
                                                                           

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 東京書籍 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な
知識及び技能を確
実に習得させ、これ
らを活用して課題
を解決するために
必要な思考力、判断
力、表現力等を育む
こと 

・学年段階に応じた重点項目を設定し、複数の教材で繰り返し学習できるよう、

よく配慮されている。 

・主に２つの発問で学習の流れを示している。 

【自】 

・すべての読み物教材に「自分を見つめよう」の項目を配置することで、登場人

物の判断や心情を考えることができるよう工夫されている点が優れている。 

・心情円や書き込み用紙などを取り入れ、自分の考えを見つめられるように工夫

されている。 

【問】 

・全体的に問題解決的な学習が多く、ペアやグループ、学級で話し合うことがで

きるように工夫されている。各学年で２時間ずつ配置されている。 

・発問の中に「なぜ」「どうして」の言葉を多用し、他者対話や協働をすること

で問題解決をし、新たな価値や考えを発見創造することができるよう大変工夫

されている。 

【体】 

・全学年で役割演技を取り入れた教材が配置されている。 

・Ａｃｔｉｏｎの教材を各学年２時間ずつ配置している。 

２ 主体的に学習に

取り組む態度を養

い、個性を生かし多

様な人々との協働

を促すとともに、生

徒の学習習慣が確

立するよう配慮す

ること 

・いじめに関する教材や情報モラルに関する教材が取りあげられており、現代的

かつ社会的な話題について学習者が考えられるように工夫されている。 

・教材の登場人物それぞれの立場から物事を考えさせる発問がある。 

・中学生の生活に身近な話題が多く、心を揺さぶるであろう教材が多い。 

・いじめ問題に関する教材は３年間で１５。生命尊重に関する教材は９。 

・発達段階に応じて「多様性」「持続可能な社会の形成」などについての教材を

取り扱っている。 

・デジタルコンテンツがある。 

・保護者記入欄はない。 

３ 学習指導要領に

示された各教科の

配慮事項にかかわ

ること 

・教材ごとに関連のある教科名をはじめに記している。 

・各教材に「自分を見つめよう」の項目を配置し、自己を振り返り、今後の生活

につなげる発問を位置付けている。 

 

４ 印刷・製本等にか

かわること 

・重さの平均は398ｇ、総ページ数の平均は201ページで大きさはＡＢ判。 

・文字と写真ともに鮮明で、色覚特性に適応するデザインとなるように十分配慮

されている。 

・書体はUD書体 

・目次には４つの視点別に教材を色分けしている。 

・巻頭に道徳の進め方（話し合いの手引き）の記載、４つの視点別の教材一覧表

がある。 

・巻末に議論につながる「ホワイトボード」「心情円」、評価に活用できる学期

ごとの「ふりかえり」がある。 

・巻末付録には主に活動を中心とした補助教材や郷土教材がある。 

・難しい言葉には、本文の下部に注として説明がある。 

 

意見書 



 

                                                                           

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 教育出版 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的
な知識及び技能を
確実に習得させ、
これらを活用して
課題を解決するた
めに必要な思考
力、判断力、表現
力等を育むこと 

・「学びの道しるべ」では２～３の問いを示すことによって、考える視点や学習の

流れを明確にしている。 

・導入において教材の価値を明示している。 

・学年ごとに「生命の尊さ」や「いじめ・差別問題」、「情報モラル」などの重点

指導内容を多く設け、複数の教材で繰り返し学習できるように工夫されている。 

【自】 

・「学びの道しるべ」を全教材に設け、「あなたならどうするか」「どう思うか」

と自分の考えを問う発問が位置付けられている。 

【問】 

・全ての教材で問題解決的な学習を促す発問が位置づいている。 

【体】 

・「やってみよう」では、役割演技などの体験的な活動や話し合い活動が位置づい

ている。 

２ 主体的に学習に

取り組む態度を養

い、個性を生かし

多様な人々との協

働を促すととも

に、生徒の学習習

慣が確立するよう

配慮すること 

・いじめ問題について繰り返し考えられるように、直接的・間接的に教材を位置付

けている。 

・郷土にかかわる教材が複数示されており、国や郷土を愛する態度を育む工夫が十

分にされている。 

・いじめ問題に関する教材は３年間で１７。そのうち８は補助教材。 

・生命尊重に関する教材は３年間で１６。そのうち１は補助教材 

・「学びの道しるべ」の項目では、さまざまな場面や立場から、価値を考えられる

ようになっている。 

・中学生が身近に感じる教材が多く配置されている。 

・デジタルコンテンツがある。 

・保護者記入欄がある。 

３ 学習指導要領に

示された各教科の

配慮事項にかかわ

ること 

・各教科の道徳性の育成につながる内容がある。 

・各教材に物事を自分の生活に引き付けて考えられるような発問を位置付けてい

る。 

 

