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略 称 

２東書 新しい道徳 ＜内容＞ 

(1) テーマが大きく示され、考える視点を共有できる。教材末の「考

えよう」では、登場人物の行動や発言から道徳的価値について広

げたり深めたりすることができる。また、「自分を見つめよう」で

は、自分事として考えることができる。スポーツや新聞、漫画な

ど提示の仕方に工夫が見られ、生徒の興味や関心を引く構成とな

っている。  

(2) テーマの下にアニメや漫画の挿絵があり、導入や学習のきっか

け作りとして有効である。     

(3) 学期毎の振り返りシートや、ホワイトボード用紙、心情円が巻

末に付録として用意されている。  

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 22 の内容項目がバランスよく配置されている。付録教材も 7本

と充実しており、学校の重点内容項目に合わせ差し替えることが

できる。自学では、QR コードから動画や写真等の資料を活用した

り、教材末の２つの問いに答えたりすることで、テーマや価値に

ついて考えを深めることができる。 

(2) 高齢化社会、人権問題、いじめ問題、環境問題、国際社会への

貢献など、現代的な課題を数多く扱っている。「いのちを考える」

や「いじめのない世界へ」に重点を置き、複数教材でユニットを

構成しており、３学年が同一時期に同じテーマで授業を行うこと

ができる。役割演技や様々な問題解決的な学習を扱っている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 年間行事に沿った配列がなされている。いじめなどの扱いが難

しい話題も漫画やイラストだと考えやすい。 

(2) 挿絵は淡い色合いで、AB 版の利点を生かした写真は大きく迫力

があり興味関心を引く。登場人物の紹介があり読み取りやすい。

文字の大きさやルビは適切である。 

＜総評＞ 

巻頭に道徳科の学び方が丁寧に示されている。「いのちを考える」

や「いじめのない世界へ」など、重点を置いているテーマについて

は、３学年の系統性を大切にして学習できる構成となっている。ま

た、同じ内容項目でも複数の教材が用意されており、多面的・多角

的な視点から考えることができる。 
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17 教出 とびだそう 

未来へ 

＜内容＞ 

(1) 各教材の最後に「学びの道しるべ」として、代表的な問いが記

されており、自我関与を促し多面的・多角的に考える助けになっ

ている。SNS や SDGs、キャリア教育などを見すえた教材が豊富。

「考え、議論する道徳」、「主体的・対話的で深い学び」を作り出

すための構成や問いも工夫されている。 

(2) 教材名と共に主題が示されているため、学習の見通しをもちや

すい。漫画、吹き出し、表など子どもたちを引きつけたり、思い

を表現したりしやすいような工夫がある。 

(3) 振り返り４枚。学期ごとに書くなどして、教科に活用できる。 

 巻末の「授業の記録」には一行書くことができる。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 目次に QR コードがあり、詳しい補助資料を活用できる。本教材

30 本＋補充教材５本。補充教材は郷土資料や学校重点項目と差し

替え可能。生徒の自学の際目次の QR コードから動画等の資料が見

られる。どの教材にどんな資料があるのかは接続しないと分から

ない。教材末の「学びの道しるべ」にある３つの問いに答えるこ

とで、資料を読み取り価値について考えを深めることができる。 

(2) 体験的な学習「やってみよう」を教材５本に付加。各地域に関

わりの深い教材が充実しており、静岡県の話題は３本ある。 

「生命の尊さ」「いじめや差別のない社会」に重点を置き、複数教

材でユニットを構成している。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 中 1 の前半の教材は、文字が大きく行間も広くて読みやすい。

小中連携への配慮が見られる。学年にあわせた巻頭、配列巻頭に

学年に応じた学び方が掲載されており、授業開きで活用できる。 

(2) 文章の欄外に、難しい言葉の解説があるので、語彙が少ない生

徒たちにも分かりやすい。挿絵や写真が精選されていて、考えを

深めるきっかけになるようなものが扱われている。B5 判、UD フォ

ント、カラーUD。部分的にルビあり。 

＜総評＞ 

生活に関すること、社会情勢に関すること、最近の話題の人など

身近な話題を扱っている。シンプル、ねらいに迫るために教材を選

び、教材にふさわしい提示の仕方を工夫している。 
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38 光村 きみが 

