考えさせている。 

 

･体験的な学習を取り入れ

る教材は，マークで示し

ている。 

･役割演技の例として，挿絵

と共に発問を記載し，問

題場面において，どうす

ればよいかを考えさせた

り，心情を理解させたり

しようとしている。 

･体験的な学習を取り入れ

る教材は，目次でマーク

を示している。 

･教材文の終わりに，キャ

ラクターとともに役割

演技を促す発問を記載

し，問題場面の後，どう

すればよいかを考えさ

せようとしている。 

･「学習の手引き」におい

て，写真を使って役割演

技の方法を説明し，学習

のめあてとともに発問

を示している。 

 

･体験的な学習を取り入れ

る教材は，目次等におい

てマークで示している。 

･学習したことが生活の場

での体験につながるよう

に，体験的な学習を促す

教材を掲載している。

（例：箸の使い方） 

･教材の終わりに「やってみ

よう」「やくわりえんぎ」

のマークで示し，役割演

技の方法について説明

し，役割演技を促す発問

によって自分ならどうす

るかを考えさせようとし

ている。 

･教材の後に，役割演技を促

す具体的な発問を記載し

ている。役割演技によっ

て，登場人物の心情を感

じ取らせようとしてい

る。 

様式２ 



⑥自己の生き方

につなげる工

夫 

･巻末の付録「つながる・広

がる」で，各教科等の学習

や実生活と関連した内容

を取り上げている。 

 

 

･学んだことを実生活で生か

したり，深めたりすること

を促す言葉がけを掲載し

ている。 

･「言葉，情報モラル」等の

読み物を掲載している。 

 

･別冊「活動」において，

内容項目ごとに関連図

書の紹介や自己の生き

方を考えさせる読み物

を「コラム」として掲載

している。 

･他教科への学びに発展し，

深められるように，巻末

に「国やきょうどを愛す

る」などの補充教材を掲

載している。 

･「学びの手引き」に自己の

生き方を考えさせる言葉

がけを掲載している。 

･「情報モラル」「環境」等

の現代的な課題の視点

を基にした「コラム」を

組み合わせたユニット

を２～5 つ設けている。 

･教材の後に，関連図書の

紹介や自己の生き方を

考えさせる言葉がけを

掲載している。 

･他の教育活動と関連付

け，より広く深く考える

ことができるよう，「心

のベンチ」を設けてい

る。 

･「見つめよう，いかそう」

というコーナーで，自己

の生き方について考えさ

せている。 

･他教科や特別活動等の学

習につなげて考えること

ができるよう，「情報モラ

ル」「スポーツ」等の題材

を扱った「コラム」を掲

載している。 

･教材の後に，学んだことを

実生活で生かしたり，深

めたりすることを促す言

葉がけを掲載している。 

･教材の後に「つなげよう」

「広げよう」等のコーナ

ーを設け，学んだことを

実生活で生かしたり，深

めたりすることを促して

いる。 

･第３学年以上において，

「生命尊重」「ともに生き

る社会」等巻末に読み物

を掲載している。 

･教材の後に，学んだことを

実生活で生かしたり，深

めたりすることを促す言

葉がけが掲載されてい

る。 

内容の構

成･配列･

分量 

⑦分量や教材の 

 数 

判型 

･ＡＢ    

Ｐ１２０～１９４ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成 

･教科書を導入教材･本編教

材･付録の３つで構成され

ている。 

判型（別冊判） 

･ＡＢ（ＡＢ） 

  Ｐ１２２～１５８  

教材数 

･１年３４ ２～６年３５ 

構成等 

･「読みもの」と「活動」の

２分冊で構成されてい

る。 

判型 

･ＡＢ   

Ｐ１２２～１５４  

教材数 

･１～２年１９，３～４年

２０  ５～６年２２（複

数時間扱いで構成され

ている） 

構成等 

･年間を通してゆとりを持

って授業展開ができるよ

うに構成されている。 

判型 

･Ｂ５   

Ｐ１２９～２０９ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成等 

･教材とコラムを組み合わ

せたユニットをおいてい

る。 

判型（別冊判） 

･ＡＢ(Ｂ５) 

