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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 光 文 学 研 廣あかつき 

[観点１] 
基礎・基本の定着 

①主題名の表し方 

 

 

 

 

○同じ内容項目を扱う教材

は，同じ主題名を示して

いる。 

 

 

○４つの視点を色分けし，

それぞれのマークを用い

て示している。 

○教材ごとに主題名を示し

ている。 

 

 

 

○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。 

 

 

 

○同じ内容項目を扱う教材

は，同じ主題名を示して

いる。 

 

 

○４つの視点を色分けし，

それぞれのマークを用い

て示している。 

 

 

 

 

○教材ごとに主題名を示し

ている。 

 

 

 

○４つの視点をマークのみ

を用いて示している。 

○教材ごとに主題名を示し

ている。 

 

 

 

○４つの視点を色分けし，

それぞれのマークを用い

て示している。 

○教材ごとに主題名を示し

ている。 

 

 

 

○４つの視点を色分けし，

それぞれのマークを用い

て示している。 

○教材ごとに主題名を示し

ていない。 

 

 

 

○４つの視点を色分けし，

マークを用いて示してい

る。 

○教材ごとに主題名を示し

ているが，主題名らしくな

いものもある。 

 

 

○４つの視点を色分けし， 

マークを用いて示してい

る。 

②発問の工夫 
 
 

○教材文の始めまたは終

わりにキャラクターととも

に記載している。 

 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は２つで，資料から

考える前段の発問が１

つ，自分の生活につな

げて考える後段の発問

が１つある。 

 

 

 

 

 

 

○「読みもの」の中に発問

の記載はなく，別冊「活

動」の中に記載してい

る。 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は別冊「活動」に３

つで，資料から考える前

段の発問が２つ，自分の

生活につなげて考える

後段の発問が１つある。 

 

 

 

 

 

 

○１年生の一部を除き，主

題名の横及び教材文の

終わり「学びの手引き」に

記載している。 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は６つで，発問数が

多く焦点化した話し合い

になりにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主題名の下や教材文の

終わりの「考えよう」のコ

ーナー，「つなげよう」の

コーナーにキャラクターと

ともに記載している。 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は５つで，導入，前

段，後段の発問が記載

されている。 

 

 

○同じ内容項目の教材で，

既習の教材とつなげて

考えられるような発問が

あり，工夫されている。 

 

 

 

 

○主題名の下及び教材文

の終わりにキャラクターと

ともに記載している。 

 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は４つで，前段，後

段の発問が記載されて

おり，価値葛藤で多面

的，多角的に考えること

ができる発問である。 

 

 

 

 

○主題名の横，教材文の

下段，教材文の終わりに

記載してあり，数が多

い。 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は７つで，発問数が

多く焦点化した話し合い

になりにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教材文の終わり「考えよ

う」や「深めよう」のコーナ

ーに記載している。 

 

 

 

 

○教材「手品師」について 

発問は２つで，資料から

考える前段の発問が１

つ，自分の生活につな

げて考える後段の発問

が１つある。 

 

 

 

 

 

 

○１年生の一部を除き，教

材文の終わり「考えよう話

し合おう」のコーナーに

記載し，別冊「道徳ノー

ト」にも違う発問を記載し

ている。 

 

○教材「手品師」について 

発問は４つで，発問の意

味がわかりにくいものが

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 

 
 

○３年以上は，問題解決的

な学習に適した教材に

は，目次及び該当ペー

ジにマークをつけて示

し，教材の終わりに，問

題を解決するための「考

えるステップ」を設けてい

るので，問題解決的な学

習を展開しやすい。 

 

○問題を見つけて考える：

３，４学年に１つ，５，６学

年に２つ，扉ページに問

題を提示し，教材の終わ

りに「考えるステップ」を

示している。 

 

