
１ 令和２年度から使用する小学校用教科用図書

種 目

国　語

書　写

社　会

地　図

算　数

理　科

生　活

音　楽

図画工作

家　庭

保　健

英　語

道　徳

　見方・考え方を働かせる「問い」から展開する問題解決的な学習や，見通し，学習過程
の振り返りなど，主体的・対話的で深い学びを促す工夫がされている。また，県内の社会
的事象を取り上げ，実感をもって学習に取り組めるよう配慮されている。

帝国書院
　3年生の地図学習に対応した「広く見わたす地図」の新設など，全体構成が児童の発達段
階に配慮されている。また，主体的な学習を促す「地図マスターへの道」により，地図活
用の技能や見方・考え方の育成が図られるように工夫されている。

　学習過程が３つのステップで構成され，見通しをもって問題解決に取り組めるように工
夫されている。また，日本の生活文化について取り上げ，地域との関わりや先人の知恵か
ら学ぶ視点をもたせることで理解が深まるように配慮されている。

光文書院
　学習の進め方が具体的に示され，知識や技能が習得できるよう工夫されている。また，1
時間の学習内容が見開き２ページで構成され，児童が主体的に学習できるように工夫され
ている。

教科用図書採択について

発行者 採 択 理 由

光村図書出版
  多様な言語活動を系統的に位置付けることで，必然性をもって学習を進められるように
配慮されている。また，読みの学習過程を明示することで，主体的に学習を進められるよ
うに配慮されている。

光村図書出版
　毛筆教材に選択制を取り入れることで，児童の実態に合わせた指導が展開できるよう配
慮されている。また，説明にキャラクターを効果的に使用し，学習課題や文字の書き方が
児童にとって分かり易いよう工夫されている。

教育出版

令和2年度から使用する教科用図書が決定しましたのでお知らせします。

日本文教出版
　冒頭に１年間に学ぶ内容項目が示され，見通しをもたせやすい。また，発達段階に応じ
たイラストは，考え学ぶ態度を養うことができるよう工夫されている。さらに，文字の大
きさや挿絵等の視覚的効果により，臨場感をもたせるよう工夫されている。

東京書籍
　写真や「あそび図鑑」の内容が充実し，学習に対する期待が高まるよう工夫されてい
る。イラストが淡い色合いで，視覚的な配慮がなされている。「ポケットずかん」は，別
冊で扱いやすく，児童が自ら発見する楽しさを味わえるよう考慮されている。

教育芸術社
　見方・考え方を働かせながら豊かに音楽に関われるよう，系統的に地域教材を生かした
題材が構成されている。歌詞や情景にあった写真やイラスト，吹き出しは，感性を働か
せ，音楽的な気づきや考えを広げられるよう工夫されている。

日本文教出版
　３つの資質・能力を示し，活動の振り返りを生活に生かす工夫や，安全面や片付けへの
配慮がある。紙面が見開きで構成され，多種多様な作品例から児童が受けた印象をもとに
想像力を働かせ，作品づくりができるよう考慮されている。

東京書籍
　多様な考え方ができるような可能性を含んだ数値や，逆に迷わないようなわかり易い数
値が示されるなどの工夫がされている。児童が既習から解決の手がかりが得られるよう，
系統性が示され，教師も見通しをもって指導ができるような配慮がされている。

東京書籍
　問題解決の過程を大切にし，考察では見方・考え方を支援し，見通しをもち主体的に学
習できる配慮がされている。対話的な学びを大切にし，有用感につなげる振り返りの工夫
や，思考力や表現力の育成につなげるような事象を説明させる問いに工夫が見られる。

光村図書出版
　表現力を育むために，活動場面を写真で提示し，活動がイメージしやすいように工夫さ
れている。また，ユニットの最後にはFun Timeを位置付けており，児童が英語以外の世界
へ興味が広がるように配慮されている。