 Ｐ１２９～２０９ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成等 

･本冊と道徳ノートの２分

冊で構成されている。 

･児童の発達段階への配慮

とともに，生活目標や学

校行事，伝統的な行事な

どの実施時期の関係を

考慮して教材を配列し

ている。 

判型 

･Ａ４変形   

･Ｐ１５８～１９４ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成等 

･各教科の学習時期と教材

内容の時期が一致する

よう配置されている。 

判型 

･Ａ４   

･Ｐ１３２～１６８ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成等 

･児童や地域･季節などの実

態を踏まえ，ストーリー

性のある配列がされてい

る。 

判型（別冊判） 

･ＡＢ(ＡＢ) 

 Ｐ１１８～１７０ 

教材数 

･１年３４，２～６年３５ 

構成等 

･構成内容の異なる本冊と

別冊の２分冊で構成され

ている。 

⑧現代的な課題

等を踏まえた

内容の示し方 

･導入としての「とびらのペ

ージ」，いじめを題材とし

て扱った直接的教材と，い

じめを直接扱わない間接

的教材の２つを，１つのユ

ニットとして組み合わせ

た「いじめのない世界へ」

を設けている。 

 

 

 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，防

災等，児童を取り巻く様々

な社会的･教育的課題を取

り上げている。 

･いじめという直接的な表

現を多用することなく，

日常生活で起こりうる問

題から考えられる教材を

選定している。 

 

 

 

 

 

 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･いじめ問題を扱う教材に

は，重点的に扱うマーク

を使い，目次及び該当ペ

ージに示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･様々な内容項目からいじ

め問題に結び付く教材

とコラムを１つのユニ

ットとして設けている。

いじめ問題のユニット

を学年の前半に位置付

けている。 

 

  

 

 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･いじめ防止をテーマと

し，「公正，公平，社会

正義」や「友情，信頼」，

「生命の尊重」などの内

容項目の教材を１つの

ユニットとして設けて

いる。 

･いじめ防止のユニットは，

「心のベンチ」と組み合

わせ，学期に１回位置付

けている。  

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･いじめ防止について，直

接的･間接的に考えられ

る教材とコラム「みんな

仲良し楽しい学校」を発

達段階に合わせて選定

している。 

 

 

 

 

  

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･いじめを題材として扱っ

た直接的教材と，いじめ

を直接扱わない間接的教

材を選定している。 

 

･第３･４学年では，重点テ

ーマを「仲よく生きる」

と設定し，いじめ防止に

関連した教材を複数時間

扱うことができるように

位置付けている。 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

･いじめを題材として扱っ

た直接的教材と，いじめ

を直接扱わない間接的教

材を選定している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

･いじめ問題以外について

は，情報モラル，福祉，

防災等，児童を取り巻く

様々な社会的･教育的課

題を取り上げている。 

内容の表

現･表記 

⑨巻頭･巻末等

の取扱いの工夫 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示し

ている。 

･「これからもかがやく自分

に」を書く欄を設けてい

る。 

 

 

 

巻末 

･道徳の時間の振り返りを設

けている。 

･「これからもかがやく自分

に」を書く欄を設けてい

る。 

･付録では，多数の写真や資

料を掲載し，学習や実生活

と関連した内容を取り上

げている。調べ学習にも活

用できる。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

･別冊「活動」には，使い方

を示している。 

 

 

 

 

巻末 

･「読み物」の巻末に，道徳

の時間の振り返りを設け

ている。 

 

 

･別冊「活動」には，話合

いの仕方を示すと共に，

保護者向けに４つの視

点の内容や，めざすこ

と，教材名等を示してい

る。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

･「今の自分」「なりたい自

分」を書く欄を設けてい

る。 

 

 

 

巻末 

･道徳の時間の振り返りの

中で書く欄を設けてい

る。 

 

 

･第１･２学年には，「身に付

けよう礼儀･マナー」を示

している。 

･５つの補充教材を掲載し

ている。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

 

 
･各学年の目次の前には，

命をテーマにした詩を

掲載している。 

巻末 

･道徳の時間の振り返りの

中で「学びの記録（まと

め）」を書く欄を設けてい

る。 

 

･全学年に「よりよい人間

関係を作るためのこつ」

を，３年生以上には「各

分野で活躍している人

からのメッセージ」「日

本の伝統文化について」

等を，第５･６学年には，

「感情を表すときの言

葉」を掲載している。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

･別冊では「今の自分」を書

く欄を設けている。 

 

 

 

 

巻末 

･道徳の時間の振り返りの

中で「学んだこと」を書

く欄を設けている。 

 

 

