
県名 市町村名 資料名 対象 作成または配布年度
北海道 「はあとふる」 小中 平成23年度

平成24年度指導資料道徳教育郷土資料にかかわる実践事例集【小学校編】 小 平成24年度
平成25年度指導資料道徳教育郷土資料にかかわる実践事例集【中学校編】 中 平成24年度
自分の生き方を見つめて～郷土の先人の生き方に学ぶ～ 小 平成２3年度
平成２２年度道徳教育ハンドブック 小中高 平成22年度
こころの道標 高校 平成23年度

大河原教育事務所 大河原教育事務所管内の偉人～夢をもと，志を成し遂げた郷土の人々～ 小中高 平成23年度
小学生版ぼうさい教育ふくどく本
「3.11塩竈っ子へ～東日本大震災体験文集～」

小 平成24年度

中学生版防災教育副読本
「3.12塩竈っ子へ～東日本大震災体験文集～」

中 平成24年度

田村市「心の教育」学習資料集（平成24年度版） 小中 平成23年度
田村市「心の教育」実践事例集　第4集 小中 平成23年度
すばらしい先輩たち　会津人のほこり（第一集） 小中 平成元年度
すばらしい先輩たち　会津人のほこり（第二集） 小中 平成元年度
心のノート小学校1・2年　栃木県版 小１・２ 平成23年度
心のノート小学校3・4年　栃木県版 小３・４ 平成23年度
心のノート小学校5・6年　栃木県版 小５・６ 平成23年度
心のノート中学校　栃木県版 中 平成23年度
子どもたちの規範意識を育てるためのルール・マナー教材集【幼・少編】【中・高編】【指導資料】 幼小中高 平成19年度
思いやりの心を育てる道徳教育推進事業－映像資料集－（ＤＶＤ） 小中 平成19年度

芳賀地区広域行政事務
組合

学校教育資料第６１号「道徳の時間と各教科等との関連の在り方」 小中 平成21年度

小山市 教育研修シリーズ「学校の教育活動全体を通じて養う道徳性」 小中 平成24年度
はばたく群馬の指導プラン 小中 平成23年度
太田に光を与えた先人たち 小中 平成15年度
さあ、今から「いじめ」について考えよう。 小中 平成18年度
埼玉県道徳教育指導資料集「彩の国の道徳『心の絆』」 小中 平成23年度
―夢を奏で続けて―　どんぐりピアノ 小中 平成22年度
人と自然が豊かな環境をつくりだす　山崎山 小中 平成22年度
島村盛助 小中 平成22年度
渋沢栄一こころざし読本　小学校第1学年～第3学年 小１～３ 平成22年度
渋沢栄一こころざし読本　小学校第4学年～第6学年 小４～６ 平成22年度
渋沢栄一こころざし読本　中学校第1学年～第3学年 中 平成23年度
かすかべのどうとく　みんな　げんきに　（小学校低学年・中学年） 小（低・中） 平成23年度
春日部の道徳　かがやく　きみに　（小学校高学年・中学校） 小（高）・中 平成23年度

各自治体において作成した道徳に関する教材・指導資料等の例

宮代町

深谷市

春日部市

群馬県
太田市

宮城県
塩竃市

福島県
田村市

会津若松市

青森県

岩手県

栃木県



学ぼう知ろう心のかがやき１ 小 平成13年度
学ぼう知ろう心のかがやき２ 小 平成14年度
学ぼう知ろう心のかがやき３ 小 平成15年度
道徳授業の『道標』 小中 平成16年度
「道徳授業の道標」実践事例集 小中 平成17年度
「道徳授業の道標」実践事例集　第３集 小中 平成19年度
「道徳授業の道標」実践事例集　第４集 小中 平成20年度
「道徳授業の道標」実践事例集　第５集 小中 平成22年度
「道徳授業の道標」実践事例集　第６集 小中 平成23年度