開隆堂出版



２  令和２年度から使用する中学校用教科用図書

種 目

国  語

書　写

地　理

歴　史

公　民

地　図

数　学

理　科

音　楽
一　般

音　楽
器　楽

美　術

保　健
体　育

東京書籍
　各学年の学習内容が分かり易く整理されており，内容を関連付けて学習できるよう配慮
されている。学習内容の定着を図るための章末の確認問題が配置されている。また，自分
の意見をまとめたり，発表したりする活動により，実践力を養うよう工夫されている。

教育芸術社
　学習内容が「音楽学習ＭＡＰ」でわかりやすく示され，題材のねらいに即して系統的に
学習できるよう配慮されている。また，吹き出しや書き込みのページにより，学習の手順
を意識しながら生徒同士が協働して学習できるよう工夫されている。

教育芸術社
　器楽分野と創作分野にかかわる楽曲が基礎的な奏法と音楽表現の基本の関連を図りつつ
配列され，双方を段階的に身に付けられるよう配慮されている。生徒の疑問に答える形の
説明や演奏のポイントを分かり易く示すことで，主体的に学べるよう配慮されている。

日本文教出版
　発達段階を重視して系統的に題材が設定され， 表現と鑑賞がバランスよく設定されてい
る。また，道徳や防災，復興教育などとの関連を図る内容を盛り込むことにより，感性を
豊かにし，表現や鑑賞の活動の充実が図られるよう配慮されている。

帝国書院
　はっきりした色彩とコントラストを用いることで，情報が多く書き込まれた地図でも見
やすく，視覚的に印象付けられるよう工夫されている。資料は多項目で偏りがない。鳥瞰
図はイラストが入るなど，発達段階に対応した工夫がなされている。

東京書籍
　見通しと振り返りの活動や言語活動の充実を重視し，思考力・判断力・表現力などが育
つような構成に配慮されている。また，諸調査で課題とされる内容の充実を図りながら，
基礎的・基本的な内容の確実な定着が図られるよう工夫されている。

東京書籍
　既習事項を適切に示し，学習の系統性や関連を大切にすることにより，基礎的･基本的な
知識及び技能を習得し，科学的な思考力を育成できるように工夫されている。また，他の
教科・領域との関連を図り，科学の有用性を実感できるように配慮されている。

東京書籍
　生徒が興味関心をもって問題解決的な学習を展開し，社会に参画する力を育むように工
夫されている。また，資料や解説の充実などにより，地理的な知識や技能の定着を図り，
思考力・判断力・表現力が身に付くように配慮されている。

東京書籍
　単元の学習の見通しを示し，発達段階に応じた言語活動を設定することにより，歴史的
事象について考え，表現する力を育むよう工夫されている。また，我が国の伝統文化に対
する理解を深め，尊重しようとする態度を育むことができるよう配慮されている。

教育出版
　資料の解説文を充実させるとともに，段階的な振り返りにより，基礎的な知識及び技能
の習得が図られるよう配慮されている。豊富にコラムやテーマ学習を設定し，多様な言語
活動を設定し，学習を深める工夫がなされている。

光村図書出版
　学習内容を焦点化した単元の配列や教材の精選により，基礎的・基本的な知識や技能の
確実な定着が図られるよう工夫されている。また，資料編の内容を充実させ，他の教科・
領域の言語活動や日常にも選択，活用できるように配慮されている。

発行者 採 択 理 由

光村図書出版
　各領域の学習の系統性と小・中の連続性を重視した単元構成により，言葉の力と情報活
用能力を培うことができるよう工夫されている。また，目的に応じた言語活動を通して，
獲得した言葉の力を日常生活や社会生活に生かせるよう配慮されている。



技　術

家　庭

英　語

３ 採択の仕組み

開隆堂出版
　対話場面を重視して基本文型を導入するなど，自然な流れで基礎的・基本的な内容を定
着させながら，発展的な学習に取り組めるように配慮されている。また多様な言語活動を
段階的に配置することにより，４技能を総合的に活用できるよう工夫されている。

