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はじめに 2
本書の特徴 3
本書の使い方 6

A　主として自分自身に関すること
善悪の判断，
自律，自由と
責任

遠足の子どもたち（東書） 10

ぼくの夏休み大作戦（日文） 12

人生という教科（学研） 14

うばわれた自由（学研） 【掲載他社：日文 , 光村 , 光文 , 学図 , あかつき , 教出 6】 16

正直，誠実

見えた答案（東書） 18

のりづけされた詩（日文）※ 【掲載他社：学研 6】 20

千羽づる（光村） 22

手品師（学研）※　 【掲載他社：光文 , 学図 , 東書 6, 日文 6, 光村 6, 教出 6, あかつき 6】 24

節度，節制
流行おくれ（東書） 【掲載他社：日文 , 光村 , あかつき】 26

命を守る防災訓練（光村） 28

ぬぎすてられたくつ（学研） 30

個性の伸長　 感動したこと，それがぼくの作品（東書） 32

日本の「まんがの神様」（学研） 34

希望と勇気，
努力と強い意志

ベートーベン（東書） 36

ヘレンと共に －アニー・サリバン－（日文）【掲載他社：あかつき】 38

夢を実現するためには（光村） 40

ライバルは自分自身（学研） 42

真理の探究　

ペンギンは水の中を飛ぶ鳥だ（東書） 44

天から送られた手紙（日文） 【掲載他社：教出 6】 46

真の看護を求めて －ナイチンゲール（光村） 48

植物とともに　牧野富太郎（学研） 【掲載他社：光村 6】 50

B　主として人との関わりに関すること

親切，思いやり

ノンステップバスでのできごと（東書） 54

くずれ落ちただんボール箱（東書） 【掲載他社：日文 , 学研 , あかつき】 56

道案内（光村） 58

マークが伝えるもの（光村） 60

感謝　

「ありがとう上手」に（東書） 62

ありがとうの心（日文） 64

水がわたる橋－通潤橋（光村） 66

おじいさんのあたたかな目（学研） 68

礼儀　
オーストラリアで学んだこと（東書） 70

あいさつって（光村） 72

どろだらけのユニフォーム（学研） 74

友情，信頼

心のレシーブ（東書） 76

知らない間のできごと（日文） 【掲載他社：教出】 78

友のしょうぞう画（光村） 【掲載他社：日文 , 学研 , あかつき , 光文 6, 学図 6】 80

言葉のおくりもの（学研）※ 【掲載他社：学図 , 東書 6, 日文 6】 82

相互理解，寛容
名医，順庵（東書） 84

すれちがい（日文） 【掲載他社：光村 , 学研 , 学図】 86

銀のしょく台（学研）※ 【掲載他社：教出 , あかつき , 東書 6, 学図 6】 88

C　主として集団や社会との関わりに関すること

規則の尊重　

駅前広場はだれのもの（東書） 92

住みよいマンション（日文） 【掲載他社：東書 6】 94

公園のきまりを作ろう（光村） 96

お客様（学研） 【掲載他社：光村】 98

公平，公正，
社会正義　

転校生がやってきた（東書） 100

これって不公平？（日文） 102

だれもが幸せになれる社会を（光村） 104

いじめをなくすために（学研） 106

勤労，
公共の精神　

お父さんは救急救命士（東書） 108

父の仕事（日文） 110

クール・ボランティア（光村） 112

この思いをフェルトペンにたくして（学研） 114

家族愛，
家庭生活の
充実　

お父さんのおべんとう（東書） 116

家族のために（日文） 118

祖母のりんご（光村） 120

ぼくがいるよ（学研） 122

よりよい
学校生活，
集団生活の充実

バトンをつなげ（東書） 124

たのむよ，班長（日文） 126

わたしは飼育委員（光村） 128

森の絵（学研） 【掲載他社：教出】 130

伝統と文化の尊
重，国や郷土を
愛する態度

正月料理（東書） 132

和太鼓調べ（日文） 134

美しい夢－ゆめぴりか－（日文） 136

もう一つの塔（学研） 138

国際理解，
国際親善　

同じ空の下で（東書） 140

小さな国際親善大使（光村） 142

ペルーは泣いている（学研） 【掲載他社：日文 , 学図 6】 144

D　主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること

生命の尊さ

コースチャぼうやを救え（東書） 148

「太陽のようなえがお」が命をつなぐ（日文） 150

「同じでちがう」（光村） 152

電池が切れるまで（学研） 【掲載他社：日文 , 光村】 154

自然愛護　 一ふみ十年（東書） 【掲載他社：日文 , 光村 , 学図 , あかつき】 156

もったいない（学研） 【掲載他社：日文 6】 158

感動，
畏敬の念　

一本松は語った（東書） 160

母さんの歌（日文） 162

宇宙から見えたもの（光村） 164

アルソミトラの空（学研） 166

よりよく
生きる喜び

そういうものにわたしはなりたい～宮沢賢治（東書） 168

のび太に学ぼう（日文） 170

アンパンマンがくれたもの（光村） 172

わたしはひろがる（学研） 【掲載他社：光文 6】 174

（　）内は，出典の教科書会社名　東書：東京書籍，　日文：日本文教出版，　光村：光村図書，　学研：学研教育みらい
【　】内は，同教材の掲載他社名（上記以外で）教出：教育出版，　光文：光文書院，　学図：学校図書，　あかつき：廣済堂あかつき

 尚，教科書会社名に 6 が付いている場合は，6 年生の教科書教材として掲載されています。
※のマークのある４教材については，『考え議論する道徳の授業 80　6 年』で，別の授業案を掲載しています。

5 年　目次