いちばん 

ひかるとき 

＜内容＞ 

(1) 教材の冒頭に、内容項目と教材名を記載し、主題は記載されて

いない。定評のある教材が充実しており、研修を生かすことがで

きる。多種多様な教材が１時間で扱える内容で提供されている。 

(2) １年を３シーズンに分け、その中にテーマをもったユニット（複

数教材、異項目）があり、一つ一つの学びが効果的につながる。

シーズン冒頭に語り掛けとイラストを掲げた扉を設置している。 

(3）「学びの記録」がシーズン毎に１枚用意されており、シーズンの

始めと終わりを比べ、自分の成長を振り返ることができる。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 各学年の巻頭で、道徳で何をどのように学ぶのか紹介している。

自学する際、タイトル下の QR コードから資料にアクセスできる。

中心問いや補助問いに相当する「考えよう」、多面的・多角的に考

える「見方を変えて」、自分の生き方を考える「つなげよう」があ

り、自学のガイドとなる。また、「広げよう」では、学んだことを

広げたり、発展させたりすることができる。 

(2)３年間の成長を促す、シーズンのテーマが設定されている。いじ

め問題や現代的課題について教材にコラムを加えてあり、深く考

える助けになる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 生徒の興味・関心を引き、感動や共感が生まれる教材が多い。

また、内容項目が示されているので、ねらいとする価値がぶれず、

焦点化しやすい。教材によっては、問題解決的な視点からの授業

展開例が示されており、価値理解につながるのではないかと考え

る。 

(2) コンパクトな B5 判。写真、挿絵、図表、注釈等は、メッセージ

性のあるもの、情報を的確に伝え読み取りを助けるもの、それぞ

れの教材の世界観を表すものが吟味されて使われている。 

＜総評＞ 

学校生活の流れと生徒の成長を意識して構成したシーズンと、吟

味された教材が相乗効果を生むと考えられる。１年間を３つのシー

ズンで貫き、学びの記録で振り返ることで、記憶に残る学びが生ま

れると思われる。各教材では、学びが自分事となるように紙面構成、

提示の仕方を工夫している。生徒が主体的・対話的で深く学ぶこと

ができる構成が意識されている。詩、漫画、資料、書き込み欄等、

ねらいに迫る工夫が豊富である。 
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116 日文 あすを生き

る 

＜内容＞ 

(1) 定評のある教材が多く、研修を生かすことができる。教材名の

上に主題名が示され、学びの見通しがもてる。「考え、議論する道

徳」の授業を目指し、各教材に「考えてみよう」、「自分に＋１」

という問いがあり、価値理解や自分の生き方を考えるために有効

である。 

(2) デジタル資料付きの教材が複数あり、効果的に活用することで

生徒の主体的な学びにつながる。教材によって「学習の進め方」

が示されており、問題解決的な学習、対話的な学習につながり、

多面的・多角的な視点からねらいについてせまることができる。 

(3) 付属のノートは、多くの課題欄が空欄のため、教員と生徒で課

題を見つけていくことが可能である。１時間ごとの簡単な振り返

りが付いている。学期の振り返りはノート巻末にある。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 現代的な課題(いじめ、いのちの大切さ、環境問題、情報モラル、

世界平和、異文化理解、自然愛護、安全安心な生活など)が豊富で

ある。「いじめ」と「よりよい社会」はユニット構成である。教材

末に関連する補足資料や学習の進め方が付いている教材もある。

各教材末の問いとノート、QR コードを活用すれば自学も可能。 

(2) 22 の内容項目をバランスよく配置している。「いじめ」、「より

よい社会」が手厚く取り上げられている。「学習の進め方」や「コ

ラム」で学びを深化・補充している。いじめについては、各学年

で複数回の時期に分けて扱われている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) １学期「希望やその学年としての自覚」、２学期「集団生活の向