○問題解決的な学習に適

した教材には，別冊「活

動」の中に「考えよう」「み

つめよう」「アクティブ」な

どのマークをつけて示

し，考えを深めていくた

めの発問を明記している

が，マークの種類が多す

ぎて意図が分かりにく

い。 

 

 

 

 

 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材の終わりに

「学びの手引き」を設けて

いるが，全教材が同じ扱

いであり，問題解決的な

学習にはなりにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材の終わりに

「考えよう」のコーナーを

設け，学習のめあてや発

問を掲載しているが，全

教材が同じ扱いであり，

問題解決的な学習には

なりにくい。 

 

 

 

 

○問題解決的な学習に適

した教材には，目次及び

該当ページにマークをつ

けて示し，教材の終わり

に，「学習の手引き」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。 

 

○学習の手引き：１学年で

１つ，２～４学年で３つ，

５，６学年で４つ，学習の

展開例を示している。 

 

 

○問題の解決に取り組むこ

とができるよう，冒頭の主

題名の横や教材文の下

段に，問いを示している

が，全教材が同じ扱いで

あり，問題解決的な学習

にはなりにくい。 

 

 

 

 

○「深めよう」のコーナーを

教材の終わりに設け，問

題解決的な学習の道筋

を示しているが，問題解

決的な学習にはなりにく

い。 

 

 

 

 

○問題解決的な学習がで

きるよう，教材の終わり

に，「考えよう話し合おう」

のコーナーを設けている

が，３～６年では，「学習

の道すじ」の中で，学習

のめあても示しており，

主体的な学習になりにく

い。 

 

 

 

 

 

 

 

校種 小学校 種目 道徳科 
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東 書 学 図 教 出 光 村 日 文 光 文 学 研 廣あかつき 

④体験的な学習を
取り入れた工夫 

 
 

○「出会う・ふれ合う」のマ

ークを使い，目次及び該

当ページに示している。

教材で学習した後，実際

にやってみて考える活動

が設定されている。 

 

 

 

○「出会う・ふれ合う」：  

 全学年２つずつ  

○別冊「活動」の中に，「ア

クティブ：やってみよう」の

マークとともに発問を掲

載し，役割演技を促すも

のもある。 

 

 

 

 

○「やってみよう」：１年２つ

２年３つ，３年１つ，４年０

こ，５年２つ， ６年３つ 

○「スキル」のマークを使

い，「やってみよう」のコ

ーナーを掲載し，役割演

技を促すものがある。 

○「学習の手引き」の中に

「ジャンプ」のマークを示

し，多面的に考えることを

促している。 

 

○「スキル」：各学年２～３

つ 

○「ジャンプ」：１学年２つ，

２学年７つ，３学年７つ，

４学年９つ，５学年３つ，

６学年５つ 

○「考えよう」のコーナーの

中に，「○○になったつ

もりで，話してみよう」「演

じてみよう」等の学習活

動を示し，役割演技を促

している。 

 

 

 

○「～なったつもりで，話し

てみよう」「演じてみよう」：

各学年１～３つ 

 

 

○「劇をしたり，体を動かし

たりして考える」マーク

を，目次及び該当ページ

に示し，「学習の手引き」

として役割演技を促して

いる。 

 

 

 

○「劇をしたり，体を動かし

たりして考える」マーク：１

学年で５つ，２～４学年で

３つ，５，６学年で２つ 

 

○他人とのかかわり方を体

験的に学ぶことができる

ように「みんなでやってみ

よう」のコーナーを掲載し

ているが，教材と関連付

けて扱いにくい。 

 

 

 

○「みんなでやってみよ

う」：各学年に１つずつ 

 

 

 

○教材の終わりに「やって

みよう」のマークがあり，

役割演技を促すページ

を記載している学年もあ

るが，「やってみよう」の

内容は，教材と関連付け

て扱いにくいものもある。 

 

 

○「やってみよう」：１～４年

は２～３つ，５，６年は１つ

ずつ 

 

 

