
「特 別 の 教 科 道 徳」 の 観 点
１ 内容について

（１）教科の目標への適合

「特別の教科 道徳」の目標に照らして，内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

県の教育施策に照らして，内容が適切に取り上げられているか。

（３）生徒への適合

発達の段階に即した内容であるか。

（４）地域性への適合

話題や題材が地域性を考慮した内容の広がりをもったものであるか。

（５）内容等の充実

・人間尊重の精神にかなうものであって,悩みや葛藤等の心の揺れ,人間関係の理解等の課題も

含め，人間としてよりよく生きる喜びや勇気を与えられるものであるか。

・多様な見方や考え方のできる事柄を取扱う場合には，特定の見方や考え方に偏った取扱いが

なされていないものであるか。

（６）他教科等との関連

話題や題材が他教科等の学習の広がりや実生活・実社会と関連付けられるように配慮されている

か。

（７）補充的・発展的な学習

内容項目が，補充的・発展的に学習できるように配慮されているか。

２ 組織・配列について

（１）系統性

四つの視点及び内容項目と年間指導計画等の関連が適切に組織され，３学年間を見通した重点的

な学習や内容項目間の関連を密にした学習ができるよう配慮されているか。

（２）分量の配分

各学年段階の内容項目について，相当する各学年において全てを取り上げられているか。

（３）学習活動への配慮

学習のねらいが明確に示され，生徒が主体的学習活動に取り組めるよう配慮されているか。

３ 表現について

（１）発達の段階への配慮

文章が平易で理解されやすく，記述の分量は適当であるか。

（２）表記・表現

表記・表現は正確で , 写真・挿絵・図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味を喚起する工

夫がされているか。

４ 造本について

（１）印刷・製本

・印刷が鮮明で親しみやすい活字であるか。

・表紙・装丁・紙質は適切で，製本がしっかりしているか。

（２）扱いやすさ

体裁や体様等が，生徒の発達の段階に応じ適切に考慮されているか。



道徳

発行者 ２ 東京書籍 発行者 １１ 学校図書

書
新しい道徳 輝け未来

名

(1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多 (1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多

角的な思考を促し，考え議論する授業構成に 角的な思考を促し，考え議論する授業構成に

なるよう，配慮されている。 なるよう，配慮されている。

(2) 人間の生き方についての考えを深めるため (2) 人間の生き方についての考えを深めるため

に，生命尊重を重点目標とし，体系的に配置 に，他の内容項目においても，生命尊重との

内 するなど，県の教育施策に合致している。 かかわりで考えることができ，県の教育施策

(3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄 に合致している。

等に配慮した教材が取り上げられており，体 (3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄

系的に学べるよう配慮されている。 等に配慮した教材が取り上げられており，体

(4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と 系的に学べるよう配慮されている。

関連付けて考えられるように構成されている。 (4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と

(5) 生徒作文や漫画，写真等の多様な教材形態 関連付けて考えられるように構成されている。

を取り入れている。情報モラル，生命尊重と (5) 人間尊重の精神にかない，自分自身のもの

いった現代的課題が取り入れられ，体験的学 の見方や考え方を深める内容を取り上げ，工

容 習を通して多面的・多角的に考え議論するこ 夫されている。

とができるよう配慮されている。 (6) 学校行事や他教科，特別活動等との連携が

(6) 教材の冒頭に，他教科との関連が示され， 図りやすい教材や生徒の生活実態に合った教

生徒の実生活での行動との意識付けが図られ 材などが取り入れられている。

ている。 (7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ

(7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ うに２２のコラムが配置され，より深く考え

うに，巻末に補充教材が配置されている。 られるように配慮されている。

(1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切 (1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切

組 に組織され，重要指導項目について全学年で に組織され，重要指導項目について全学年で

織 系統的に学習できるよう配慮されている。 系統的に学習できるよう配慮されている。

・ (2) 各学年段階の内容項目について，バランス (2) 各学年段階の内容項目について，バランス

配 良くすべてを取り上げている。 良くすべてを取り上げている。

列 (3) 教材の冒頭にねらい，教材の末尾に主題に (3) 教材の文末に，主題について考えられる発

ついて考えられる発問が示され，評価に役立 問が示され，教材ごとに評価に役立てられる

てられる記入欄が設けられている。 記入欄が設けられている。

(1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も， (1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も，

表 発達段階に応じて適当である。 発達段階に応じて適当である。

(2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・ (2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵

現 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味 ・図表等の資料が適切に配置され，生徒の

を喚起する工夫がされている。 興味を喚起する工夫がされている。

(1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ (1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ

造 ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が

しっかりしている。 しっかりしている。

本 (2) ＡＢ判で，視覚的にゆったりと読みやすい (2) ＡＢ判で，視覚的にゆったりと読みやすい

紙面になっている。 紙面になっている。



道徳

発行者 １７ 教育出版 発行者 ３８ 光村図書

書
とびだそう未来へ 中学道徳 きみがいちばんひかるとき

名

(1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多 (1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多

角的な思考を促し，考え議論する授業構成に 角的な思考を促し，考え議論する授業構成に

なるよう，配慮されている。 なるよう，配慮されている。

(2) 人間の生き方についての考えを深めるため， (2) 人間の生き方についての考えを深めるために，

生命尊重を重点目標とし，教材を体系的に配 生命尊重を重点目標とし，教材を体系的に配

内 置するなど，県の教育施策に合致している。 置するなど，県の教育施策に合致している。

(3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄 (3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄

等に配慮した教材が取り上げられており，体 等に配慮した教材が取り上げられており，体

系的に学べるよう配慮されている。 系的に学べるよう配慮されている。

(4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と (4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と

関連付けて考えられるように配慮されている。 関連付けて考えられるように配慮されている。

(5) 生徒にとって身近な設定の教材を，学年に (5) 現代的課題について議論する教材や小学校

応じて変化をつけながら，３学年を通してシ の定番教材を使い多面的・多角的に再考する

リーズで掲載している。「読む」ことだけに 教材，複数時間で構成し体験的な学習をする

容 頼らず，漫画や写真等の多様な教材形態を取 教材が配置されており，主体的に考え，深め

り入れている。 られるように工夫されている。

(6) 学校行事や，他教科，特別活動などとの連携 (6) 巻末に，他教科との関連が示され，生徒の

が図りやすい教材配列となっている。生徒の 実生活での行動との意識付けが図られてい

生活実態に合った教材が取り入れられている。 る。

(7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ (7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ

う，補充教材は実話が取り上げられている。 う，コラムが設けられている。

(1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切 (1) ４つの視点及び内容項目相互の関連がシーズ

組 に組織され，重要指導項目について全学年で ンと呼ばれるまとまりで適切に組織され，全学

織 系統的に学習できるよう配慮されている。 年で系統的に学習できるよう配慮されている。

・ (2) 各学年段階の内容項目について，バランス (2) 各学年段階の内容項目について，バランス

配 良くすべてを取り上げている。 良くすべてを取り上げている。

列 (3) 教材の冒頭に，主題について考えられる発 (3) 教材の末尾に，主題について考えられる発

問が示され，巻末には，評価に役立てられる 問が示され，巻末にはシーズンごとの振り返

記入欄が設けられている。 りを記録でき，評価に役立てられる。

(1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も， (1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も，

表 発達段階に応じて適当である。 発達段階に応じて適当である。

(2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・ (2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・

現 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味

を喚起する工夫がされている。 を喚起する工夫がされている。

(1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ (1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ

造 ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が

しっかりしている。 しっかりしている。

本 (2) コンパクトなＢ５判で，携帯しやすいよう (2) コンパクトなＢ５判で，携帯しやすいよう

になっている。 になっている。



道徳

発行者 １１６ 日本文教出版 発行者 ２２４ 学研教育みらい

書
あすを生きる 中学生の道徳 明日への扉

名

(1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多 (1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多

角的な思考を促し，考え議論する授業構成に 角的な思考を促し，考え議論する授業構成に

なるよう，配慮されている。 なるよう，配慮されている。

(2) 人間の生き方についての考えを深めるため (2) 人間の生き方についての考えを深めるため

に，他の内容項目においても，生命尊重との に，他の内容項目においても，生命尊重との

内 かかわりで考えることができ，県の教育施策 かかわりで考えることができ，県の教育施策

に合致している。 に合致している。

(3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄 (3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄

等に配慮した教材が取り上げられており，体 等に配慮した教材が取り上げられており，体

系的に学べるよう配慮されている。 系的に学べるよう配慮されている。

(4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と (4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と

関連付けて考えられるように構成されている。 関連付けて考えられるように配慮されている。

(5) 人間尊重の精神にかない，人間としての生 (5) 人間としてより良く生きるために，生命の

き方に深く考えられるように配慮されている。 尊さや他を理解し尊重することなどを，漫画や

容 また現代的な課題も取り上げ，体験的学習に 写真等の多様な教材により，幅広い視点で体

適した教材には，活動例の写真を示し，イメ 験的に学習できるよう配置されている。

ージしやすく工夫されている。 (6) 学校行事や他教科，特別活動等との連携が

(6) 学校行事や他教科，特別活動等との連携が 図りやすい教材配列になっており，実生活と

図りやすい教材配列になっている。 関連付けられるよう配慮されている。

(7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ (7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ

う，コラムが設けられている。 う関連情報が設けられている。

(1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切 (1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切

組 に組織され，重要指導項目について全学年で に組織され，重要指導項目について全学年で

織 系統的に学習できるよう配慮されている。 系統的に学習できるよう配慮されている。

・ (2) 各学年段階の内容項目について，バランス (2) 各学年段階の内容項目について，バランス

配 良くすべてを取り上げている。 良くすべてを取り上げている。

列 (3) 教材の文末に，主題について考えられる発 (3) 主題名を記載せず，生徒が主体的に取り組

問が示され，教材ごとに評価に役立てられる めるような構成となっており，評価に役立て

記入する別冊がある。 られる記入欄がある。

(1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も， (1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も，

表 発達段階に応じて適当である。 発達段階に応じて適当である。

(2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・ (2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・

現 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味

を喚起する工夫がされている。 を喚起する工夫がされている。

(1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ (1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ

造 ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が

しっかりしている。 しっかりしている。

本 (2) Ｂ５判で，本冊と別冊が一体となるため， (2) Ａ４判で，視覚的にゆったりとした紙面に

携帯しやすくなっている。 なっており，携帯しやすい厚さである。



道徳

発行者 ２３２ 廣済堂あかつき 発行者 ２３３ 日本教科書

書 自分を見つめる１ 道徳 中学校

名 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」

(1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多 (1) 教科の目標に照らして，生徒の多面的・多

角的な思考を促し，考え議論する授業構成に 角的な思考を促し，考え議論する授業構成に

なるよう，配慮されている。 なるよう，配慮されている。

(2) 他の内容項目においても，生命尊重とのか (2) 人間の生き方についての考えを深めるため

かわりで考えることができ，県の教育施策に に，生命尊重を重点目標とし，教材を体系的

内 合致している。 に配置するなど，県の教育施策に合致してい

(3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄 る。

等に配慮した教材が取り上げられており，体 (3) 発達の段階に即し，題材や発問，扱う事柄

系的に学べるよう配慮されている。 等に配慮した教材が取り上げられており，体

(4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と 系的に学べるよう配慮されている。

関連付けて考えられるように配慮されている。 (4) 全国の様々な教材を用いて，自らの生活と

(5) 特定の見方や考え方に偏らない教材が選定 関連付けて考えられるように配慮されている。

され,問いも多面的・多角的な思考を促すよう (5) いじめ問題を意識し「生命尊重」の他，各

吟味されている。本冊と別冊の構成により， 学年に「友情・信頼」を主題とした教材を３

容 多様な指導法を取り入れた授業実践ができる。 つ配置している。図のみの教材等を配し，自

(6) 掲載された人物を扱った教材や名言・格言 ら考え，深められるように工夫されている。

・グラフ等を通じて実生活・実社会と関連づ (6) 学校行事や他教科，特別活動等との連携が

けられるよう配慮されている。 図りやすい教材，生徒の実生活に合った教材

(7) 本冊の教材とは異なる別冊により，生徒が が取り入れられている。

道徳的価値への理解を深め，実生活での課題 (7) 内容項目が補充的・発展的に学習できるよ

を見出すなど，考えを深めることができる。 う，コラムが設けられている。

(1) ４つの視点及び内容項目相互の関連が適切 (1) 内容項目が４つの視点ごとに配列され，重

組 に組織され，重要指導項目について全学年で 要指導項目について全学年で系統的に学習で

織 系統的に学習できるよう配慮されている。 きるよう配慮されている。

・ (2) 各学年段階の内容項目について，バランス (2) 各学年段階の内容項目について，バランス

配 良くすべてを取り上げている。 良くすべてを取り上げている。

列 (3) 教材ごとに，主題について考えられる発問 (3) 教材の末尾に，主題について考えられる発

が示されている。別冊は書き込み式で，評価 問が示されている。巻末には，評価に役立て

に役立てることができる。 られる記入欄が設けられている。

(1) 学年段階を考慮し第１学年は本文の文字サ (1) 文章表現が分かりやすく，記述の分量も，

表 イズが大きくなっている。 発達段階に応じて適当である。

(2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・ (2) 表記・表現は正確で，多くの写真・挿絵・

現 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味 図表等の資料が適切に配置され，生徒の興味

を喚起する工夫がされている。 を喚起する工夫がされている。

(1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ (1) 印刷は鮮明で，色覚等に対する配慮もされ

造 ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が ている。表紙・装丁・紙質も適切で，製本が

しっかりしている。 しっかりしている。

本 (2) ＡＢ判で，本冊と同大判の別冊を本冊巻末 (2) コンパクトなＢ５判で，携帯しやすいよう

に収納でき，利便性が図られている。 になっている。