･付録として，４つの教材

を掲載している。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

 

 

 

 

 

 

巻末 

･道徳の時間の振り返りの

中で「学びの足あと」を

書く欄を設けている。 

 

 

･付録として。５つの教材

を掲載している。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

 

 

 

･各学年の目次の前には，

詩を掲載している。 

 

巻末 

･道徳の時間の振り返りの

中で各学年，「心の宝物」

を書く欄を設けている。 

巻頭 

･道徳の時間の学び方を示

している。 

･別冊には，「今の自分を見

つめて」書く欄を設けて

いる。 

･各学年，詩を掲載してい

る。 

 

巻末 

･別冊には，授業の記録や折

り込みで「心のしおり」

を設けている。 

 

 

･付録として，「命」「ボ

ランティア」「インター

ネット」について掲載し

ている。 



⑩教材の内容を

理解させる工夫 

マーク提示 

･「出会う･ふれ合う」：コミ

ュニケーション活動によ

る相互理解を深める学習 

「つながる･ひろがる」：各教

科等と関連づけた学習 

「問題を見つけて考える」：

問題解決的な学習 

「いじめのない世界へ」：い

じめを許さない心を育て

ることができる学習 

「情報モラル」：情報モラル

の学習をマークで示して

いる。 

キャラクター 

「こころん」 

ポイントになる発問と自分

の生活を見つめる発問を示

す。 

マーク提示 

･別冊「活動」において，学

習活動のマークとして以

下のものが示されてい

る。 

「考えよう」，「見つめよう」 

「アクティブ」 

 

マーク提示 

･「いじめをなくす」は黄，

「情報モラル」は青，「生 

命尊重」は赤と，色別の

マークで分け，目次及び

該当ページに示してい

る。 

「スキル」：モラルスキル

トレーニング 

 

 

   

 

 

 

 

イラスト 

児童の心の動きを子供のイ

ラストで示している。 

マーク提示 

･学校生活の実態に即し

て，４･５月，６～９月，

10～12 月，１～３月の

まとまりを色別のマー

クで示している。 

 

 

 

 

 

キャラクター 

「こころん」：疑問や考え

るポイント 

「きらりん」：学習したこ

とを生活に広げる発問 

イラスト 

学習の助けとしてヒントや

例等を子供のイラストで示

している。 

マーク提示 

･教材名の下に，学び方マー

クを使い，体験的な学習

や問題解決的な学習，パ

ソコンやインターネット

を使って深める学習であ

ることを示している。 

 

 

 

 

キャラクター 

「ココロウ」：疑問や考え

るポイント 

「はるひと」「あかね」「な

おや」「りさ」：発問 

 

マーク提示 

･「まとめる」「ひろげる」：

まとめや，広げ深める発

問 

･「みんなでやってみよ

う！」：人間関係を豊か

にするコラム 

･「情報モラル」：情報モラ

ルを扱うマークで示して

いる。 

 

キャラクター 

「みらいさん」「ゆたかさ

ん」「トーリー」「わん

だ先生」：考えるための

ポイントや考えを広める

ための見方を示してい

る。 

 

マーク提示 

･最重点テーマと重点テー

マをマークで示し，複数

時間扱いで教材を選定

している。 

･「情報モラルの学習」や 

「発問」「自分や友達の 

考えを書く」「家の人と 

一緒に考える」活動につ 

いて，マークで示してい 

る。 

マーク提示 

･教材と関連して，学びを深

めるための特集ページを

葉っぱのマークで示して

いる。 

 

言語活動

の充実 

⑪考え方を伝え

合う活動の工夫 

･巻頭の「道徳の学習を進め

るために」の中に，話し合

う活動を示し，「話し合い

の約束」として，話合いの

留意点を示している。 

･「ちょっとみんなで話し合っ

てみよう」の中にショート

ストーリーを教材の一例と

して提示し，自分の考えを

もつ活動を設定して話し合

いの状況を示している。 

話し合う学習活動 

･教材の終わりに示している。 

･巻頭の「道徳の学習を始め

よう」の中に，話合いの

状況を示している。 

･別冊「活動」の巻末に「活

動の資料」のページを設

け，“上手な話し方･聞

き方” “上手な話合い” 

“人物になって考える”

の３つの観点からポイ

ントを示している。 

 

 

 

