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平成３１年度使用 県立千葉中学校 教科書選定理由書

（種目：特別の教科 道徳 ）

観 発行者 ２ 東京書籍 発行者 １１ 学校図書

書名 新しい道徳 書名 輝け未来
点

・いのちについて考える教材をユニット化（２つの ・生命のもつ神秘性、有限性、連続性等、生命を様
教材とコラムを連続して掲載）し、関連づけて学 々な角度から捉えて教材化し、臨場感のある教材
習できるように構成されている。生命を様々な角 や感動を覚える教材も多い。納棺師の仕事を題材

① 度から捉えて教材化し、さらに深く考えられる書 とした教材では、生命の尊厳について考えること
籍が紹介されている。学年が上がるごとに、生命 ができ、ソーセージ作りの体験を題材とした教材
の連続性、有限性の深まりがある教材配列となっ では、生命あるものは、支え合い、生き、生かさ
ており、自己肯定感を向上させ、感動を覚える教 れていることを理解できる。
材も多い。

・教材の冒頭にねらいを設定し、導入で問題提起を ・教材の冒頭に内容項目が記載されている。また、
してから教材に入れる配慮がある。また、教材の 教材の内容項目が補充的・発展的に学習できるよ
末尾にねらいについて考えることができる発問や うに２２のコラムが配置され、より深く考えられ
記入欄、ワークシートが設けられている。 るように配慮されている。

② ・問題解決的な学習に適した教材が各学年に複数配 ・問題解決的な学習に適した教材は各学年に配列さ
列され、多面的・多角的に考え、議論することが れ、日常生活と関連付けて考えられるようにして
できるよう配慮されている。 いる。

・複数の時間で指導することが想定される教材があ
る。

・校外学習時の健康管理、歩きスマホなど日常の生 ・日常生活の中にある災害を注視し、安全に関して、
活の中で安全な生活を送るためにはどうしたらよ 気を付けなければならないことを考えさせている。
いかを考えさせている。 ・生活習慣や安全に対する思慮のない行動を改善し、

③ ・東日本大震災を教材に取り上げ、被災した中学生 心身の健康や安全に配慮した生活を送ろうとする
の的確な判断により難を逃れた経験を通して、安 態度を養うことをねらいとしている。
全につながる日常の大切さを取り上げている。

・主体的に社会形成に参画できるよう、挨拶やボラ ・各学年の教材では、日常生活を通して人間愛の精
ンティア活動に関する教材を掲載している。介護 神と思いやりの心、感謝する心について考え、深
での出来事などを通して家族や友人に対する感謝 めることができる。また、意見交換を通して考え
の気持ちや相手の心に寄り添うことの大切さを考 ていくことでねらいに則した活動が設定されてい
え、自分の意見を発表する場も設定されている。 る。

・いじめについて考える教材を掲載し、３つの教材 ・自分の行動が、自分自身や他者に対してどのよう
④ をまとめたユニット構成で、多面的・多角的に考 な結果をもたらすかを深く考え、判断し、責任の

えられるようになっている。２年生「あの子のラ ある行動をしようとする態度を養う教材を掲載し
ンドセル」では、いじめが被害生徒だけではなく、 ている。
周囲の人間や加害生徒のその後の人生に与える影 ・人間の心が併せもつ弱さ、強さについて正対しつ
響についても考えることができる。活発な話合い つ、自分自身の心を奮い立たせることにより、目
や振り返りができるよう工夫されている。 指す生き方や誇り高き生き方に近づこうとする豊

・個性を尊重し、その能力を伸ばすことに関する教 かな情操と態度を養う教材を掲載している。実在
材が掲載されている。各学年の教材とも自分の長 の人物（福本清三、為末大）を題材としており、
所と短所を理解し、前向きに人生を歩む勇気を与 説得力がある。
えてくれる。

・郷土の伝統と文化から郷土のよさを実感する教材 ・郷土を見つめ、誇りをもつことをねらった教材が
と郷土の発展について考えさせる教材を扱ってい 設定され、郷土の伝統と文化の継承の大切さを考
る。付録として千葉県の伝統的な技術「上総掘り」 え、郷土の発展を意識させる内容を扱っている。
について扱っている。 千葉県ゆかりの人物「田中一村」「山崎直子」につ

・１年生では、和菓子作りを通して日本文化の「心」 いて掲載している。
⑤ を考えさせており、伝統を引き継ぐことの大変さ ・「国際社会の中で、日本人としての自覚と誇りを

