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【道徳　発達段階：Ａ】

道　徳　１ 道　徳　２ 道　徳　３

偕成社 偕成社 教育画劇

まついのりこあかちゃんえほん
ばいばい

ぼくだけのこと
ふわふわちゃん

おでかけこんにちは

まつい　のりこ
　　　　　森　絵都　　作
　　　スギヤマカナヨ　絵

　こが　ようこ　　　文
　たかお　ゆうこ　　絵

600円（Ａ５変形　22Ｐ） 1,400円（24cm×25cm　35Ｐ） 850円(Ｂ５変形　28Ｐ)

５種類の動物たちが、「こんにち
は」「ばいばい」を交互に繰り返す
絵本である。

周囲の人と比べて、自分だけがで
きることを積み重ねていくことで、
自分が日本や世界で唯一の存在であ
ることに気付かせるという内容の絵
本である。

ふわふわちゃんが様々な動物や植
物と挨拶を交わしながら、楽しそう
に関わっている様子について、単純
な絵と文で分かりやすく描いた絵本
である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページを１場面として、

11場面で構成している。
ひよこ、ぞう、うさぎ、きりん、

かえるが登場し、「こんにちは」
「ばいばい」を繰り返している。

一部を除き、見開き２ページを１
場面として、18場面で構成されてい
る。

１場面の文字数は、最多で176文
字である。

主人公の語りとそれ以外の登場人
物の語りとで、文字のフォントを変
えている。

見開き２ページで、13場面で構成
している。

主人公が、動物や植物と挨拶をす
る場面の繰り返しで構成している。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
本文の文字の大きさは、22ポイン

トで表記している。
全ページカラー印刷で、絵は単純

な線とはっきりとした色で表現して
いる。

本文の文字の大きさは、13ポイン
トである。

全て平仮名及び片仮名で表記され
ており、分かち書きである。

全ページカラー印刷であり、イラ
ストは輪郭のはっきりとした線画で
描かれている。

本文の文字の大きさは、16ポイン
トで表記している。

文章は、最大で３語文で、平仮名
と片仮名で表記している。

全ページカラー印刷で、色彩はや
わらかく、水彩画のようなタッチで
描かれている。
　
　

【製本の仕方や耐久性等】
紙質は艶があり、十分な厚みがあ

る。
　のりとじで製本している。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質はやや厚く、艶がある。

表紙は硬く、光沢があり、糸かが
りで製本してあるため、耐久性があ
る。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はとても硬く、糸かがりで製

本しており、耐久性がある。

簡単な挨拶や使用する場面を学習
することができる。

表紙に「あかちゃんのほん」とあ
るので、使用する学部に配慮が必要
である。

名前を記入する欄に「○○ちゃ
ん」という表記がある。

物語を通じて、個性の伸長や相互
理解について学習することができ
る。

運動会の開会式で、主人公が貧血
により倒れる場面があり、障害によ
り同様の症状がある児童・生徒に
とっては心理的な負担となる場合も
あるため、使用する際に配慮を要す
る。

挨拶の大切さや関係づくりのきっ
かけになることについて、学習する
ことができる。

構
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(判・Ｐ)

内
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【道徳　発達段階：Ａ】

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

そ
の
他

種NO

発行

書
名

著者

定価
(判・Ｐ)

内
容

道　徳　４

福音館書店

じのない　えほん

ディック・ブルーナ　文/絵
いしい　ももこ 　　　　訳

700円（Ａ５変形　26Ｐ）

朝起きてから行う日常生活動作
を、絵のみで示している。

主人公が置き去られた人形を見つ
けて、一緒に遊んだり歯磨きをした
りするなどの展開も描かれている。

【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページで、12場面で構成

している。
文字はなく、絵のみで示してい

る。

【表記・表現】
全ページカラー印刷で、赤、青、

黄色、緑を中心とした、はっきりと
した色使いで表現している。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は硬く、糸かがりで製本して

おり、耐久性がある。

絵のみで示しているため、児童・
生徒の発達段階に合わせて言葉を選
び、指導することができる。

日常生活の活動や他者を大切にす
ることについて、学習することがで
きる。

裏表紙に「０才から子どもがはじ
めてであう絵本」とあるので、使用
する学部に配慮が必要である。
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【道徳　発達段階：Ｂ】

