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道徳科 日本文教出版株式会社 日文 

 

 

 

 

 
 



2 

 

選定結果資料 

１ 校種及び種目 

 

２ 調査研究の観点及び各教科用図書の特徴 

       発行者 

調査研究の観点    
東 書 学 図 教 出 光 村 日 文 学 研 廣あかつき 日科 

[観点１] 

基礎・基本の定着 

①主題名の示し方 ○教材ごとに主題名を示

している。みんなで考

える観点として問いか

けの言葉で示している

ものもある。 

 

○４つの視点を色分け

し，投げかけの言葉と

ともにマークを用いて

示している。 

○教材ごとに主題名を示

している。学習指導要

領に示されている内容

項目も示している。 

 

 

○４つの視点を色分け

し，内容項目とともに

マークを用いて示して

いる。 

○教材に主題名の記載は

ない。 

 

 

 

 

○教材ごとに４つの視点

を表す色別の枠内に教

材番号を示している。 

○教材ごとに主題名を示

している。学習指導要

領に示されている内容

項目と同じ言葉で示し

ている。 

 

○４つの視点を色分け

し，内容項目とともに

マークを用いて示して

いる。 

○教材ごとに主題名を示

している。何を考える

のかが分かりやすい言

葉で示している。 

 

 

○４つの視点を色分け

し，内容項目とともに

マークを用いて示して

いる。 

○教材に主題名の記載は

ない。 

 

 

 

 

○教材ごとに４つの視点

を表すラインを示して

いる。 

○教材に主題名の記載は

ない。 

 

 

 

 

○教材ごとに４つの視点

を表す色別の枠内に教

材番号を示している。 

○教材に主題名の記載は

ない。 

 

 

 

 

○教材ごとに４つの視点

を表す色別の枠内に内

容項目の番号を示して

いる。 

②発問の工夫 ○教材文の最後に，「考

えてみよう！」のコー

ナーとして記載してい

る。 

 

 

○教材「二通の手紙」

（第３学年）について

二つの発問がある。後

段の発問は，自分の生

活につなげて考えられ

るような発問になって

いる。 

○教材文の最後に，「学

びに向かうために」の

コーナーとして記載し

ている。 

  

 

○教材「二通の手紙」

（第２学年）につい

て，三つの発問があ

る。基本発問は「考え

よう」，中心発問は色

を変えた「考えよ

う」，後段の発問は

「見つめよう」に記載

されている。 

○教材名の下及び教材文

の最後に「学びの道し

るべ」のコーナーとし

て記載している。 

 

 

○教材「二通の手紙」

（第３学年）につい

て，四つの発問があ

る。導入での発問が

一，基本発問・中心発

問・後段の発問が記載

されている。基本発問

では，登場人物への自

我関与を促し，話し合

いができるよう工夫さ

れている。 

○教材文に続く１ページ

に「学びのテーマ」の

ページとして記載して

いる。 

 

 

○教材「二通の手紙」

（第３学年）につい

て，六つの発問があ

る。「考える観点」と

して，基本発問・中心

発問・後段の発問が記

載されている。また，

「見方を変えて」とし

て多面的・多角的に考

えられるよう工夫され

ている。 

○教材文の最後に，「考

えてみよう」及び「自

分に+１」として記載

している。 

 

 

○教材「二通の手紙」

（第３学年）につい

て，六つの発問があ

る。導入の発問が一

つ，基本発問が二つ，

中心発問，後段の発問

が二つ記載されてい

る。話し合いを通し

て，考えを深められる

よう工夫されている。 

○教材文の最後に記載し

ている。 

 

 

 

 

○教材「二通の手紙」

（第３学年）につい

て，二つの発問があ

る。中心発問と後段の

発問がそれぞれ一つず

つ記載されている。後

段の発問は，自分の生

活につなげて考えられ

るような発問になって

いる。 

○教材文の最後に，「考

える・話し合う」のコ

ーナーとして記載して

いる。 

 

 

○教材「元さんと二通の

手紙」（第３学年）に

ついて，四つの発問が

ある。「学習のてがか

り」として，基本発問

と中心発問が記載され

ている。「考えを広げ

る・深める」として，

新たな視点で考えさせ

る発問が記載されてお

り，多角的・多面的な

ものの見方や考え方に

つながる工夫がされて

いる。 

○教材文の最後に，「考

え、話し合ってみよう 

そして、深めよう」の

コーナーとして記載し

ている。 

 

○教材「二通の手紙」

（第２学年）につい

て，三つの発問があ

る。基本発問では，登

場人物への自我関与を

促すことができる。 

[観点２] 