や喜びも読み取れる。写真や説明も効果的で、そ もつ」ことをねらう教材を扱い、２年生では王貞
の情景が思い浮かぶ。 治の祖国を愛する気持ちが伝わり、「出自を誇り、

文化の継承者であるとともに発信者である」
ことの自覚を深め、「愛国心」の大切さが読み取れる。

・相互理解に関しては、絵を見ていじめ問題を考え ・学年が上がるにつれて、より現実的な教材が用意
る教材など、数多くの教材が掲載されている。 され、カンボジアや富士山についての教材では自

⑥ ・日常の学校内で起こりうる可能性のある状況を取 らが参加する活動の意義が計り知れる。
り扱っている。 ・相互理解の観点では、誰もが身近な問題として関

・社会参画については、人権・福祉にかかわる教材 わりがある部活動等の話題が取り上げられている。
が扱われている。身近な生活の中の些細な出来事
から社会参画を考えさせる教材がある。



平成３１年度使用 県立千葉中学校 教科書選定理由書

（種目：特別の教科 道徳 ）

観 発行者 【推薦】 １７ 教育出版 発行者 ３８ 光村図書

書名 とびだそう未来へ 中学道徳 書名 きみがいちばんひかるとき
点

・自分の生き方に引きつけ、考え、議論し、道徳性 ・「考えたくなる」「語り合いたくなる」「動き出し
を養う編集となっている。また、次の時代を切り たくなる」の３つの基本方針で編集されている。

① 拓いていく力を養う教材として、生命尊重の内容 美しいイラストや写真とともに、読みやすい文章
が取り上げられている。どの学年の教材も生命の で生命の尊厳や有限性、連続性が語られている。
有限性、連続性について触れられており、自らも 心静かに死を受け止める姿を描いた教材からは、
多くの命によって生かされていることにも気付か 生命の尊厳について考えることができる。
せることができる。

・また、広い視野に立ち、多面的・多角的に考える
ことができる教材もある。

・教材の冒頭に意識づけを促す発問があり、導入で ・教材の冒頭に内容項目が記載されて、教材の末尾
問題提起をしてから教材に入れる配慮があり、末 にねらいについて考えることができる発問が設け
尾にはねらいについて考えることができる発問や られている。
ワークシートが設けられている。 ・問題解決的な学習に適した教材が各学年に複数配

② ・問題解決的な学習に適した教材が各学年に複数配 列され、多面的・多角的に考え、議論することが
列され、多面的・多角的に考え、議論することが できるよう配慮されている。
できるよう配慮されている。 ・教材は日常生活と関連付けて考えられるよう配慮

・読み物や漫画等、教材の多様性があり、生徒の実 されている。
態に合わせ教材を選択できる利便性がある。

・全学年を通して、東日本大震災、阪神・淡路大震 ・全学年で震災（東日本大震災等）を題材に自らの
災、熊本地震などを題材とし、「自他の命を尊重 命、他者の命を尊重し、守るために「常に備える、
し、それを守るためにどんなことをしたらよいか」、 未来に伝える」という意識が配慮されている。

③ 「災害の後の復興」について深く考えさせている。 ・震災での出来事を通して、多様な価値（働く意味
・日常生活で中学生が使用するスマホを題材として、 や社会貢献等）について考えさせている。
歩きスマホをどうするか、またどのように付き合
っていけばよいか等、情報モラルの視点から身近
な問題を取り上げている。

・「思いやり、感謝」「友情、信頼」「よりよい学校 ・１学年「席を譲ったけれど」では、中学生が高齢
生活、集団生活の充実」などについて考える多種 者に席を譲った際の出来事を通して、他者への思
多様な教材が豊富に掲載されている。生徒作文を いやりについて考える内容が掲載され、生徒が「他
題材に、登場人物の立場にたって演じ、思いやり 者」と「自己」と対話し、考えを深め、主体的に
及び思いやりを伝える方法を考え、自他を敬愛し 議論する場が設定されている。各学年で発達段階
協力を重んずる態度を養う場が設定されている。 に即した教材から視野を広げ、豊かな人間性や道

④ ・自主及び自律の精神の項目では、２年生において 徳的判断力を養うことができる。
部活動を題材に、「先輩になる」とはどういうこ ・２年生「許せないよね」では、インターネット上
とかを考え、主体的に社会の形成に参画し、その の匿名の書き込みにより起こった、生徒間の行き
発展に寄与する態度について深めることができる。 違いを描いた物語を通して、自分の言動に責任を