○３～６年では，「考えよう

話し合おう」のコーナー

の中に「学習を広げる」

内容の一つとして，「活

動しよう」で役割演技を

促すものもある。 

 

 

 

○「活動しよう」：３年５つ，４

年６つ，５年４つ６年２つ 

 

⑤自己の生き方に
つなげる工夫 

 
 

○３～６学年には，「つなが

る・広がる」として，他の

教科の学習との関連を

記載している。 

 

○「言葉，情報モラル」「生

き方を学ぼう」等の５つの

視点を基にした６つの

「読み物コラム」を，関連

する複数の道徳的価値

とともに掲載している。 

 

○別冊「活動」には，価値

項目ごとに「広げよう」の

コーナーがあり，導入や

終末に活用することで，

自己の生き方につなげ

やすい。 

○「補充教材」として，（ただ

し３５教材の中に含まれ

ている）「こころざしをもっ

て」「国や郷土を愛する」

等の視点を基に読み物

を掲載している。 

 

○教材と「情報」「いじめ」

「共生」「環境」「国際理

解」等の視点を基にした

コラムを組み合わせた

「ユニット」を設けている。 

 

○「情報モラル」や「いじめ」

等と関連付けて各学年４

～６つ「心のベンチ」のペ

ージを設けている。 

 

○「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。 

 

○「つなげよう」「広げよう」

等の４種類の「学び方の

ページ」を掲載している。 

 

○３～６学年では，巻末に

「生命尊重」「ともに生き

る社会」「情報モラル」等

について掲載している。 

 

○３～６学年では，「考えよ

う話し合おう」のコーナー

の中に，「学習を広げる」

内容として，図書や人物

の紹介を掲載し，考えを

深めるよう促している。 

 

[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６学年 

３５教材＋５コラム＋４付

録 

 

 

 

○２学年以上には，記述欄

が設けてあり，随時学習

の振り返りを書き込むこと

ができる。最後に学期ご

とにまとめを書く欄があ

る。 

○教材集と別冊で構成され

ている。 

○第６学年 

３５教材＋６コラム 

別冊にもコラムが多くあり

活用できる。 

 

 

○記述欄は別冊に価値に

沿って問うものが1教材1

問程度あるが，書き込む

ための欄は小さめであ

る。 

 

○別冊の記述は内容のまと

まりごとに比較できる配

列となっているので，評

価につなげやすい。 

○教材集のみの構成であ

る。 

○第６学年 

２９教材＋５補充教材 

 

 

 

 

○記述欄は，ほとんど設け

ていない。学習の振り返

りを書く欄はない。1年間

の振り返りを書き込む欄

が最後にある。 

 

 

 

 

 

○教材集のみの構成であ

る。 

○第６学年 

３５教材＋５コラム＋５付

録 

 

 

 

○３学年以上には，記述欄

が全ての教材にあり，学

習の振り返りを書くことが

できる。最後に学期ごと

のまとめを書く欄がある。 

○教材集と別冊で構成され

ている。 

○第６学年 

３５教材＋４付録＋ 

６特設 

付録も読み物教材として

活用できる。 

 

○記述欄は別冊にあり，主

発問や自分の考えを書く

欄に加え，友だちの考え

を書く欄もある。 

○教材集のみの構成であ

る。 

○第６学年 

３５教材＋９コラム＋ 

５付録 

付録も読み物教材として

活用できる。 

 

○学びの足あととして，毎

時間の振り返りを簡単に

記述する欄が設けてあ

る。学期ごとのまとめを書

く欄がある。 

○教材集のみの構成であ

る。 

○第６学年 

３５教材＋１０コラム 

 

 

 

 

○記述欄は，わずかしか設

けていない。学習の振り

返りを書く欄はない。 

○教材集と別冊で構成され

ている。 

○第６学年 

３５教材＋６コラム＋ 

３付録 

別冊に名言や内容に関

する解説がある。 

 