主体的に学習に取

り組む工夫 

③問題解決的な学
習を取り入れた
工夫 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材文の終

わりに「考えてみよ

う！」のコーナーを設

けてあるが，問いかけ

が単調で学びが深まり

にくい。 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材文の終

わりに「学びに向かう

ために」のコーナーを

設け，学習の流れを記

載している。 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材文の終

わりに「学びの道しる

べ」のコーナーを設け

ている。 

 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材の冒頭

や終わりの「学びのテ

ーマ」のページに，「考

える観点」を設けてい

る。 

○問題解決的な学習に適

した教材には，目次，該

当ページ及び巻末にマ

ークを付けて示し，教

材文の終わりに，問題

を解決するための「学

習の進め方」のページ

（１学年で４つ，２学

年で４つ，３学年で５

つ）を設け，学習展開例

を示しているので，問

題解決的な学習を展開

しやすい。 

○「深めよう」のコーナー

（１学年で４つ，２学

年で４つ，３学年で４

つ）を教材の終わりに

設け，問題解決的な学

習の道筋を示してい

る。 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材文の終

わりに，「考える・話し

合う」のコーナーを設

けている。 

○教材文の終わりに，「考

え，話し合ってみよう 

そして，深めよう」のコ

ーナーを設けている

が，問いかけが単調で

学びが深まりにくい。 

④体験的な学習を
取り入れた工夫 

○直前の教材に関連した

体験的な学習を促す教

材を掲載するととも

に，役割演技などを取

り入れた学習には目次

及 び 該 当 ペ ー ジ に

「ACTION！ アクショ

ン」のマークを示して

いる。 

○「学びに向かうために」

のコーナーの「考えよ

う 意見交換」に，発問

を掲載し，役割演技な

どを促すものがある。 

 

 

 

○目次に動作や演技に関

するページの紹介がさ

れており，教材文の終

わりに役割演技などを

促す「やってみよう」の

ページを設けている。 

 

 

○複数の連続した教材

（学習のまとまり）に

関連した，体験的な学

習を促すページを設け

ると共に，目次に示し

ている。 

 

 

○「動作や演技をとおし

て考える」マークを，目

次及び該当ページに示

し，「学習の進め方」と

して写真を交えて役割

演技を促している。 

 

○「深めよう」のページの

「やってみよう」に演

技の手順を示し，役割

演技を促しているが，

教材と関連付けにくい

ものもある。 

 

 

○「考える・話し合う」の

コーナーの「学習の手

がかり」，「考えを広げ

る・深める」に，内容の

一つとして，役割演技

を促すものがある。 

○教材の冒頭及び教材文

の終わり「考え，話し合

ってみよう そして，

深めよう」のコーナー

に，それぞれ発問を示

している。 

校種 中学校 種目 道 徳 
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[観点２] 

主体的に学習に取

り組む工夫 

⑤自己の生き方に
つなげる工夫 

○各教材のタイトルの下

に関連する教科のマー

クを記載している。 

 

 

 

○教材で学習した内容を

広げるためのコラム

「Plus プラス」を設け

ている。 

○各教材で，学習した内

容を今後の生活に生か

すことができる「見つ

めよう」を設けている。 

 

 

○「心の扉」として内容項

目ごとにコラムがあ

り，自分に関すること

を記入するページがあ

る。 

○各教材で，日常生活に

生かしたり自分ごとと

して捉えたりできる

「学びの道しるべ」を

設けている。 

○各教材で，学んだこと

を生活に生かせるよう

「つなげよう」を設け

ている。 

 

 

○巻末に他教科等との関

連を一覧にして示して

いる。 

○各教材で，これからの

自分にどう生かすか考

えさせる「自分に＋１」

を設けている。 

 

 

○「プラットホーム」とし

て教材と関連した内容

や生活に携わる内容を

示している。 

○巻末に他教科等との関

連を一覧にして示して

いる。 

○教材に関連する内容を

生活に生かしたり深め

たりできるよう内容項

目の教材に「クローズ

アップ」などを設けて

いる。 

○巻末に他教科等との関

連を一覧にして示して

いる。 

○自己の生き方について

考える学習ができるよ

うなるよう「考える・話

し合う」で「考えを広げ

る・深める」を設けてい

る。 

○別冊「中学生の道徳ノ

ート」に自己の生活や

様々な体験活動との関

連を図った発問を示し

ている。 

○各教材で，「考え，話し

合ってみよう，そして

深めよう」として，これ

からの生活で生かせる

ことを考えられるよう

にしている。 

[観点３] 