・１年生「まだ進化できる」では、常に向上心をも もつことの大切さを考えることができる。
ち進化し続けるイチロー選手の生き方を通して、 ・２年生「嫌われるのを恐れる気持ち」では、他人
個性を伸ばし充実した生き方を追及することの大 に嫌われるのを恐れ、本心を表に出せないことに
切さを考え、その能力を伸ばし、創造性を培う態 悩むある生徒の相談の手紙を通して、自己の在り
度を養う教材が掲載されている。 方やこれからの生き方を考え、向上心をもって物

事に取り組む姿勢を養う教材が掲載されている。

・郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度や郷 ・伝統工芸品を作る職人の思いから伝統継承の大切
土の発展について考える教材を豊富に扱っている。 さと郷土を愛する態度を養う教材を扱っている。

⑤ ・千葉県出身の人物「長嶋茂雄」に関する教材を扱 ・この国の文化や伝統のすばらしさを実感する教材
い、さらに付録では「山崎直子・鈴木大地・茂木 として、「米」「留学」「障子」など、生徒が身近
克己」の言葉を扱っている。 に感じることができる内容を取り上げている。２

・「“庶民の笑い”を絶やさない」「外国から見た日 年生では、ホストファミリーを通して、日本の良
本人」等、「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛 さ、愛国心について考え、議論が可能である。
する態度」について考える教材を多数扱っている。
各学年のどの教材からも伝統文化の継承や愛国心
の大切さを読み取ることができる。

・社会参画では、数多くの教材が取り扱われている。 ・社会参画では、異文化を通して、共生を考えさせ
他社にはない、しかし現実的な問題として食品ロ る教材がある。
スが取り扱われている。また、東日本大震災など ・相互理解では、多くの教材が取り上げられている。

⑥ の災害に関して社会連帯やよりよい社会の実現を ＳＮＳ上の画像を利用し、生まれつき異形の体の
考えさせている。 女性を紹介している教材が取り扱われいる。また、

・相互理解では、「いじめ」か「いじり」か、また、 生徒同士の誤解が生じやすい場面を漫画で取扱い、
外見上の差別に関しての教材が取り扱われている。 人間関係について考えさせる教材もある。



平成３１年度使用 県立千葉中学校 教科書選定理由書

（種目：特別の教科 道徳 ）

観 発行者 【推薦】 １１６ 日本文教出版 発行者 ２２４ 学研教育みらい

書名 あすを生きる 新しい道徳 書名 中学生の道徳 明日への扉
点

・主体的な学びができるよう、生徒と同年代の作文 ・生命の尊さを重んじ、自立した一人の人間として、
や闘病記を状況がイメージしやすいように写真や 他とともに人生をよりよく生きる力を育むために、
イラストとともに多数掲載している。２年生「命 「命の教育」を重視して編集している。闘病記や
を見つめて」は、猿渡瞳の闘病記で、「生きてい 実話をもとにした教材から、「命を輝かせて生きる」

① ることの幸せ」や「生命の可能性」について強い ことの大切さについて、深く考えることができる。
メッセージ性があり、端的な文章で感動的に描か 臓器移植をテーマとした教材は、様々な立場から
れている。また、逆境から立ち上がる人間の逞し 多面的・多角的な話合いが可能である。コラムを
さから、よりよい生き方について模索ができる教 授業の終末で活用し、広い視野で考えることがで
材も多い。 きる。

・教材の冒頭に学習の進め方を掲載し、授業で議論 ・教材の冒頭に内容項目を明示せず、生徒の問題意
する内容を明確に示している。また、資料を提示 識を喚起させる構成になっている。
することで議論の参考となる配慮がされている。 ・問題解決的な学習に適した教材が各学年に配列さ

・問題解決的な学習に適した教材が各学年に配列さ れ、多面的・多角的に考え、議論することができ
② れ、多面的・多角的に考え、議論することができ るよう配慮されている。

るよう配慮されている。 ・高等学校の道徳読み物教材と重複する教材が複数
・教材に対し、深く考えられるよう活動例の写真が 配置されている。
あり、学習者が学習活動を見通せる工夫がある。

・全学年を通して防災、生活安全、交通安全など安 ・震災被災者の体験談から、防災に対して安全で調
全教育に関する内容を取り上げ、安全・安心を意 和のある生活について考えさせている。
識した日常の生活を送ることねらいとしている。 ・問題解決的な学習が図れるように、文章を読んで