久喜市 心豊かな久喜の子どもたち～自分の考えを深め、自らの成長を実感できる久喜の道徳教育～ 小中 平成22年度
道徳教育映像教材 小 平成23年度
チーバくん　ふるさと・ことばかるた 幼 平成23年度
視聴覚教材（小学校） 小 平成23年度
東京都道徳教育教材集中学校版「心　みつめて」 中 平成24年度
東京都道徳教育教材集中学校版「心　みつめて」活用のための指導資料 中 平成24年度
東京都道徳教育教材集中学校版「心　みつめて」について 中 平成24年度
東京都道徳教育教材集小学校1・2年生版「心　あかるく」 小１・２ 平成24年度
東京都道徳教育教材集小学校3・4年生版「心　しなやかに」 小３・４ 平成24年度
東京都道徳教育教材集小学校5・6年生版「心　たくましく」 小５・６ 平成24年度
東京都道徳教育教材集小学校1・2年生版「心　あかるく」活用のための指導資料 小 平成24年度

東京都道徳教育教材集小学校3・4年生版「心　しなやかに」活用のための指導資料 小 平成24年度

東京都道徳教育教材集小学校5・6年生版「心　たくましく」活用のための指導資料 小 平成24年度
東京都道徳教育教材集小学校1・2年生版「心　あかるく」、3・4年生版「心　しなやかに」、5・6年生版「心
たくましく」について

小 平成24年度

武蔵村山市の先生がつくった道徳読み物資料集～第１集～ 小中 平成15年度
武蔵村山市立学校　中学生のための礼儀・作法読本 中 平成23年度
武蔵村山市の先生がつくった道徳読み物資料集～第２集　生命尊重～ 小中 平成17年度

千代田区 「江戸しぐさ」を題材とした道徳教育資料集 小中 平成18年度
府中市 郷土府中に根ざした道徳資料集 小中 平成19年度

道徳副読本（町田出版）※東京書籍掲載の町田市作成資料〈文書のみ） 小中 平成19年度
教師用指導書（町田市出版） 小中 平成19年度
平成21年度　わかりやすい道徳の授業 小中 平成21年度
平成22年度荒川区道徳教育郷土資料集 小中 平成22年度
平成23年度荒川区道徳教育郷土資料集 小中 平成23年度

八王子市 小中一貫指導資料「道徳」『夕焼け小焼けの里』 小中 平成21年度
こころざし高く　－小学校一学年～小学校三学年－ 小１～３ 平成22年度
こころざし高く　－小学校四学年～小学校六学年― 小４～６ 平成22年度
こころざし高く　－中学校一学年～中学校三学年－ 中 平成22年度
こころざし高く　－教師用指導書　読み聞かせ資料等― 中 平成22年度

千葉県

東京都

武蔵村山市

町田市

荒川区

台東区

埼玉県
羽生市

熊谷市



世田谷区 道徳指導資料集 小中 平成23年度
葛飾区 道徳教育指導資料〈22集〉すぐ授業に使える道徳資料 小中 平成23年度

道徳教育　指導実践事例集 小中 平成23年度
心のパスポート 小中 平成24年度

目黒区 道徳副読本　めぐろの心　（中学年） 小 平成24年度
渋谷区 渋谷区道徳読み物資料「伝えたい　しぶやの心」 小中 平成24年度

かまくらのはなし 小中 平成18年度
かまくらのはなし　全展開例 小中 平成19年度
12年間を見とおした道徳観の育成 幼小中 平成22年度
幼稚園・小学校・中学校12年間を見とおした指導の重点 幼小中 平成22年度
自作資料「郷土の偉人～二宮金次郎～」 小 平成23年度
自作資料「夢を追いかけて～酒井恒　博士～」 小 平成23年度
「いのちのアサガオ」(道徳教育郷土資料　越佐の心　改訂版)　小学校低学年用 小 平成11年度
道徳教育用郷土資料活用資料集・「心のノート」実践事例集 小 平成15年度

見附市 みつけ塾　思いやり 小１～３ 平成23年度
見附市 みつけ塾　学び 小４～６ 平成23年度
見附市 みつけ塾　かがやき 中 平成23年度

いのちのメッセージカード 小中 平成23年度
富山市 人権教育の指導事例集（９）「人権が尊重される授業作り編」 小中 平成23年度
滑川市 光り輝く滑川の人物ものがたり 小中 平成23年度