内容の構成・配列・

分量 

⑥分量や教材の数 ○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

 教材 35＋付録５＋Plus

プラス１ 

 ・付録も読み物教材と

して使用することが

できる。 

○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

 教材 35＋心の扉 22 

 

 

 

○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

教材 30＋補充教材 5＋

やってみよう 1 

 

○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

教材 34＋補充教材 2＋

コラム 7 

 

 

○教材集と別冊で構成さ

れている。 

 

○第３学年 

教材 35＋プラットホー

ム 7＋参考 6 

 

 

○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

教材 35＋クローズアッ

プ 15＋クローズアップ

プラス 5＋深めよう 4 

 

○教材集と別冊で構成さ

れている。 

 

○第３学年 

教材 35＋コラム 3＋特

集 2 

・別冊に名言や内容に

関する解説がある。 

○教材集のみの構成であ

る。 

 

○第３学年 

教材 37＋もっと知りた

い 7 

 

 

⑦現代的な課題等
を踏まえた内容
の示し方 

 

○目次に「いじめのない

世界へ（１）（２）」とし

て赤色の枠囲みで示し

ている。 

 

 

 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材と歩きスマホに

関する教材を掲載して

いる。 

○「いじめの防止」マーク

を目次及び該当ページ

に示している。 

 

 

 

 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材と著作権に関す

る教材を掲載してい

る。 

○巻頭の「中学生の道徳

が始まる」の中で，「い

じめや差別のない社会

に」として教材をまと

めて紹介している。 

 

 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材，歩きスマホに

関する教材やスマホ依

存に関する教材を掲載

している。 

○巻末の「テーマ別教材

一覧」で，「いじめを許

さないために」として，

まとめて教材を紹介し

ている。 

 

 

○インターネットへの書

き込みに関する教材，

ネット依存に関する教

材を掲載している。 

○目次に「『いじめ』と向

き合う」として示すと

ともに，いじめを扱う

最初のユニットに，扉

ページ「『いじめ』と向

き合う」を設定してい

る。 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材，歩きスマホに

関する教材，著作権に

関する教材を掲載して

いる。 

○巻頭の「様々なテーマ

で学ぼう」の中で，「い

じめをなくすために」

として，まとめて教材

を紹介している。 

 

 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材，歩きスマホに

関する教材を掲載して

いる。 

○目次に表示されている

ものからは，いじめに

関する教材がどれなの

か分からない。 

 

 

 

○ＳＮＳへの書き込みに

関する教材を掲載して

いる。 

○目次に表示されている

ものからは，いじめに

関する教材がどれなの

か分からない。 

 

 

 

○ＳＮＳやインターネッ

トへの書き込みに関す

る教材を掲載してい

る。 

[観点４] 

内容の表現・表記 

 

 

 

⑧巻頭・巻末等の
取扱いの工夫 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けした

マークで分けて，掲載

している全ての教材名

を示している。 

 

○各学年，折り込みペー

ジで「話し合いの手引

き」や「道徳の授業はこ

んな時間に」を掲載し，

話し合いや考えの深め

方のヒントを示してい

る。 

○各学年，「１年間で学ぶ

こと」とし，４つの視点

ごとに教材名を見開き

２ページで示してい

る。 

○もっとすてきな「私」に

出会うために頑張りた

いことを書く欄を設け

ている。 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けした

マークで分けて，掲載

している全ての教材名

を示している。 

 

○各学年，「心の扉」を４

つの視点ごとに分類し

て示している。 

○各学年，目次の下に「道

徳 の 学 習 を 始 め よ

う！」という学習の流

れを示している。 

○各学年，「学級づくり」

として，友達の輪を広

げるためのページを設

けている。 

 

 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けし，

掲載している全ての教

材名を示している。 

 

 

○「○年生の道徳が始ま

る」として，それぞれの

学年で学ぶことや深く

考えることに関する教

材をまとめて記載して

いる。 

 

○第 1学年に「道徳って，

どんなふうに学習した

らいいの？」として学

習の仕方を記載してい

る。 

 

 

 

【巻頭】 

○各学年の目次には，シ

ーズンごとに教材のま

とまりを示して色別に

全ての教材を示してい

る。 

 

○第１，２学年は「『対話』

で広がる道徳の時間」

を，第３学年は「道徳の

時間に学ぶこと」を見

開き２ページで示して

いる。 

 

○「本書で学ぶ皆さんへ」

として，「てびき」の説

明を記載している。 

 

 