③ ・東日本大震災を題材に、多様な価値（生命の尊さ、 考える内容ではなく、図表などの資料の工夫をし
社会貢献、かけがえのない郷土）について考えさ ている。
せている。

・自転車による事故を通して、自分の身近にある「安
全」について考えさせている。

・日常生活で自分を支えてくれる家族や多くの善意、 ・３学年「『ありがとう。』の不思議な力」では、立
思いやりに気付き、感謝の気持ちを表し、周囲に 場が異なる人たちの「ありがとう。」に続いて、自
応えようとする教材を扱っており、様々な話合い 分自身に向けて「ありがとう。」の意味を問い、思
に対応でき、学んだことを振り返ることができる。 いやり、感謝について多面的・多角的に考えを深

④ 互いの立場や考えを尊重して協力し合う活動を通 める場の設定がされている。また、発達段階を考
じて、道徳的心情や判断力及びコミュニケーショ 慮し、教材や学びに興味・関心をもち、様々な視
ン能力が育成できるよう工夫されている。 点で議論をすることができる工夫がされている。

・学年に応じ、段階的に教材が選定され、３年生で ・「父との約束」では、自主及び自律の精神を養う
は主体的に自分の生き方を考え、決めたことを誠 ために、他人の悪口を言わない松井秀喜氏の生き
実に実行し、その結果に責任をもつ態度を育てる 方から、自律の精神を重んじ、自主的に考え、実
ための教材が掲載されている。「自分ってなんだ 行してその結果に責任をもつことについて考える
ろう」では、その人固有のよさがあり、自己受容 ことができる。
・自己理解に努め、自分らしさが発揮できる生き ・個性を伸ばして充実した生き方を追求することに
方から、自らの弱さを克服して気高く生きようと ついて考え、個人の価値を尊重し、その能力を伸
する心について考えることができる。 ばし、創造性を培うための教材が掲載されている。

・郷土の伝統や文化の重要性に気づかせ、その継承 ・様々な形で地域社会の一員として郷土を愛する態
及び震災から復興を目指す姿勢から郷土に貢献し 度を養い、郷土の発展について考えさせる教材を
ようとする態度を養う教材を扱っている。千葉県 扱っている。千葉県に関連する教材を２つ（「伊能

⑤ 関連の内容「三番瀬」に触れている。 忠敬」、「ディズニーランドの清掃員」）扱ってい
・我が国と郷土の発展と、伝統と文化の育成・継承 る。
に尽くした先人の努力とその精神に触れ、新たな ・「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度」
文化の創造と発展に寄与していく責務が自覚でき と、個性豊かな文化の創造を図る態度を養うこと
る多くの教材を扱っている。２年生では、ホスト ができる教材を扱っている。各学年ともにわかり
ファミリーを通して、日本の良さ、愛国心を考え やすい題材である。
させられる。

・社会参画については、多くの教材を取り上げてお ・社会参画、相互理解について取り上げられている
り、内容も多岐にわたっている。富士山の環境問 教材はそれほど多くないが、小さいことから社会

⑥ 題、京都の門履き、災害ボランティア、町内会な 参画ができる実証例として、ヨコスカネイビーパ
どである。実話もあり、日本の生活様式から考え ーカーが取り上げられ、社会連帯の観点からも考
る社会参画がある。 えることができる。

・相互理解の項目では、学校生活上の友人関係や、
インターネット上のトラブルを取り上げている。



平成３１年度使用 県立千葉中学校 教科書選定理由書

（種目：特別の教科 道徳 ）

観 発行者 ２３２ 廣済堂あかつき 発行者 ２３３ 日本教科書

書名 自分を見つめる１ 書名 道徳中学校
点 自分を考える２ 自分をのばす３ 「生き方から学ぶ」「生き方を見つめる」「生き方を想像する」

・生命について、「誕生」から連続性と可能性を、「死」 ・「人間尊重の精神」やいじめを許さない心の根底
からは有限性を、家族への敬愛から生命の尊厳等 には、「生命を尊ぶ」態度が不可欠であり、生命尊
を考え議論できるよう編集されている。 重の学びをより深めることができる教材が設けら