４ 印刷・製本等に

かかわること 

・重さの平均は368ｇ、総ページ数の平均は207ページで大きさはＢ５判。 

・文字と写真ともに鮮明で、色覚特性に適応するデザインとなるように十分配慮さ

れている。 

・書体はUD書体 

・目次には４つの視点別に教材を色分けしている。 

・巻頭に道徳の学習の流れの記載。４つの視点別の教材一覧表がある。 

・巻末に評価に活用できる授業ごとの「学びの記録」、学期ごとの「振り返り」が

ある。 

・巻末付録には郷土教材などの補充教材がある。 

・難しい言葉には、本文の下部に注として説明がある。 

 

意見書 



                                                                           

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 光村図書出版 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な
知識及び技能を確
実に習得させ、これ
らを活用して課題
を解決するために
必要な思考力、判断
力、表現力等を育む
こと 

・学年の発達段階に応じた重点指導内容を設け、複数の教材で繰り返し学習でき
るように大変よく配慮されている。特に「生命を大切にする心」の育成に重点
を置いている。 

・発達段階や指導時期をよく考慮して、各学年を３シーズンにわけ、各テーマに
沿った複数のユニットを配列している。 

【自】 
・全ての教材に「考えよう」というテーマを位置づけ、登場人物に自我関与を

促す発問があり、自分に置き換えて考えられるよう大変よく工夫されている 
・「つなげよう」の項目では、「自分だったら」「自分は」と教材を通して自

分の考えを見つめなおす機会が与えられている。 
・巻頭に「『自分』との対話」の仕方を位置づけている。 

【問】 
・全学年で問題解決的学習を促すテーマが設定された教材が多く配置されてい

る。 
・「深めたいむ」や「なんだろうなんだろう」の教材において、『価値』につ

いて立ち止まって考えさせ、話し合い、意見交流ができるようになっている 
・いじめ問題に関する教材では、自分ができることを考えたり、情報社会に関

する教材では、情報社会で生きるために必要なことを考えたりして問題解決
的な学習が効果的にできるように大変よく工夫されている。 

【体】 
 ・「広げよう」のページでは、ペアでの活動やアドバイスし合う活動を取りあ

げている。 

２ 主体的に学習に
取り組む態度を養
い、個性を生かし多
様な人々との協働
を促すとともに、生
徒の学習習慣が確
立するよう配慮す
ること 

・「見方を変えて」「つなげよう」という欄を位置づけて、学習者が多様な観点
をもてるように大変よく工夫されている。 

・社会的、現実的なテーマや問題をより多く取り扱っている 
・中学生が身近に感じる教材や、中学生の心に訴えかける教材が豊富である。 
・特にいじめ問題を多く扱い、多角的にいじめや差別・偏見のない社会をつくる

ためにどうすべきかを考えさせる工夫が十分にされている。 
・いじめや情報モラルに関する教材には、「深めたいむ」があり、生徒の考えの

助けになっている。 
・いじめ問題に関する教材は３年間で２９ある。 
・生命尊重に関する教材は３年間で９ある。 
・デジタルコンテンツがある。 
・保護者記入欄がある。 
・二次元コードの教材数は３年間で６０教材ある。 

３ 学習指導要領に
示された各教科の
配慮事項にかかわ
ること 

・教材と他教科との関連を巻末に一覧にしている。 
・各教材の手引きに他教科や日常生活のと関わりや考えを深めるための投げかけ

がある。 
 

４ 印刷・製本等にか
かわること 

・重さの平均は342ｇ、総ページ数の平均は202ページで大きさはＢ５判。 
・重さ大きさともに、生徒が使いやすい教材となっている。 
・文字と写真ともに鮮明で、色覚特性に適応するデザインとなるように十分配慮

されている。 
・書体はUD書体 
・目次は３つのシーズンに合わせて色分けされている。 
・巻末には教材別テーマ一覧が設けられている。評価に活用できる「学びの記録」

がある。 
・文章中の難語には本文の下部に説明が位置付けられている。 
・巻頭に道徳の進め方の記載がある。 
・朗読ＣＤがついている。 

意見書 



       

                                             

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 日本文教出版 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に習得
させ、これらを活用して
課題を解決するために
必要な思考力、判断力、
表現力等を育むこと 