○別冊に学習の振り返りを

書く欄があるが，内容項

目に準じた問いや自分

の考えたことを書く欄が

大きく，書き込む量が多

い。 

⑦現代的な課題等
を踏まえた内容
の示し方 

○２つの教材を組み合わせ

たユニットを設けていじ

めを考える場を設定して

いる。 

○いじめに関する教材がわ

かりにくい。 

○目次及び該当ページに

いじめに関連するマーク

が表示されているが，小

さくわかりにくい。 

○２つの教材とコラムを組

み合わせたユニットを設

けていじめを考える場を

設定している。 

 

○３～６学年は，いじめに

ついて考える教材のまと

まりであることがわかりや

すい。 

○教材とコラムを組み合わ

せたユニットを設けてい

じめを考える場を設定し

ている。 

 

○目次から，いじめについ

て考える教材のまとまり

であることがわかりやす

い。３学年以上ではいじ

めの構造等詳しく説明し

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わか

らない。 

○中学年では，なかよくと

いう視点で３つの教材を

関連させているが，目次

に表示されているものか

らは，いじめに関する教

材がどれなのかわからな

い。 

○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わか

らない。 
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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 

【巻頭】 

○２学年以上は，「道徳の

学習を進めるために」や

「道徳の時間が始まる

よ！」のページを設定

し，話し合いや考えの深

め方のヒントを示してい

る。 

○２学年以上は，目次とは

別に，「これから一年間

で学ぶこと」として，４つ

の視点ごとに教材名を示

している。 

 

 

 

 

【巻末】 

○2 年生以上は，教材一覧

の掲載がない。 

 

○「つながる 広がる」と題

した付録として，１，２学

年は日常生活等，３学年

以上は伝統文化等の内

容や各教科等との関連

を５～６ページで示して

いる。 

 

【巻頭】 

○各学年，「読みもの」には

「道徳の学習を始めよう」

を見開き２ページで設定

し，学習の意味づけを示

している。 

 

○別冊「活動」には，使い

方の説明を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻末】 

○各学年「道徳の学習をふ

り返ろう」と題して，内容

項目別教材一覧を４つ

の視点別で示している。 

 

○別冊「活動」には，「活動

のヒント」や「活動の資

料」を３～５ページ掲載

し，話し合いの参考とす

ることができる。 

 

○別冊「活動」には，保護

者向けに４つの視点の内

容とともに，めざすこと，

教材名を示している。 

【巻頭】 

○各学年，「道徳の学習が

始まるよ」を見開き２ペー

ジで設定し，今の自分の

姿や目標とする自分の

姿を書き込めるようにな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻末】 

○各学年，内容項目別教

材一覧を４つの視点別で

示している。 

 

○１，２学年には「身に付け

よう礼儀・マナー」を４ペ

ージ掲載しているが，教

材とのつながりは明記さ

れていない。 

【巻頭】 

○２学年以上には，「道徳

の時間は」を見開き２ペ

ージで設定し，考え方の

ヒントを示している。 

○各学年の目次の前に

は，命をテーマにした詩

を見開き２ページでイラ

ストとともに掲載してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【巻末】 

○各学年，内容項目別教

材一覧を４つの視点別で

示し，現代的な課題等と

の関わり，他教科・領域

の関わりも記載している

が，視点ごとで色分けは

されていない。 

 

○３学年以上には，各分野

で活躍している人からの

メッセージや日本の伝統

文化についてが掲載さ

れており，全学年，補助

資料として「自分や友だ

ちとうまく付き合うこつ」を

示している。 

 

【巻頭】 

○各学年，「道徳のとびら」

で学習の意味づけを示

し，「道徳の学び方」で考

え方のヒントを示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻末】 

○各学年，内容項目別教

材一覧表を４つの視点

別で示し，学習の手引き

の例示の有無も示してい

る。 

 

 