話し合う学習活動 

･別冊「活動」の中に，「は

なしあおう『アクティ

ブ』」のマークを使って

示している。 

･巻頭の「○年生の道徳の学

習が始まるよ」の中に，

話合いの意義や活動につ

いて示している。 

･教材の終わりの「学びの手

引き」の中に，話合いを

促す発問を示している。  

 

 

 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりの「考えよ

う」の中に示している。 

･巻頭の「道徳の時間は」の

中に，「考えよう」とい

うキーワードを用いた学

習活動の一環として，話

合いの具体的な状況を示

している。 

･巻末に，「感想を表すと

きの言葉」のページを設

け，自分の感じたことを

伝えるための語彙を示

している。（5･6年） 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりの「学習の手

引き」の中に示している。 

･巻頭の「道徳の学び方」の

中に，話合いの具体的な

状況を示している。 

･学習の手引き」や「心のベ

ンチ」の中に，話合いの

流れを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりに示してい

る。 

･巻頭の「道徳の時間は，

こんな時間です」の中

の，学習の手順に，話し

合う活動を提示し，話合

いのポイントを示して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりに示してい 

る。 

･巻頭の「道徳の学習が始ま

るよ」の中の，学習の手

順に，話し合う活動を提

示し，話合いのポイント

を示している。 

･「学び方のページ」の 

“深めよう”の中に「活動」

の欄を設け，話合いのポ

イントを示している。  

 

 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりに示してい

る。 

･巻頭の「道徳の時間はこん

な時間」の中に，学習全

体でねらいとする活動や

内容を紹介し，話合いの

意義やポイントを示して

いる。 

 

 

 

  

 

 

 

話し合う学習活動 

･教材の終わりに「考えよう 

話し合おう」を設け，話

し合う学習活動を示して

いる。 

⑫考えをまとめ

たり，振り返っ

たりする工夫 

･巻末に，心に残った教材や

友達の意見，感じたことや

考えたことなどを記録す

る，振り返りのページを設

けている。 

･「学習のふり返り」 

【授業１４ 時間分， 

長期休業前３回分】 

･「これからもかがやく自分

に！」 

【記入欄２箇所】 

･別冊「活動」において，

考えをまとめたり振り

返ったりするページを

設けている。（低学年：

１９時間，中学年：２０

時間，高学年：２２時間） 

･「学習の記録」の欄に 

学習した日にちと感想

をマークで記録 

【毎時間分】 

･「一年間のどうとくの学習

をふり返ろう」 

･「家の人から」「先生から」

のコメント欄を設けてい

る。 

 

 

･振り返り【記入欄３箇所】 

 

･「学習のまとまり」ごと

に，区切りのページを設

け，「学びの記録」と共

に，自分の学びの変化や

学んだことが生かせた

ことを記入する，「まと

め」の欄を設けている。 

･「学びの記録」 

【毎時間分】 

「まとめ」【４回分】 

･別冊「道徳ノート」に，学

習の自己評価欄，巻末に，

道徳の学習で心に残った

ことなどを記入する，振

り返りのページを設けて

いる。 

･別冊「道徳ノート」の毎

時間のワークシート１

ページを設け，自分の考

え，友達の考え，学びの

まとめを書く欄を設け

ている。 

･自己評価欄【毎時間】 

 学んだことのふりかえり

のページ 【４回分】 

･巻末に，学習した日付け，

教材番号，授業後の心の

動き「心の矢印」や学び

を記録する，振り返りの

欄を設けている。また，

学期末や年度末に，道徳

で学んだことを振り返

って記入する，「まとめ」

の欄を設けている。 

･「学びの足あと」 

【毎時間分】 

「まとめ」【３回分】 

･巻末に，道徳の学習を通し

て，心に残ったことや話

などを「心のたから物」

として記入し，１年間の

学びを振り返るページを

設けている。 

【記入欄５箇所】 

 

･別冊「道徳ノート」に，考

えたり振り返ったりした

ことを書く欄や，巻末に，

心に残っている授業など

について記録するページ

を設けている。また，自

己評価をしたり，内容項

目ごとの振り返りをした

りする折り込み「心のし

おり」を設けている。 

･「心のしおり」 

【内容項目ごとに授業

２時間分】 

「心に残っている授業 

の記録」【４回分】 

「話し合い活動の記録」

【３回分】 

「体験活動の記録」 

【２回分】 

「学習の記録」 

【６回分】 

※ すべての発行者について調査研究を行い，番号順に記載する。 