※　中学校の特別の教科「道徳」については，平成30年度に採択された東京書籍を引き続き使用します。

開隆堂出版
　具体的な資料を活用しながら問題解決的な学習に取り組ませることで，生活に必要な基
礎的・基本的な知識及び技術が習得できるよう配慮されている。具体的に示されたワーク
シート例により，技術を適切に活用する能力と態度が育成されるよう工夫されている。

開隆堂出版
　「自立」と「共生」，「持続可能な社会」を柱にしながら，普段の生活の中から課題を
見つけ，問題解決的な学習に取り組めるよう配慮されている。課題解決に至るまでの言語
活動のプロセスを図で示すことより，主体的に学習を進められるよう工夫されている。

発行者 文部科学大臣

教科用図書選定審 岩手県教育委員会 教科書展示会

（教科書センター）

一関地区教科用図書採択協議会

選定委員会

研究員

⑦採択

⑤指導

助言 ②目録の送付

④諮問・答

⑥開催

調査員

②目録の送付
①書目の

③見本の送

◇ 平成２６年４月に改正された無償措置法により、一関市は共同採択地区として平泉町と協議

し、種目ごとに同一の教科用図書を採択しています。

◇ 共同採択地区として、「一関地区教科用図書採択協議会」を設置しています。ここに学校の

教員等からなる研究員を置き、共同で調査・研究を行っています。

◇ 選定委員会は、地域の教育課題に基づき、研究員の調査・研究の結果、校長意見書、「意見

箱」意見書の内容を踏まえ、採択協議会に対して総合的な見地から意見を具申します。

◇ 一関地区教科用図書採択協議会は、現在使用している教科用図書を基に、選定委員会の意見、

県の指導・助言・援助等を踏まえて総合的に判断し、地区内市町で使用する教科用図書候補を

決定します。

◇ 一関市教育委員会では、一関地区教科用図書採択協議会の結果を受け、慎重に審議のうえ、

教科用図書を採択します。

共同採択地区(一関市・平泉町)

一関市教育委員会



４ 採択地区協議会 委員氏名

所 属 ・ 職 氏  名

一関市教育委員会・教育長 小　菅　正　晴

平泉町教育委員会・教育長 岩　渕　　　実

５ 選定委員会 委員氏名

所 属 ・ 職 氏  名

一関市教育委員会・教育長 小　菅　正　晴

平泉町教育委員会・教育長 岩　渕　　　実

一関地方校長会・会長 福　井　信　夫

一関地方校長会・会長代行  　野　新　平

一関地方ＰＴＡ連合会・会長 石　津　幸　輝



【国語】

東京書籍 学校図書 教育出版

  多様な言語活動や学習の見
通しを示すことで，言葉の力
が確実に身に付くように配慮
されている。また，導入部の
内容を充実させることで，主
体的に学習を進められるよう
に配慮されている。

  ねらいに即した言語活動を
各単元に適切に設定すること
で，学びが積み上がるように
配慮されている。また，展開
する活動の概要を単元の冒頭
に一覧で提示し，学びの見通
しをもてるように配慮されて
いる。

  多様で活発な言語活動を示
すことで，日常の多くの生活
場面で活用できるように配慮
されている。また，習得した
学習内容を活用することで，
学びを積み重ねられるように
配慮されている。

【書写】

東京書籍 学校図書 教育出版 日本文教出版

　課題解決型の単元展開は，
話し合い活動を取り入れるこ
とで知識及び技能が習得でき
るよう配慮されている。また
図版を大きくし，色覚多様性
への配慮等、視覚的に分かり
やすいよう工夫されている。

　毛筆教材の後に硬筆教材を
配置し，書き込み欄を豊富に
設けることで，知識及び技能
が習得できるよう配慮されて
いる。また，都道府県名を書
く教材を設けるなど，書写の
学習内容が他教科でも生かせ
るよう工夫されている。