○別冊「道徳ノート」には，

「道徳ノートのとびら」が１

ページで示され，今の自

分の姿や特に学びたい

ことなどが書き込めるよう

になっている。 

【巻頭】 

○各学年，「さあ，道徳の学

習が始まります」，「道徳

の時間は，こんな時間で

す」，「いろいろな場面で 

・・・・・・」，「この本の使

い方」を，それぞれ見開

き２ページで設定してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻末】 

○巻末には，内容項目別

教材一覧を４つの視点

別で示し，関連性のある

内容項目を記載してい

る。 

 

【巻頭】 

○各学年，「道徳の学習が

始まるよ」「自分のことを

かいてみよう」を見開き２

ページで設定し，考え方

のヒントを示すとともに，

今の自分の姿や目標と

する自分の姿を書き込め

るようになっている。 

○各学年，４つの視点ごと

の教材一覧を見開き２ペ

ージで示している。 

○各学年の目次の前に

は，自然の写真とともに，

詩を見開き２ページで掲

載している。 

 

【巻末】 

○各学年，内容項目別教

材一覧を４つの視点別で

示し，他の教科等との主

な関連を記載している。 

 

【巻頭】 

○１学年は「どうとくのじか

んがはじまるよ」を１ペー

ジ，２学年以上は「道徳

の時間はこんな時間」を

３ページで設定し，考え

方のヒントを示している。 

○別冊「道徳ノート」には

「今の自分を見つめて」

「自分を見つめて」を見

開き２ページで設定し，

今の自分の姿や目標を

書き込めるようになって

いる。 

 

 

 

【巻末】 

○各学年，内容項目ととも

に，掲載しているすべて

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 

 
 

○２学年以上は，巻頭の

「道徳の学習を進める

ために」の中に，話し

合いの約束を示すとと

もに，「ちょっとみんな

で話し合ってみよう」

のページを設定してい

るが，話し合いの具体

的なイメージにはつな

がりにくい。 

 

○考えを伝え合う活動を

促す発問がある。 

 

 

○巻頭の「道徳の学習を始

めよう」の中に，話し合い

の状況を子どもの言葉で

示しているので，話し合

いの具体的なイメージを

持ちやすい。 

 

○別冊「活動」の中に，「は

なしあおう『アクティブ』」

のマークを用いるととも

に，巻末に話し方・聞き

方，話し合いのポイントを

示しているので，考えを

伝え合う活動を促しやす

い。 

 

○巻頭の「○年生の道徳の

学習が始まるよ」の中に，

話し合いの意義や活動

について示している。 

 

○教材の終わりの「学びの

手引き」の中に考えを伝

え合う活動を促す発問

があり，活動の具体的な

状況を示している。 

 

 

 

 

○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，話し

合いの具体的な状況を

子どもの言葉で示してい

るので，話し合いの具体

的なイメージを持ちやす

い。 

 

○５，６学年は，巻末に「感

想を表すときの言葉」の

ページを設け，語彙を示

している。 

 

 

 

○巻頭の「道徳の学び方」

の中に，話し合いの状況

を子どもの言葉で示して

いるので，話し合いの具

体的なイメージを持ちや

すい。 

 

○「心のベンチ」や「学習の

手引き」の中に，考えを

伝え合う活動を促す発

問があり，活動の流れ

を具体的に示してい

る。 

 

 

○巻頭の「道徳の時間は，

こんな時間です」の中に

話し合いのポイントを示

している。 

 

○教材の終わりに，考えを

伝え合う活動を促す発

問がある。 

 

 

 

○巻頭の「道徳の学習が始

まるよ」の中に学習の手

順に，話し合いのポイン

トを示している。 

 

○「深めようのページ」の中

に「活動」の欄を設け，話

し合いを促している。 

 

 

○巻頭の「道徳の時間はこ

んな時間」の中に，話し

合いの意義やポイントを

示している。 

 

○教材の終わりに，考えを

伝え合う活動を促す発

問がある。 

 

 

 

 

  