道　徳　５ 道　徳　６ 道　徳　７

学研プラス 冨山房 偕成社

ぴよちゃんとひまわり もりのともだち ほげちゃん

いりやま　さとし
マーシャ・ブラウン　作
八木田宜子　　　　　訳

やぎ　たみこ

950円（Ａ４変形　31Ｐ） 1,200円（Ａ４変形　31Ｐ） 1,000円（Ｂ５変形  31Ｐ）

　主人公のひよこがひまわりを育て
る経験を通して、ひまわりとの友情
を育むと同時に、自然の不思議や面
白さ、生命の尊さに気付く物語であ
る。

隣同士に家を作ったうさぎときつ
ねであったが、ある時、きつねがう
さぎの家を奪ってしまう。

困って泣いているうさぎのため
に、森の動物たちがうさぎの家を取
り返そうと奮闘する物語である。

家族が出掛ける日、家に置いてい
かれたぬいぐるみのほげちゃんは、
怒って暴れ、部屋を散らかし、自分
自身も汚れてしまう。

帰宅した家族に、汚れを洗っても
らい喜ぶぬいぐるみの話である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
　見開き２ページを１場面として、
15場面で構成されている。
　ひまわりの生長と共に季節が移り
変わりながら物語が展開する構成で
ある。
　文字数は、最大で160文字であ
る。

見開き２ページを１場面として、
15場面で構成されている。

ページによって、文字の量に違い
があるが、最大で１行21文字、21行
である。

31ページの中で、10場面が見開き
２ページで構成している。

裏表紙には、ぬいぐるみの作り方
を示している。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
　本文の文字の大きさは、12ポイン
トで表記している。
　ほぼ平仮名で、主人公の鳴き声の
み片仮名で表記している。
　全ページカラー印刷であり、水彩
画のようなやわらかいタッチで描か
れている。

本文の文字の大きさは、11ポイン
トでほぼ平仮名で表記している。

黒、茶、緑、橙を中心に、筆で描
いたようなタッチで描かれている。
　

本文の文字の大きさは、13ポイン
トで表記している。
　平仮名、片仮名で表記している。
　全ページカラー印刷である。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質に艶はなく、やや厚い。表紙
はとても硬い。
　糸かがりで製本しているため、耐
久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
紙質に艶はなく、やや厚い。表紙

はとても硬い。
　のりとじで製本している。

【製本の仕方や耐久性等】
紙質はやや厚く、表紙はとても硬

い。
糸かがりで製本しているため、耐

久性がある。

　物語を通して、身近な物への親し
みや思いやり、自然のすばらしさや
生命の尊さについて学習することが
できる。
　14ページに、ひまわりの花が開く
しかけがあり、児童・生徒の興味・
関心を引きやすい。

物語を通して、善悪の判断や正
義、友情について学習することがで
きる。

物語を通して、身近な人の愛情や
普段の生活の大切さについて学習す
ることができる。
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【道徳　発達段階：Ｂ】

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

そ
の
他

種NO

発行

書
名

著者

定価
(判・Ｐ)

内
容

　道　徳　８ 道　徳　９ 道　徳　１０

偕成社 フレーベル館 ＢＬ出版

ともだちや たいせつなこと 手と手をつないで

内田　麟太郎　作
降矢　なな　　絵

マーガレット・ワイズ・ブラウン　作
レナード・ワイスガード　　　　　絵
内田　也哉子　　　　　　　　　　訳

マーク・スペアリング　　　　文
ブリッタ・テッケントラップ　絵
三原　泉　　　　　　　　　　訳

1,000円（Ａ４変形　32Ｐ） 1,200円（Ｂ５変形　22Ｐ） 1,600円（Ａ４変形　24Ｐ）

寂しがり屋のキツネは、「ともだ
ちや」を始める。ある日、客となっ
たオオカミとトランプをし、帰る時
にお代を請求すると、「友達からお
金を取るとは」と、オオカミは怒り
出す。友情について考えることがで
きる内容である。

植物や食べ物、道具、自然など、
身近な物や事象について、それぞれ
の特徴や様子、役割を説明し、あり
のままの姿の良さや自己を肯定する
ことへの気付きを促す内容である。

大きなねずみと小さなねずみが手
をつないで野山を歩き、動物に出
会ったり、自然の様子に気付いたり
しながら、２匹で一緒にいることの
嬉しさや喜びを描いた物語である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
一部を除き、見開き２ページを１