上」、３学期「学年のまとめ、次へのつながり」を意識した教材の

配列、構成となっている。 

(2) B５版。フォントは見やすく中学生以降で学習する漢字にはルビ

がある。挿絵は淡い色合いのものが多く、写真は大きくインパク

トがある。教材名の下に登場人物を整理して表記されている教材

がある。アニメや漫画、スポーツ選手など生徒の興味、関心を引

くものが多い。 

＜総評＞ 

 巻頭で「道徳科で学ぶこと」、「道徳科での学び方」が示されてお

り、生徒が見通しをもって学べる。また、対話を重視し、多面的・

多角的な視点から考えることで、新たに気付いたり考えが変化した

りすることを実感し、考えを深めることができる。 
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224 学研 明日への扉 ＜内容＞ 

(1)「生命尊重」や「いじめ防止」に重点を置き、多様な提示で考え

を深める配慮がある。主題名は裏表紙に明記されている。教材名

の下にキーフレーズを配し、生徒が教材に興味を寄せ自分事とな

るよう工夫されている。 

(2) 教材を補充する複数の意見や関連情報の提示「クローズアッ

プ」、学び方例の紹介、自分の考えを視覚化する仕掛け「深めよう」

があり、自己を見つめたり、多面的・多角的に考え、生き方につ

いての考えを深めたりすることができる。メモ欄は気付きや思い

を自由に記入できる。目次が時系列、視点と内容項目、テーマの

３視点から提示され、他教科との関連等の充実を図る際に役立つ。

＜組織、配列、分量＞ 

(1) ユニット化された教材で継続して学びを深めることができる。

自分の未来についてのユニットでは、ある話題を別の人物、他の

価値から扱う複数教材が提示され、読み取りが容易になり、明る

い未来志向で考えを深めることができる。QR コードから補助資料

を活用できる。教材末の多様な答えを生む問い、気付きを生む「？」

の問い、人物紹介が、自学の際に考えを深める助けとなる。 

(2) 22 内容項目がバランスよく配列されている。定評のある教材が

充実し、同時に情報モラルや環境問題など、身近な出来事や現代

的な課題を多数取り上げている。短編であるが感動や共感を生む

教材が充実しており、多くの生徒の関心を引くよう配慮している。

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 漫画、グラフなど見せ方に工夫がある。生徒になじみのある人