・全学年で「いじめと向き合う」ことを重要なテーマとし、教材後に「プラットホーム」として、

自分の考えを見つめる場を設けている。 

・「よりよい社会と私たち」というテーマで、インタビューや生徒を取り巻く環境に関わる

問題を解決するための活動などが取り上げられている。 

【自】 

・別冊｢道徳ノート」で毎時間、全教材で自分の考えやまとめを書くことができるように

している。 

・全ての読み物教材に「考えてみよう」を設け、 登場人物に自我関与を促す発問をしてい

る。 

【問】 

・問題解決的な学習対応教材を多く配置するなど十分に工夫されている。 

【体】 

・全学年で役割演技を含めた体験的な学習対応教材を多く配置している。 

２ 主体的に学習に取り

組む態度を養い、個性を

生かし多様な人々との

協働を促すとともに、生

徒の学習習慣が確立す

るよう配慮すること 

・モラルジレンマやSNSなどの教材を多く扱い、生徒が興味を抱くような今日

的な題材が大変多く取り扱われている。 

・ニュースで目にするような現実的なテーマを取り扱っており、自我関与し

やすいものが多い。 

・いじめ問題に関する教材は３年間で１７。そのうち８は補助教材。 

・生命尊重に関する教材は３年間で１４。 

・よりよい社会の実現について考えるユニット「よりよい社会と私たち」を

年間で複数配置している。 

・デジタルコンテンツがある。 

・「道徳ノート」の巻末の中に保護者記入欄がある。 

３ 学習指導要領に示さ

れた各教科の配慮事項

にかかわること 

・教材のテーマが多岐に渡っており、いろんな教科との関連を持たせている。 

・「自分に＋１」として、各教材に、授業で学んだことを前向きに自分に生かすための発

問を位置付けている。 

４ 印刷・製本等にかかわ

ること 

・重さの平均は339ｇ、総ページ数の平均は198ページで大きさはＢ５判。 

・重さ大きさともに、生徒が使いやすい教材となっている。 

・UD書体 

・すべての生徒が等しく学べるように、UDやふりがななどの配慮がされてい

る。 

・生徒の負担を軽減するために軽量の紙を使用している。 

・別冊「道徳ノート」があり、評価に活用できる授業ごとの記録、学期ごとの振り返り

がある。 

・巻頭に「道徳科で学ぶこと」「学び方」の記載がある。 

・巻末に４つの視点別の教材一覧表がある。 

         

 

 

意見書 



 

                                                 

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 

学研教育 

みらい 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に習得
させ、これらを活用して
課題を解決するために
必要な思考力、判断力、
表現力等を育むこと 

・全学年で「生命尊重」を重点テーマとし、複数時間をかけて学習できるようによく構成

している。 

・全学年で「いじめ防止」につながる４～６教材、「生命尊重」の５～７教材を配列し、いじ

め問題や生命尊重について深く考えられるようよく工夫されている。 

【自】 

・「考えよう」で、これからの生き方について考えるきっかけとなる質問を示している。 

・「クローズアップ」や各教材で自分の考えを各スペースを多く設けている。 

【問】 

・全学年の「深めよう」で問題解決的な学習対応教材を配置している。 

【体】 

・全学年の「深めよう」のコーナーでは、実際に演じてみたり、立場を変えてみたりして、

幅広い体験ができるよう大変よく工夫されている。 

２ 主体的に学習に取り

組む態度を養い、個性を

生かし多様な人々との

協働を促すとともに、生

徒の学習習慣が確立す

るよう配慮すること 

・「クローズアップ」で多面的・多角的な考え方ができる教材が多く配置さ

れている。 

・ノンフィクションや事実に基づく教材を多く扱っており、生徒が身近に感

じられるように大変よく工夫されている。 

・いじめ問題に関する教材は３年間で１４。そのうち７は補助教材。 

・生命尊重に関する教材は３年間で１８。 

・様々な生き方から学ぶために、日本の各地域に関連した内容を掲載してい

る。 

・生徒が主体的に課題を発見し、考えを深めるために写真を多く使うなど紙

面がよく工夫されている。 

・デジタルコンテンツがある。 

３ 学習指導要領に示さ

れた各教科の配慮事項

にかかわること 

・各教材に、教材を基にこれからの生き方について考えるきっかけとなる発問を位置付け

ている。 

・教材のはじめに他教科との関連を示したり、国語科や社会科など他教科での道徳性の育

成につながる内容を示したりして、教育活動全体を通して行う道徳の教材として優れて

いる。 

４ 印刷・製本等にかかわ

ること 

・重さの平均は370ｇ、総ページ数の平均は194ページで大きさはＡＢ判。 

・生徒が親しみを持てる挿絵や温かみのある色使いで、抵抗なく学習に取り

組めるようによく配慮している。 

・本文書体にはＵＤ書体を使用している。 

・巻頭に「道徳で学ぶこと・考えること」、４つの視点別の教材一覧表、さまざまなテーマの

紹介がある。 

・巻頭に自分見つめの「マイプロフィール」、巻末に心の成長を振り返る「心の四季・未来への扉」

がある。 

・巻末に評価に活用できる学期ごとの「学びの記録」がある。 

      