　筆使いを体感的に理解させ
る学習教材を設定し，主体的
に基礎的・基本的な技能が習
得できるよう配慮されてい
る。また，中学校との接続に
配慮した教材を設け，系統的
に学習できるよう工夫されて
いる。

　教材冒頭に既習事項を確認
する教材を配置し，基礎的・
基本的な知識及び技能が習得
できるよう配慮されている。
また，オリンピック関連の教
材を掲載するなど，社会的行
事や地域の事情と関連付けら
れるよう工夫されている。

【社会】

東京書籍 日本文教出版

　見方・考え方を働かせた学
びが促される「問い」から展
開していく問題解決的な学習
の流れを重視している。「つ
かむ」「調べる」「まとめ
る」「いかす」の学習過程を
明示し,「主体的・対話的で深
い学び」を促す工夫がされて
いる。また,「教科関連マー
ク」を明示することにより，
教科横断的な学習ができるよ
う配慮されている。

　「問い」から展開する問題
解決的な学習の流れを重視し
ている。本文を｢学習内容」
「学習活動」「友だちの発
言」に分けて記述することに
より,児童が見方･考え方を生
かしながら,主体的に学習でき
るよう配慮されている。また,
写真や挿絵,図表など,資料が
大きく，興味や関心をもって
学習に取り組めるよう配慮さ
れている。

【地図】

東京書籍

　3年生からの地図学習に対応
して，生活科との関連を図っ
ており，構成に配慮が見られ
る。また，児童が興味・関心
を高めるキャラクターを配置
した絵図，ワイドな地図，資
料地図，写真を豊富に掲載
し，社会科学習の充実や発展
が図られるように工夫されて
いる。

６ 調査研究資料（小学校用教科用図書 総合所見）



【算数】

大日本図書 学校図書 教育出版

　対話的な学びの具体的方法
を例示したり，自分の考えを
図や式・文章などで表現でき
るように，問題の裏に解決方
法を配置するページ構成にし
たりするなど，言語能力を育
成するための工夫がなされて
いる。各学年1冊にまとめら
れ，年間の見通しや学習の振
り返りなどがし易いように配
慮されている。

　単元配列や本時のまとめ等
の文章表記に特徴がある。図
の表し方や色の使い方など
は，児童がわかり易いような
配慮がなされている。横長の
教科書にすることによりペー
ジ構成を様々工夫してある。
教科書の上で作業をしたり，
直接書き込んだりすることも
し易い上，全体のページ数も
少なくなっている。

　児童の問いを大切にした授
業作りを意識した構成になっ
ている。学習したことを自ら
繰り返し学び直せるように巻
末へリンクさせる工夫など，
主体的な学びに向けた配慮が
なされている。算数で使いた
い考え方や見方を示し，既習
とのつながりを調べて学習を
振り返ったり，進めたりでき
るような工夫もされている。

新興出版社啓林館 日本文教出版

　児童の思考の流れ(純思考)
に沿って題材の配列を工夫し
た単元構成になっている。時
折，フィードバックさせ，別
の考え方に触れさせること
で，数学的な考え方を深めて
いけるような内容になってい
る。また，考え方やその根
拠，振り返りなどをノート形
式で示し，言語活動が充実す
るように配慮されている。

　具体的な写真や絵，図など
を用い，実際の生活と結びつ
いた算数として問題場面をと
らえ易いような工夫がなされ
ている。児童が自分の考えか
ら他の人との学び合いを通じ
て豊かな見方や考え方，伝え
方などを深めていけるように
学び方ガイドを折り込みで示
すなど，配慮された紙面構成
になっている。

【理科】

大日本図書 学校図書 教育出版

　問題解決の過程を，キー
ワードとマークで強調し，色
で段階分けするなど見通しに
配慮している。特に単元の始
まりで問題を見つけさせ，大
きな文字で問題を表記し，問
題意識を強くもたせる工夫が
ある。考察は話し合いを元に
進めさせ，根拠となる実験結
果を確かめる配慮がある。確
かめ問題では，理由や方法な
ど説明させる問いを工夫し，
説明に使用する語を示すなど
表現力を身に付けさせる配慮
がある。