物を多く扱っており、興味をもって学習できる。現代的な話題、

身近な話題を扱う教材が充実している。多くの生徒が容易に読み

取り、親しみを感じながら考えを深めることができる。 

(2) 部分的にルビが振られ、語句の解説は「＊」、番号が付加され探

しやすい。読みやすいフォントが使われている。AB 版の利点を活

かしてダイナミックな挿絵や写真、図表等が使われ、教材の世界

に入りやすい。明るい色使いで資料が見やすい。 

＜総評＞ 

巻頭の学び方では、考えを深める過程が生徒目線で表現されてい

る。魅力的な多種の情報を活かして生徒が自ら学ぶという姿勢が貫

かれている。主題名を確認しねらいを焦点化しながら、生徒の実態

に即した授業展開ができるように工夫されている。 



別紙様式２ 

種目名 道 徳 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

校長 竹内 勉 教諭 三上 秀樹 

教諭 森 記世仁 教諭 諏訪 みどり 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

232 

廣 

あかつき 

中学生の道

徳 

１．自分を見

つめる 

２．自分を考

える 

３．自分をの

ばす 

＜内容＞ 

(1) 教材名のみの記載で、先入観なく教材に入ることができるため、

自分で課題を見つけながら読むことができる。「学習の手がかり」

に着眼点が示されており、自分で課題をつかむ助けとなる。「考え

る・話し合う」の問いを活用して、系統立てて考えることもでき

る。別冊「中学生の道徳ノート」が用意され、生徒が学びの足跡

を残したり、評価として教師が活用したりできる。 

(2) 巻頭で道徳の時間の学び方が説明されており、自分を伸ばそう

という意欲付けをすることができる。各教材の最後に、偉人の名

言や格言があり、余韻を残して学習を終えることができる。 

(3) 別冊ノートで、22 の内容項目の補充ができ、授業の導入や終末

の場面で扱えるよう配慮がなされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

(1) １年は「自分を見つめる」、２年は「自分を考える」、３年は「自

分をのばす」という発達段階に応じた配列である。教材の最後の

「考える・話し合う」に問いがあり、生徒が自学の際に活用でき

る。QR コードがあり、動画や関連情報を活用できる。 

(2) 22 の内容項目がバランスよく配列されている。すべての学年に

おいて、「自主自律」、「思いやり・感謝」、「生命尊重」、「よりよく

生きる喜び」に重点を置いた構成となっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 現代的な課題に目を向けられる構成になっている。特にいじめ

や SNS、SDGs に関するテーマは、巻末にまとめ、特別な位置付け

となっている。また、定評のある教材が多く扱われており、感動

的で生徒の心にしみる授業を展開しやすくなっている。 

(2) １年の教科書は文字や行間が大きく、読みやすい構成になって

いる。AB 版の大きいサイズを生かして、紙面にゆとりをもたせて

いる。文章ですっきりした構成の頁もあれば、ダイナミックな写

真や挿絵で目を引く頁もある。カラーユニバーサルデザインの配

慮がなされていて、挿絵の色合いや色彩がやわらかく温かい。ル

ビも適切である。 

＜総評＞ 

全般にすっきりとした構成になっている。文章を読んだり、資料

に目を向けたりする際に、生徒が教材に集中しやすいよう配慮され

ている。読み物を読み込んで考えることができる教材が多く取り上

げられている。「中学生の道徳ノート」が、大きな特徴である。 
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233 日科 １年 

生き方から

学ぶ 

２年 

生き方を 

 見つめる 

３年 

生き方を 

 創造する 

＜内容＞ 

(1) 定評のある教材が充実し、研修を生かすことができる。教材で

例示されている問いの中に、テーマ発問や登場人物のその後を考

えるものが多く、価値理解や内容の深まりにつながる。 

(2) 視点 ABCD、内容項目の順に教材を配列し、学校、生徒、地域の

実態に合わせて配列できるように構成されている。主題名を示さ

ないことで、先入観をもたずに教材を読むことができるため、多

様な意見や考えが生まれやすい。１、２年は共通の振り返りシー

ト、３年は３年間を振り返ることができるシートが付属している。

＜組織、配列、分量＞ 

(1) 教科書タイトルが１年は「生き方から学ぶ」２年は「生き方を

見つめる」３年は「生き方を創造する」と学年の発達段階に対応

している。教材末に「考え、話し合ってみよう そして、深めよ

う」の問いがあり、自学の際に活用することができる。QR コード

はない。 

(2) 絵やイラスト中心の教材があり、教材活用の幅が広がる。学び

を深化・補充する、「もっと知りたい」があり、考えを深めること

ができる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

(1) 通常の読み物に加えて、イラストや、グラフなどから読み取る

教材があり、興味をもって取り組める。B８の教材が３年間同じ男

女の主人公の関係を追うもので、関心をもって取り組めたり、主

人公たちの成長やその時の悩みや葛藤に共感したりしながら、考

えることができる。 

(2) B５版。フォントやルビも適切である。欄外に注釈があり、言葉

の意味を理解しながら読むことができる。温かい雰囲気や、その

場の空気感が伝わるイラストやダイナミックな写真が効果的に使

われている。写真付きの注釈などがあり、教材の背景などを理解

しやすくなっている。 

＜総評＞ 

主題名などの掲載はなく、視点、内容項目の順に沿ったシンプル

な構成である。１、２年は巻頭に、３年は巻頭と巻末に、生徒の心

に響く詩が掲載されている。巻末に１年間の学びの振り返りが掲載

されており、内容項目ごとの達成状況を確認できたり、次学年での

学びにつなげたりできる。 