 

意見書 



 

                                                            

教   科  

 

種   目  

 

 

発 行 者          

         

      

特別の教科 

道徳 
道徳 

廣済堂 

あかつき 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に習得
させ、これらを活用して
課題を解決するために
必要な思考力、判断力、
表現力等を育むこと 

・全学年で「生命尊重」に特に深く関わる内容項目を重点としている。 

・全学年で４つの重点項目を３時間ずつかけて系統的に学習できるように構成している。 

【自】 

・全学年の全ての教材で「考えを広げる・深める」を通して、自己との関わりで考える問

いを設けている。 

・巻頭に「道徳の時間とは」を示し、道徳の時間をイメージできるようよく工夫されてい

る。 

・別冊｢道徳ノート」で毎時間、全教材で自分の考えやまとめを書く欄を位置付けている。 

【問】 

・それぞれの教材の中に「なぜ」「どうして」などの発問があり、他者対話や協働しつつ、

問題解決する中で、新たな価値や考えを発見・創造することができるようになっている。 

【体】 

・全学年で役割演技を含めた体験的な学習対応教材を複数配置している。 

２ 主体的に学習に取り

組む態度を養い、個性を

生かし多様な人々との

協働を促すとともに、生

徒の学習習慣が確立す

るよう配慮すること 

・「いじめ」に関してSNSを取り上げ、現代的な課題について考える作りにな

っている。 

・いじめ問題に関する教材は３年間で９。そのうち５は補助教材。 

・生命尊重に関する教材は３年間で１９。そのうち補助教材が９。 

・デジタルコンテンツ等が多く配置されており、大事な箇所をみんなで確認

したり、映像教材を活用して、魅力ある授業を仕組んだりすることができ

る。 

３ 学習指導要領に示さ

れた各教科の配慮事項

にかかわること 

・教材と他教科との関連を巻末に一覧にし、教育活動全体を通じて、道徳教育を行う工夫

がされている。 

・各教材に生徒が考えを広げ、深められる発問を位置付けている。 

４ 印刷・製本等にかかわ

ること 

・重さの平均は355ｇ、総ページ数の平均は174ページで大きさはＡＢ判。 

・印刷は鮮明で視認性が高い。 

・文字サイズ、文字間、行間が統一され、ＵＤ化されている。 

・表紙の耐久性は高く、製本は堅牢である。 

・巻頭に学年の発達段階に応じた道徳の時間の意義、学習の進め方の記載がある。 

・別冊「道徳ノート」があり、内容項目の解説や学習の記録、評価に活用できる授業の振

り返りがある。 

   

 

 

 

 

意見書 
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特別の教科 

道徳 
道徳 日本教科書 

 

調査項目 意     見 

１ 基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に習得
させ、これらを活用して
課題を解決するために
必要な思考力、判断力、
表現力等を育むこと 

・全学年で「友情、信頼」「生命尊重」の教材を他より多く、各２～３編載せている。 

・３年間の発展性を重視して、各学年に関連教材を配置している。 

【自】 

・全ての読み物教材で、筆者や登場人物の心情や、生徒自身の考えを問うている。 

・巻頭に「多様な考えを知るために」を示し、議論する道徳をイメージできるようにしてい

る。 

【問】 

・全学年でワークシートや問い等を取り入れた問題解決的な学習対応教材を配置してい

る。 

・主に補助発問、中心発問、一般化の発問で、学習の流れを示している。 

【体】 

・全学年でワークシートや問い等を取り入れた体験的な学習対応教材を配置している。 

２ 主体的に学習に取り

組む態度を養い、個性を

生かし多様な人々との

協働を促すとともに、生

徒の学習習慣が確立す

るよう配慮すること 

・学年に応じて、「LGBT」「環境問題」等についての教材を取り扱っている。 

・デジタルコンテンツや保護者記入欄は取り扱っていない。 

３ 学習指導要領に示さ

れた各教科の配慮事項

にかかわること 

・各教科での道徳性の育成につながる内容がある。 

・各教材に、生徒の思考を揺さぶる発問を位置付けている。 

４ 印刷・製本等にかかわ

ること 

・重さの平均は335ｇ、総ページ数の平均は194ページで大きさはＢ５判。 

・軽く、生徒が使いやすいよう配慮されている。 

・印刷は鮮明で視認性が高い。 

・表紙の耐久性は高く、製本は堅牢である。 

・巻頭に「道徳科って何を学ぶの？」や「教科書の使い方」の記載がある。 

・巻末に４つの視点別の教材一覧表、評価に活用できる「心の成長」「道徳の時間」の振

り返りがある。 
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