　問題解決の過程を大切にし
て，学習の流れをページの左
に，欄外には前後を含めてど
の段階にあるかを示し，学習
者に進捗状況をチェックさせ
るなど，見通しをもって学習
できるよう工夫がある。本文
中で大事な言葉は書体を変え
太字で表記し，箱囲みで再掲
することで確かな定着へつな
げる工夫がある。特に粒子の
概念については，気体の種類
や成分の割合を色や数で示す
など分かり易くする工夫があ
る。

　問題解決の過程及び実験の
流れを矢印で結び，順序良く
見通しをもって取り組めるよ
うに工夫している。学習過程
に添ったノートの記入例を随
所にモデルとして示し，主体
的な学習を促す配慮がある。
問題を見つける板書例や，学
習過程に添った板書例は，学
習者のみならず指導者の見通
しにもつながるよう工夫があ
る。確かめ問題にフィード
バックするページが添えら
れ，取り組み易く工夫されて
いる。

信州教育出版社 新興出版社啓林館

　理科的な見方・考え方を焦
点化した内容や資料を扱い，
対話的な学びで問題解決を行
うなど，深い学びへつなぐ工
夫がされている。また，観
察・実験の記録やまとめを，
児童の言葉や表現，絵図を
使ったレポート例を示し，児
童の学びに向かう力を高めら
れるよう配慮されている。目
次と１年間の学習を位置づ
け，学ぶ内容を確認できるよ
うにするなど使いやすさにも
配慮している。

　問題とまとめに重点を置い
た問題解決の過程をキーワー
ドで表記し，矢印で結ぶこと
で見通しをもたせる工夫があ
る。登場人物の問いかけや発
言から理科の見方・考え方を
育て，各単元で学んだことを
生活に結び付け，社会に生か
されていることに気付かせる
など，日常とつながる話題で
理科の有用感を実感させる配
慮がある。単元の振り返りは
図を用いた表現のモデルとし
ても活用できるよう工夫され
ている。



【生活】

大日本図書 学校図書 教育出版 信州教育出版社

　児童が自ら発見する楽しさ
を味わえる教材が準備されて
おり，主体的に学習に臨める
よう工夫されている。活動に
関連する言葉や文をページの
右端に配置することで，言語
活動の手掛かりとなるように
配慮されている。巻末の「学
習道具箱」は，植物等のイラ
ストが充実しており，活動で
の気付きを促すよう考慮され
ている。

　教材や活動資料を複数提示
する構成は，実際の地域の実
情にあった学習が展開される
よう工夫されている。アサガ
オの種の数え方など，他教科
との関連付けが図られるよう
配慮されている。植物の観察
カードの具体例を多く示すこ
とにより，着目すべき点が分
かりやすく，見通しをもって
学習が進められるよう考慮さ
れている。

　教科書に直接記録できるよ
うな構成となっており，児童
の気付きや思いを表現されせ
られるよう工夫されている。
各地の年中行事の写真や四季
の挿絵など，地域と自分たち
の生活が関連付けられるよう
に配慮されている。巻末の
「学びのポケット」は，他教
科との関連や上級学年で身に
付けたい力が分かるよう考慮
されている。

　写真や挿絵が充実してお
り，児童の気づきにつながる
ように工夫されている。地域
の自然や年中行事を素材とし
て取り入れることで，季節や
地域と自分たちの生活が関連
付けられるよう配慮されてい
る。活動中の意識や感情が表
された吹き出しや詩，作文等
が示され，児童の発達段階に
合わせて理解できるように配
慮されている。

光村図書出版 新興出版社啓林館 日本文教出版

　単元の学習過程を「ホッ
プ，ステップ，ジャンプ」と
して示すことで，学習の目的
や進度を把握できるよう工夫
されている。活動のまとまり
で指導の順序を柔軟に入れ替
えることができるよう配慮さ
れている。巻末のシールは，
児童の学習意欲を高めるとと
もに，単元ごとに学習を振り
返り，自己評価できるよう考
慮されている。