 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けを

し，掲載している全て

の教材名を示してい

る。（別冊「道徳ノート」

も同様） 

○各学年「道徳科で学ぶ

こと」「道徳科での学び

方」を見開き２ページ

で示している。 

○各学年，「この教科書で

学ぶテーマ」としてテ

ーマごとに教材をまと

めて掲載している。 

○別冊「道徳ノート」の目

次には「道徳ノートの

使い方」を示している。

また，「道徳ノートのと

びら」で自分を見つめ

て書くページを設けて

いる。 

 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けを

し，掲載している全て

の教材名を示してい

る。 

 

○各学年の目次の前に

「道徳で学ぶこと・考

えること」を見開き２

ページで示している。 

○各学年「よりよく生き

るための２２の鍵」を

４つの視点で教材をま

とめて見開きで記載し

ている。 

○各学年「様々なテーマ

で学ぼう」としてテー

マごとに教材をまとめ

て掲載している。 

○各学年「My Profile」と

して学年の最初に自分

を見つめて書くページ

を設けている。 

【巻頭】 

○各学年の目次には，掲

載している全ての教材

名を示している。 

 

 

 

○各学年「自分を○○し

よう―道徳の時間とは

―」を見開き２ページ

で示している。 

○別冊の巻頭では，「中学

○年生の私」として学

年の最初に自分を見つ

めて書くページを設け

ている。 

 

 

 

 

 

【巻頭】 

○各学年の目次には，４

つの視点で色分けを

し，内容項目順に掲載

している全ての教材名

を示している。 

 

○各学年「道徳科って何

を学ぶの？」で学習の

流れを見開き２ページ

で示している。 

○各学年「教科書の使い

方」「心の成長を目指し

て」を掲載している。 
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[観点４] 

内容の表現・表記 

 

 

 

⑧巻頭・巻末等の
取扱いの工夫 

【巻末】 

○「テーマで振り返ろう」

としてテーマごとに教

材をまとめて示してい

る。 

○心情円とみんなで意見

を書くページが添付さ

れている。 

【巻末】 

○各学年，「教材一覧」と

して４つの視点で色分

けをし，キーワードご

とに掲載している全て

の教材名を示してい

る。 

○「保護者の方へ この

教科書で目指すこと」

を４つの視点ごとに示

している。 

【巻末】 

○第１・２学年には，「ど

んな○年生になりたい

か」，第３学年には「そ

して未来へ・・・」を設

けている。 

○各学年，「都道府県にゆ

かりのある人物と，そ

の言葉」を折り込みペ

ージで示している。 

【巻末】 

○各学年，「この教科書が

目指した○年生の姿」

を示すとともに，４つ

の視点で内容項目ごと

に掲載している全ての

教材名を示している。 

○各学年，「テーマ別教材

一覧」を見開き２ペー

ジで示している。 

○各学年，「どうして『道

徳』を学ぶんだろう？」

として，道徳を学ぶ意

義を示している。 

【巻末】 

○各学年，「内容項目別教

材一覧」として，４つの

視点で内容項目ごとに

掲載している全ての教

材名を示すとともに，

テーマや教科との関連

を示している。 

 

【巻末】 

○各学年，「教材と学習指

導要領・道徳の内容及

び他の各教科等との関

連例」として，４つの視

点で内容項目ごとに掲

載している全ての教材

名を示すとともに，他

の各教科等との関連例

を示している。 

○第３学年では「未来へ

の扉」を１ページ設け

ている。 

【巻末】 

○各学年，「内容一覧」と

して全ての教材を４つ

の視点で色分けした丸

と内容項目等を示して

いる。 

○各学年で「情報モラ

ル」，第１学年で「現代

的な課題」，第２学年及

び第３学年で「持続可

能な社会」について考

えさせるページを設け

ている。 

【巻末】 

○各学年，「学習指導要領

対応表」とし，４つの視

点で，内容項目ごとに，

掲載している全ての教

材名を示している。 

 

[観点５] 

言語活動の充実 

 

 

 

⑨考えを伝え合う

活動の工夫 

○巻頭に，「話し合いの手

引き」を具体例ととも

に示しており，話し合

いの進め方を具体的に

イメージしやすい。 

 

 

○教材文の終わり「考え

てみよう！」に，教材に

おける話し合いを促す

発問を示しているもの

もある。 

○巻頭の「道徳の学習を

始めよう！」の中に，

「考え，議論するため

に」として文章でポイ

ントを示している。 

 

 

○教材文の終わり「学び

に向かうために」に，

「意見交換」というマ

ークとともに教材にお

ける話合いを促す発問

を示している。 

 