石川県 ふるさとがはぐくむ　どうとく　いしかわ 小 平成23年度
心のノート小学校1・2年　ふくいけん 小１・２ 平成23年度
心のノート小学校3・4年　ふくいけん 小３・４ 平成23年度
心のノート小学校5・6年　ふくいけん 小５・６ 平成23年度
大野の宝　先人に学ぶ「土井利忠」読み物資料、指導案、ワークシート資料等 小４ 平成21年度
大野の宝　先人に学ぶ「尾崎琴洞」読み物資料、指導案、ワークシート資料等 小５ 平成21年度
大野の宝　先人に学ぶ「金森長近」読み物資料、指導案、ワークシート資料等 小６ 平成21年度

山梨県 道徳教育用郷土資料集 小中 平成23年度

富山県

福井県

大野市

青梅市

神奈川県

鎌倉市

足柄上郡大井町

新潟県



「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（集団や社会とのかかわり）」 小中 平成15年度
「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（かけがえのない命）」
「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（他の教育活動との関連）」

小中 平成16年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（集団や社会とのかかわり）」
～学校の様々な体験活動との関連を生かした道徳の時間の指導～

小中 平成17年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（かけがえのない命）
～生命を尊重する心の育成、規範意識の向上を目指して～

小中 平成18年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導（かけがえのない命）」
～深まりのある道徳の時間の指導を目指して～

小中 平成19年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導」
～児童生徒の心に響く資料の選択と指導方法の工夫～

小中 平成20年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導」
～児童生徒の心に響く資料の選択と指導方法の工夫～

小中 平成21年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導」
～児童生徒の心に響く資料の選択と指導方法の工夫～

小中 平成2年度

「児童生徒の心に響く道徳の時間の指導」
～児童生徒の心に響く資料の選択と指導方法の工夫～

小中 平成23年度

新しいものをつくり出した郷土の偉人　古田織部 小６ 平成23年度
髙木　貞治 小６ 平成23年度
伝統とほこりの郷（さと）に生きる 小中 平成24年度
伝統に込められたメッセージ～真桑人形浄瑠璃～ 小中 平成24年度
ふるさとゆかりの人々 平成15年度
ふるさと海津 平成18年度
ビザを求めるユダヤの人と千畝の決断（小学生社会科副読本） 小 平成23年度
わたしたちの東白川村 小 平成23年度

袋井市 ふるさと袋井に生きる 小中 平成20年度
掛川市 なるほど納得金次郎さん 小中 平成23年度

愛知県 岡崎市 夢をつむいだ人々 小中 平成24年度
三重県心のノート小学校５・６年 小５・６ 平成24年度
三重県心のノート中学校 中 平成24年度

  紙芝居（全１１冊） 小中
9冊平成20年度
2冊平成24年度

　「藤樹先生」（副読本） 小 平成18年度
野洲市 　郷土の偉人（教材） 小中 平成17年度

一校一道徳教材　長浜市道徳郷土資料集（資料編） 小中 平成23年度
一校一道徳教材　長浜市道徳郷土資料集（指導案編） 小中 平成23年度
「夢や志を育む教育」(小学校版教師用) 小 平成22年度
「夢や志を育む教育」(小学校版) 小 平成21年度
「夢や志を育む教育」(中学校版) 中 平成21年度

大阪府

静岡県

滋賀県

高島市

長浜市

三重県

岐阜県

本巣市

海津市

加茂郡八百津町



兵庫版道徳教育副読本読み物資料小学校5・6年「心　ときめく」 小５・６ 平成21年度
兵庫版道徳教育副読本読み物資料小学校1・2年「こころ　はばたく」 小１・３ 平成22年度
兵庫版道徳教育副読本読み物資料小学校3・4年「心　きらめく」 小３・４ 平成22年度
兵庫版道徳教育副読本読み物資料中学校「心　かがやく」 中 平成22年度