場面として、17場面で構成されてい
る。

１場面の文字数は、最多で146文
字である。

見開き２ページを１場面として、
11場面で構成している。

ページによって文字の量に違いが
あるが、１行16文字、10行程度であ
る。

見開き２ページを１場面として、
12場面で構成している。

文字数が少なく、ほとんどの場面
が１行15文字、４行程度である。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
本文の文字の大きさは、13ポイン

トである。
全て平仮名及び片仮名で表記され

ており、片仮名には振り仮名が振っ
てある。分かち書きである。

全ページカラー印刷であり、イラ
ストは筆で描いたようなタッチで描
かれている。

本文の文字の大きさは、12ポイン
トで表記されている。

文字は全て平仮名で表記され、分
かち書きである。
　全ページカラー印刷である。

本文の文字の大きさは、16ポイン
トで表記している。

全て平仮名で表記され、分かち書
きである。ただし、「手」のみ漢字
で表記している。

全ページカラー印刷で、季節に応
じた色彩で表現している。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質はやや厚く、艶がある。

表紙は硬く、光沢があり、糸かが
りで製本してあるため、耐久性があ
る。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は硬く、のりとじで製本され

てる。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は硬く、糸かがりで製本して

いるため、耐久性がある。
　

物語を通じて、友情や信頼、相互
理解について学習することができ
る。

物語を通して、自己を見つめ、自
己の特徴に気付き、個性を大切にす
ることについて学習することができ
る。

物語を通して、友達の学習をする
ことができる。野山にいる動物や四
季に応じて変化する自然の様子も描
かれており、自然のすばらしさや大
切さを学ぶことができる。
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【道徳　発達段階：Ｂ】

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

そ
の
他

種NO

発行

書
名

著者

定価
(判・Ｐ)

内
容

道　徳　１１ 　道　徳　１２ 道　徳　１３

小学館 小学館 講談社

おひさまセレクション
勇気をくれるおはなし16話

おこだでませんように
４・５・６さいのきもちをつたえる

ことばのえほん

長谷川義史　他19名
      くすのき　しげのり　作
      石井　聖岳　　　　　絵

木坂　涼　監修

1,600円（Ａ４変形　116Ｐ） 1,500円（Ａ４変形　31Ｐ） 1,800円（Ｂ５変形　120Ｐ）

友情、家族、勇気、希望等をテー
マに、16話の物語が集録された絵本
である。それぞれの話で作者が異な
るため、バラエティーに富んだ内容
になっている。外国の民話やイソッ
プ物語も集録されている。

主人公は、家で妹を泣かしたり、
学校で友達をたたいたりして怒られ
てばかりいる。しかし、本当は母や
先生に褒めてもらいたいと思ってい
る。七夕の短冊にその思いを書いた
ことで周囲に理解してもらうことが
できた。人との関わり方について考
えることができる内容である。

１日の生活の中で使う挨拶や、相
手に気持ちを伝える言葉について、
説明や物語を絵と文で示してある。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
全16話で、１話を４ページから８

ページで構成している。
　目次がある。

文字数は、最も多いページで193
文字である。

一部を除き、見開き２ページを１
場面として、18場面で構成されてい
る。

１場面の文字数は、最多で374文
字である。

全３章において、見開き２ページ
で、16事例を紹介している。
　目次と索引がある。
　

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
本文の文字の大きさは、12ポイン

トから14ポイントで表記している。
　全て平仮名で表記している。

全ページカラー印刷で、１話ごと
にイラストの作者が異なるため、絵
の色彩や描き方が異なっている。

本文の文字の大きさは、13ポイン
トである。

全て平仮名及び片仮名で表記され
ており、分かち書きである。

全ページカラー印刷であり、イラ
ストは筆で描いたようなタッチで描
かれている。

本文の文字の大きさは、17ポイン
トで表記している。

平仮名と片仮名で表記し、片仮名
には振り仮名が付いている。

全ページカラー印刷で、説明や物
語によって、イラストの作風が異な
る。
　
　

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はやや厚く、のりとじで製本

している。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質はやや厚い。

表紙は硬く、光沢があり、糸かが
りで製本してあるため、耐久性があ
る。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はとても硬く、糸かがりで製

本しているため、耐久性がある。

物語によって、テーマが異なるた
め、友情や思いやり、生命の尊さな
ど、様々な内容について、学習する
ことができる。

幼稚園を舞台にした話があるの
で、使用する学部に配慮が必要であ
る。

物語を通じて、気持ちの伝え方や
人との関わり方、家族愛について学
習することができる。

主人公が友達に暴力を振るってし
まう場面があり、使用する際に配慮
が必要である。

「自分の気持ちを言葉で相手に伝
えること」をテーマとした内容であ
る。礼儀を中心に、親切さや思いや
り、友情などについて学ぶことがで
きる。

表紙に、「４・５・６さいの」と
あるので、使用する学部に配慮が必
要である。
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【道徳　発達段階：Ｂ】