○「学びの記録」の中で友

達の意見でどのような

ことが印象に残ったか

記述する欄を設けてい

る。 

○巻頭の「道徳って，どん

な学習をしたらいい

の？」の中に，話合いの

ポイントをイラストや

吹き出しで示してい

る。 

 

○教材文の終わり「学び

の道しるべ」にその教

材における話し合いを

促す発問を示している

ものもある。 

○巻頭の「対話で広がる，

道徳の時間」の中で，

「『他者』との対話とし

てイラストの吹き出し

で話合いのポイントを

示している。 

 

○教材文の終わり「学び

のテーマ」においては，

「考える視点」を示し

てはいるものの，話し

合いを促すような発問

となっていない。 

 

○コラムの中に「考えよ

う」を設定し，内容にお

ける話し合いを促す発

問を示している。 

○巻頭の「道徳科での学

び方」の中で，「学びを

より深めるための手立

て」として話し合いの

具体的な状況を示して

いる。 

 

○別冊「道徳ノート」に，

教材における話合いを

促す記述や，友達の意

見や話し合いをメモす

る欄を設けている。 

○巻頭に，話し合う学習

活動を掲示し，考えを

深めるための四つのポ

イントをイラストと共

に示している。 

 

 

○いくつかの教材文の後

ろに「深めよう」という

ページがあり，グルー

プでの話し合いを促す

発問が見られる。 

○巻頭に，話合いのポイ

ントを文章で示してい

る。 

 

 

 

 

○教材文の終わり「考え

る・話し合う」のコーナ

ーを設け，教材におけ

る話し合いを促す発問

を示しているものもあ

る。 

 

○別冊の「中学生の道徳

ノート」の巻末に，「話

し合い活動の記録」を

設けている。 

○巻頭に，「多様な考えを

知るために」として，話

合いのポイントを示し

ている。 

 

 

 

○教材文の終わり「考え，

話し合ってみよう，そ

して深めよう」の中で，

教材における話し合い

を促す発問を示してい

るものもある。 

⑩考えをまとめた

り，振り返った

りする活動の工

夫 

○巻末に「自分の学びを

振り返ろう」を設けて

おり，学期ごとに学習

の記録（自己評価）を

残しておくことができ

るが，教材ごとの振り

返りはない。 

 

 

 

 

○各教材に「つぶやき」

欄を設けており，感じ

たことや考えたことな

ど書き込むことができ

る。 

 

 

○巻末に「一年間の振り

返り」を設けており，一

年の学習を振り返って

これからの自分を見つ

めることができる。 

 

 

 

 

 

 

○各教材の最後に「振り

返ろう」として振り返

りができる記述欄を設

けている。 

 

○各学期末にそれぞれの

教材について振り返り

ができるページを設け

ており，学期ごとに学

習した内容を振り返る

ことができる。 

○巻末に「道徳の学びを

記録しよう」を設けて

おり，教材ごとに学習

を終えた実感を「心か

がやき度」で表現でき

るような表がある。ま

た，学期ごとに学習し

たことを振り返ること

ができる欄も設けてい

る。 

 

○各教材に振り返りを促

すような記述はない。 

 

○巻末に「学びの記録」

を設けており，シーズ

ンごとに学びを振り返

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

○各教材「学びのテー

マ」のページに「私の

気づき」として振り返

りができる記述欄を設

けている。 

 

 

○別冊の「道徳ノート」

の巻末には「道徳の学

習で学んだことを書い

てみよう」のページを

設けており，保護者の

記入欄もある。 

 

 

 

 

 
○別冊の「道徳ノート」

では，各教材について

「自分に+１」として

振り返りができる記述

欄を設けている。ま

た，「自分への振り返

り」として４項目につ

いて５段階で自己評価

できるようにしてい

る。 

 

 

○巻末に「心の四季」を設

けて心の成長を書き留

めておくことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

○各教材に振り返りを促

すような記述はない。 

 

 

 

 

○別冊の「中学生の道徳

ノート」の巻末には教

材ごとに５段階で自己

評価できる表がある。 

 

 

 

 

 

 

 

○別冊の「中学生の道徳

ノート」では，内容項目

ごとに感じたことや考

えたことを書き込む欄

があり，学習した内容

を振り返ることができ

る。 

 

 

○巻末に心の成長や道徳

の時間を振り返ること

ができるページを設け

ている。心の成長につ

いては内容項目ごとに

４段階で自己評価でき

るようにしている。 

 

 

 

 

○教材の「考え，話し合っ

てみよう，そして深め

よう」として，振り返り

を促しているものはあ

るが，記述する欄はな

い。 

 

 

 

 