　生き物の育て方や昆虫の飼
い方など，活動に有用な情報
が整理されており，児童の興
味関心が高まるよう工夫され
ている。「スタートブック」
の内容が充実しており，実際
の学校生活や他教科に関連が
分かるよう配慮されている。
年中行事や社会的行事の写真
が示され，家庭や地域でも主
体的な活動ができるよう考慮
されている。

　実際の生活と学習内容が関
連付けやすく，より主体的な
活動が促されるよう，イラス
トや吹き出しが工夫されてい
る。教室内での授業場面をイ
ラストで示すことで，学習の
見通しや重視したい活動が分
かるよう配慮されている。季
節ごとの「ポケットずかん」
の内容が充実しており，活動
への意欲が高まるよう考慮さ
れている。

【音楽】

教育出版

　音楽的な見方・考え方を働
かせながら豊かに音楽に関わ
れるよう，校種間を意識した
題材が構成されている。感性
を働かせながら音楽活動に取
り組めるよう，歌詞や情景に
あった写真や資料が工夫され
ている。また，音楽を形づ
くっている要素を「音楽のも
と」として示し，その働きを
意識しながら学べるよう工夫
されている。「まなびナビ」
「まなびリンク」を活用しな
がら，主体的な学びに臨める
よう配慮されている。

【図画工作】

開隆堂出版

　３つの資質・能力の中で重
点が示され，児童が目的を
もって造形活動に取り組める
よう工夫されている。鑑賞の
中心作品に大きく紙面を割
き，ページ数も必要に応じて
変えている。作品作りでは，
テーマを明確に示すことで，
児童が想像力を働かせやすい
ように考慮されている。



【家庭】

東京書籍

　Ａ４判の紙面に大きな写真
を配置するなど，技能を身に
付けさせるために必要な情報
量を充実させ，資料性，視覚
効果を高めるように工夫され
ている。また，習得した知
識・技能を日常生活に生かす
活動例を示し，実践的な態度
を養うように工夫されている
教科書である。

【保健】

東京書籍 大日本図書 文教社 学研教育みらい

　４つのステップで組み立て
られた授業の流れをもとに，
児童が図や写真，グラフなど
を用い，主体的に学習に取り
組めるよう配慮されている。

　単元の導入で課題意識を高
めるためのページを設定し，
章末でまとめを効果的に結び
つけて，児童の実践に結びつ
くように配慮されている。

　単元のはじめに児童が課題
をつかみ，章末には自ら決意
を宣言するように構成されて
いて，児童が実践に結び付け
易いように配慮されている。

　自分の生活をふり返る活動
や，実生活に役立つ実習を多
く取り入れて，児童が興味，
関心を持ち意欲的に学習でき
るよう工夫されている。

【英語】

東京書籍 開隆堂出版 学校図書

　主体的に学習に取り組むた
めに，「聞く」から「書く」
までの流れが分かるように工
夫されている。また，コミュ
ニケーション活動に活用した
カードを教科書に貼ることに
より，自分の学びを振り返ら
れるように工夫されている。
アルファベットの書き出しに
印がついていたり，難しい漢
字にはルビが振ってあったり
するなど，どの児童も取り組
めるように配慮されている。

　食品を三大栄養素に色分け
する活動は家庭科と，感謝の
気持ちを伝える活動は道徳と
など，他の教科等と関連して
いる部分が多い。また，中学
校への接続に関するページも
充実している。四季と月の関
連が明確になるように環状に
絵が配置されたり，日にちの
言い方がカレンダー上に明記
されたりするなど，児童に
とって分かりやすいように配
慮されている。