構
　
成
　
上
　
の
　
工
　
夫

そ
の
他

種NO

発行

書
名

著者

定価
(判・Ｐ)

内
容

☆　道　徳　１４ 道　徳　１５

ナツメ社 福音館書店

母と子のおやすみまえの
イソップどうわ

いきてるって　どんなこと？

　　　　渡辺　弥生　監修
　　　　千葉　幹夫　著

キャスリーン　ウェドナー　ゾイフェルド　　作
ネイディーン　バーナード　ウェストコット　絵
中澤　洋子　　　　　　　　　　　　　　　　訳

1,600円（Ｂ５変形　207Ｐ） 1,300円（Ａ４変形　29Ｐ）

イソップ童話を通して、生活して
いく上での様々な教訓について考え
る内容の絵本である。

主人公の女の子が、身近な動物や
植物を観察し、生き物とそうではな
い物との違いについて考えながら、
「生き物ってなに？」「生きてい
るってどんなこと？」という疑問に
ついて考える物語である。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
　巻頭に目次がある。

全５章で、50の童話を収録してい
る。各章の末尾に、クイズ形式で振
り返りをするページがある。

見開き２ページを１場面として、
15場面で構成している。

文字数は、１ページ当たり最大で
275文字である。

【表記・表現】 【表記・表現】
本文の文字の大きさは、12ポイン

トである。
　全ページカラー印刷である。
　本文の漢字には振り仮名がある。

挿絵はイラストや水彩、切り紙等
多様で、ページ全面に示している。

本文の文字の大きさは、13ポイン
トで表記している。

全て平仮名で表記しており、分か
ち書きである。

全ページカラー印刷で、はっきり
とした色使いである。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は少し厚みがある。

表紙はやや硬い紙であり、のりと
じで製本してある。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は硬く、糸かがりで製本して

おり、耐久性がある。

各話の冒頭に、その話の教訓と解
説を説明しており、末尾には、童話
を振り返る問いかけを設けている。

挿絵に、文字が重なる箇所があ
り、指導の際に配慮が必要である。

表紙に「３歳～６歳にあわせて楽
しめる」の記載があり、使用に当
たっては、配慮が必要である。

主人公とともに、児童・生徒も
「生きていることはどういうこと
か？」と考える学習に活用できる。

枯葉や小鳥の死などを通して、命
の大切さや尊さについて学習するこ
とができる。
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【道徳　発達段階：Ｃ】

道　徳　１６ 道　徳　１７ 道　徳　１８

あすなろ書房 旺文社 旺文社

おおきな木
学校では教えてくれない大切なこと②

友だち関係～自分と仲良く～
学校では教えてくれない大切なこと⑥

友だち関係～気持ちの伝え方～

シェル・シルヴァスタイン　作
村上　春樹　　　　　　　　訳

山野　友子　編 山野　友子　編

1,200円　（Ｂ５変形　52Ｐ） 850円（Ａ５変形　144ページ） 850円(Ａ５変形　144Ｐ)

少年は、木に様々な要求をし、木
は優しく応じ続ける。最初から最後
まで、少年に何かを与え続ける木と
自分本位な少年とのやりとりを対比
して表した物語である。

人との関わりを良くするために
は、まず自分のことを知り、自分を
好きになることが大切であるという
ことについて、漫画やイラストで説
明している。

友達関係における、状況に応じた
気持ちの理解やふさわしい気持ちの
伝え方について、漫画やイラストで
説明している。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
見開き２ページを１場面として、

26場面で構成している。
文章は、ほとんどのページが25文

字程度であるが、４場面のみ、300
文字程度の文字数である。

全５章において、19事例を紹介し
ている。

見開き２ページを１事例とし、一
つの事柄について、漫画で説明した
後、その内容に対する対処方法や、
別の事例などを紹介する構成になっ
ている。
　目次がある。

　目次がある。
全５章において、41事例を紹介し

ている。
見開き２ページを１事例として構

成している。

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
本文の文字の大きさは、11ポイン

トで表記している。
　漢字には振り仮名が付いている。
　絵は黒で描かれ、余白が多い。
　

本文の文字の大きさは、6.5ポイ
ントから12ポイントで表記してい
る。
　漢字には振り仮名が付いている。
　全ページカラー印刷である。

本文の文字の大きさは、８ポイン
トから12ポイントで表記している。
　漢字には振り仮名が付いている。
　全ページカラー印刷である。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙は硬く、糸かがりで製本して