① ・限られた命を振り絞って生きる母親の姿を描いた れている。内容項目視点Ｄの教材が並んで配置さ
「誰かのために」は、生かされていることの重み れており、生徒の意識をつなげながら学習を進め
を感じ、生きることの勇気を受け取れる。臓器移 られる構成になっている。
植をテーマとした教材は、様々な立場から多面的
・多角的な話合いが可能である。

・教材の冒頭に内容項目を明示せず、生徒の問題意 ・教材の冒頭に内容項目を明示せず、生徒の問題意
識を喚起させる構成である。１年生は文字サイズ 識を喚起させる構成になっており、教材の末尾に
を大きくしており、学年段階が考慮されている。 ねらいについて考える発問が設けられている。

・問題解決的な学習に適した教材が各学年に複数配 ・問題解決的な学習に適した教材が各学年に配列さ
② 列され、漫画、図表も掲載し、多面的・多角的に れ、多面的・多角的に考え、議論することができ

考え、議論することができるよう配慮されている。 るよう配慮されている。
・教材が現代的な課題の題材が多く、実生活におけ ・教材は、中学３年間を通した成長物語もあるなど、
る課題を見出すなど、考えを深めることができる。 特徴的な作品が目立つ。

・全学年で震災（東日本大震災等）を題材として扱 ・東日本大震災を題材とし、被災者とのかかわりを
③ っている。生命の尊さ、郷土の伝統や文化を守り、 通して感謝する気持ちをねらいとしている。

受け継いでいくことの意義やその発展に寄与して また、短いコラム等で「自転車の乗り方」や「災
いこうとする態度をねらいとしている。 害時の行動」について取り上げている。

・自他の敬愛と協力を重んずることと関わる、思い ・思いやりの心をもって人と接するとともに、家族
やりや感謝に関する題材を掲載している。地域や や多くの人々の善意により日々の生活や現在の自
公共の場における他者との交流、学校での友人関 分があることに感謝し、登場人物の悩みや葛藤を
係など、人と人との温かな触れ合いを感じながら、 共有し、道徳的問題や判断の結果を自分自身のこ
人間愛の精神について考えを深め、「他者を思い とと捉え、考え、議論することで道徳的諸価値へ
やる心」について深め、議論する場も設定されて の理解を高めることができる。

④ いる。 ・自分の考えを伝える場も設定されており、議論し、
・自主・自律の精神への考えを深めるとともに、自 考えを深めることができる。
律的に判断し、行動することの大切さについて考 ・自律の精神を重んじ、自主的に考え、判断し、誠
える教材を掲載している。内容項目「自主、自律、 実に実行してその結果に責任をもつことについて
自由と責任」を重点項目の１つとして設定してお 考える教材が掲載されている。
り、すべての学年で３教材、３時間配当している。 ・自己を見つめ、自己の向上を図るとともに、個性

・自己の向上を目指して、能力を伸ばしていこうと を伸ばして充実した生き方を追求することについ
する態度を考える教材が掲載されている。 て考える教材が掲載されている。

・学習全般を通じて自己肯定感を高め、自己はもと
より他者の価値も尊重する態度を養うように教材
が構成されている。

・震災に関する教材を扱い、郷土を愛する心、郷土 ・郷土の伝統と文化を学び、地域に尽くしてきた人
の発展に貢献する態度を養う内容となっている。 たちへの感謝と郷土の発展のために取り組む心を

⑤ ・「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度」 育てる教材を扱っている。千葉県関連教材（「長嶋
の自覚を促す契機になるような身近な話題で考え 茂雄」、「下総国」）を扱っている。
やすい教材を選定している。３年生では、日本文 ・「我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度」
化を守る努力や苦悩が読み取れ、議論につながる と国家及び社会の形成者として、その発展に努め
発展性がある。１・２年の教材も「日本の心と愛 るための教材を設けている。３年生「不揃いでな
国心」が読み取れる。 くちゃあかんのや」は、伝統文化や愛国心を超え、

現代人に大切なことを思い起こさせる。他学年の
教材も愛国心から発展できる内容である。

・社会参画、相互理解について、各学年とも１教材 ・社会参画の観点からも、相互理解の観点からも、
⑥ 取り上げられている。現代的な課題として「野生 幅広く教材が取り上げられている。「もも子」、「プ

の猛禽」が取り上げられている。 ラットホーム」などに見られる日本人の心の温か
さを感じさせる教材がある。

・相互理解については、ＬＧＢＴが取り上げられ、
昨今の社会情勢をとらえ、目新しい情報の提供が
ある。