　基礎的・基本的な知識及び
技能の習得のために，「聞
く」「話す」構成が繰り返さ
れている。「書く」場面が随
所にちりばめられており，児
童が活動し易いようになぞり
書きや写し書きを経て，英語
で自己表現できるように工夫
されている。また，プレレッ
スンが充実しており，外国語
活動からスムーズに接続が図
られるように配慮されてい
る。

三省堂 教育出版 新興出版社啓林館

　基礎的・基本的な知識及び
技能の習得のために「聞く」
や「話す」の割合が多く，
「書く」活動にスムーズに進
む配列である。「読む」活動
も各レッスンに配置されてお
り，４領域をバランスよく学
ぶように工夫されている。
ローマ字表記の説明や活動の
手順が文やイラストで表記さ
れており，児童にとって分か
りやすいように配慮されてい
る。

　シェイクアウト訓練のピク
トグラムの資料や，将来の夢
を個人で記入し，学級で１つ
にまとめることができるカー
ドなどの活用により，防災教
育やキャリア教育との関連が
充実している。アルファベッ
トの仲間分けをすることで，
文字の理解につなげる工夫も
されている。また，alwaysや
neverなどの意味を児童が確実
に理解できるように配慮され
ている。

　思考力を育むために，相手
の話を受けて自分のことを話
すなど，状況を考えて相手と
コミュニケーションをとれる
ように工夫されている。内容
量は６年生で56時間になって
おり，余裕のある分量になっ
ている。また，名前を書く順
番が名字，名前と明記された
り，発音のアクセントがつい
ていたりなど，どの児童にも
分かりやすいように配慮され
ている。



【道徳】

東京書籍 学校図書 教育出版 光村図書出版

　積極的な議論と児童の多様
な考えを引き出す場面が数多
く設定されており，道徳的判
断力，心情，実践意欲と態度
を養うことができるよう工夫
されている。また，防災，い
じめや命に関わる教材が充実
しており，物事を多面的・多
角的に考え，議論できるよう
配慮されている。

　教科書が２冊に分けられて
おり，道徳的な価値に気付く
こと，自分の考えを深めるこ
とができるように工夫されて
いる。また，教材の内容が，
各地の伝統や文化，スポー
ツ，学校生活等，多岐にわた
るため，児童が関心を持ち主
体的に考えることができるよ
うに配慮されている。

　スキルトレーニングを取り
入れた教材では，体験的な学
習を通して，主体的に考える
展開が予想される。また，終
末段階の役割演技を促す発問
により，児童らがさらに考
え，議論できるよう工夫され
ている。また，本教材は30教
材であり，学校が補充教材独
自に加えて扱えるよう配慮さ
れている。

　１年間を三つのまとまりに
より構成し，３学期制に合わ
せるよう単元・題材が配列さ
れており，道徳的判断力，心
情，実践意欲と態度を養うこ
とができるよう工夫されてい
る。また，迫力のある写真や
絵が随所に記載されており，
主体的に道徳の学習に取り組
む態度につながるよう配慮さ
れている。

光文書院 学研教育みらい 廣済堂あかつき

　各教材にいくつかの発問が
明記されており，児童が主体
的に学習し，価値理解を深
め，道徳的判断力，心情，実
践意欲と態度を養うことがで
きるよう工夫されている。ま
た，ノートの記入例が示され
ており，学習評価を充実させ
る指導ができるよう工夫され
ている。

　主題名を冒頭に記載してい
ないため，児童の問題意識を
もとに，授業が展開されるこ
とが期待できる。また，情報
モラルの教材には，SNS上の実
際のやりとりを想起させる描
写があり，登場人物の心情に
共感させ，道徳的判断力，心
情，実践意欲と態度を養うこ
とができるよう工夫されてい
る。

　各教材に学習の見通しが示
されており，道徳的諸価値の
理解を深める展開が期待でき
る。また，巻末には現代の人
物の生き方にふれる教材が複
数あり，身近な問題として主
体的に学習し，価値理解を深
め，道徳的判断力，心情，実
践意欲と態度を養うことがで
きるよう工夫されている。