いるため、耐久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はやや硬い紙で、のりとじで

製本している。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はやや硬い紙で、のりとじで

製本している。

物語を通して、身近な人の愛情や
献身について、考えることができ
る。

物語の後半の、少年の冷淡で自分
本位な行動は極端であり、児童・生
徒が自らの行動を振り返る際には、
配慮が必要である。

日常生活における友達との様々な
場面が想定されており、相手の気持
ちの理解や困ったときの対処法など
を学習することができる。

日常生活における友達との様々な
場面が想定されており、相手の気持
ちの理解や困ったときの対処法など
を学習することができる。
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☆　道　徳　１９ ☆　道　徳　２０ 道　徳　２１

旺文社 サンマーク出版 日本図書センター

学校では教えてくれない大切なこと
⑪

友だち関係～考え方のちがい～

いのちのまつり
「ヌチヌグスージ」

逆境に負けない力をつける！
こども菜根譚

山野　友子　編
草場　一壽　　作
平安座　資尚　絵

齋藤　孝　監修

850円（Ａ５　152Ｐ） 1,500円（Ａ４変形　27Ｐ） 1,500円（Ｂ５変形　59Ｐ）

自分や他者の気持ちの理解を中心
に、意見や立場が異なる人との関わ
りについて、漫画やイラストで説明
している。

主人公と島の「オバア」との会話
を通して、生命のつながりについて
考える内容の絵本である。

中国の古典の一つである「菜根
譚」を子供向けに解説したものであ
る。

様々な状況において、逆境を乗り
越え、人とうまく付き合っていくた
めのヒントが説明されている。

【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】 【全体の構成や各項目の配列】
　巻頭に目次がある。

全４章で、31事例を紹介してい
る。

見開き２ページを１事例として、
各事例について漫画で説明した後、
その対処方法の例を次の見開き２
ページで解説する構成になってい
る。

沖縄県でお墓参りの場面を見たこ
とをきっかけに、主人公の身近な人
から少しずつ祖先への思いを広げて
いき、子孫へのつながりも考える構
成になっている。

　目次がある。
全４章で、見開き２ページを１項

目として、24項目で構成している。
本の冒頭に、この本の読み方や活

用方法の説明がある。
　

【表記・表現】 【表記・表現】 【表記・表現】
文字の大きさは、漫画の吹き出し

が主に10.5ポイントである。
　全ページカラー印刷である。

本文の漢字には振り仮名がある。
場面によって文字のフォント、大き
さ、色を変えることで強調してい
る。

章ごとにページを色分けしてあ
る。

本文の文字の大きさは、14ポイン
トである。
　全ページカラー印刷である。

本文の漢字には、振り仮名があ
る。

やや淡い色づかいの挿絵で、白い
線の縁取りで描かれている。

本文の文字は、菜根譚の訳が24ポ
イント、解説が11ポイントで表記し
ている。
　漢字には振り仮名が付いている。
　全ページカラー印刷である。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は薄い。

表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

【製本の仕方や耐久性等】
　紙質は厚く、光沢がある。

表紙は硬く、糸かがりで製本され
ているため、十分な耐久性がある。

【製本の仕方や耐久性等】
表紙はやや厚く、のりとじで製本

している。

様々な立場の登場人物の他、気持
ちを擬人化したキャラクターが登場
するなど、児童・生徒が親しみやす
い工夫がある。

男女の違いや宗教上の取扱いに関
して、様々な考え方があることに配
慮が必要である。

漫画形式のため、読み進める順に
配慮が必要である。

自分自身が多くの生命のつながり
により生まれたということを、折込
ページを利用したイラストによって
表現している。

沖縄県の方言を使った会話部分や
文化的背景について、補足説明等の
配慮が必要である。

登場人物のイラストに、眉毛や手
指が描かれていなく、取扱いに配慮
が必要である。

努力や強い意志、他者に対する思
いやりなど、よりよく生きることに
ついて、学習することができる。

やや難しい内容が含まれているた
め、児童・生徒の実態に応じて、更
に説明を加えるなどの配慮が必要で
ある。
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