伊丹市 伊丹っ子　ルールブック 小中 平成22年度
養父市 草案先生と青谿書院 小中 平成23年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校１年生 小１ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校２年生 小２ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校３年生 小３ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校４年生 小４ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校５年生 小５ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」小学校６年生 小６ 平成10～13年度
芦屋市 道徳「みんないきいき」中学校 中 平成10～13年度

姫路市
平成21年度〈2009年度）活動報告『どうとく』　平成22年度〈2010年度）活動報告『どうとく』　平成23年度
〈2011年度）活動報告『どうとく』

小中 平成21～23年度

加古川市 ある一通の手紙 小中 平成23年度
豊岡市 豊岡市地域道徳教材 小中 平成21年度

奈良県 道徳教育「奈良県郷土資料」等 小中 平成20～23年度
道徳教育郷土資料「ふるさと　わかやまの心」
ともに生きる 小５
南方熊楠 小４
植芝盛平 小５
地域の素材を生かした道徳教材 中 平成13年度
ともに生きる　-中学校福祉教育の手引- 中 平成10年度
みんなが幸せに-わたしたちの福祉読本- 小 平成8年度
教師用　　みんなが幸せに-わたしたちの福祉読本- 小 平成8年度

益田市 益田ふるさと物語 小中 平成23年度
広島県道徳教育指導資料「第一部　地域教材開発の手引」 平成21年度
広島県道徳教育指導資料「第二部・第三部　読み物教材例集・授業展開例集」 平成22年度
魅力ある道徳教育プラン集 小中 平成21年度
東日本大震災に係る資料集 小中 平成23年度
道徳授業づくりアイデア集 小中 平成20年度
いのち・なかま・やくそくを大切にする心を育む学習プログラム
みんなちがってみんないい

小中 平成18年度

徳島県 「心（ハート）に贈りもの」 中 平成23年度
心のノート小学校1・2年　香川県版 小１・２ 平成23年度
心のノート小学校3・4年　香川県版 小３・４ 平成23年度
心のノート小学校5・6年　香川県版 小５・６ 平成23年度
心のノート中学校　香川県版 中 平成23年度
新ふるさとの心 小中 平成23年度

和歌山県

山口県

香川県

島根県
松江市

広島県

兵庫県



「ふるさとの志」　小学校用 小 平成23年度
「ふるさとの志」　中学校用 中 平成23年度
道徳の時間における言語活動の充実を目指した指導方法(小学校・中学校) 小中 平成20年度
道徳授業のスタンダード 平成23年度
子どもたちの豊かな心をはぐくむために(リーフレット) 平成18年度
児童生徒の心に響く資料一覧(小学校・中学校) 小中 平成18年度
小・中学校学習指導要領解説　道徳編　概要 平成20年度
「心のノート」活用アイディア(小学校・中学校) 小中 平成18年度

安芸市 安芸市の人物 小中 平成24年度
福岡県 命の教育推進資料「いのちのかたち」活用事例集 小中 平成21年度

道徳を通して培う情報モラル 平成18年度
嬉野市副読本『「生きる力」の教科書』 小中 平成24年度
嬉野市副読本『「生きる力」の教科書』　指導書 小中 平成24年度

鹿島市 『郷土の先覚者』 小４～中 昭和60年度
佐賀市 地域教材『どがんね　古賀常次郎詳伝』を活用した道徳教育指導資料 小中 平成23年度

「いのちの教育」指導資料　『いま伝えよう！いのちの話』 小中 平成20年度
伊万里っ子しぐさ 幼小中 平成20年度
伊万里市童謡歌集『みんなで歌おう　ふるさと伊万里』 幼小中 平成20年度
心のノート小学校1・2年　長崎県版 小１・２ 平成23年度
心のノート小学校3・4年　長崎県版 小３・４ 平成23年度
心のノート小学校5・6年　長崎県版 小５・６ 平成23年度
心のノート中学校　長崎県版 中 平成23年度
さあ道徳の授業をはじめよう
心を育てる道徳教材集
長崎の道徳教育 平成19年度
長崎っ子に贈る50の話 平成20年度
長崎の道徳教育（実践編） 平成21年度
くまもとのこころ　小学校1・2年 小 平成23年度
くまもとの心　小学校3・4年 小 平成23年度
熊本の心　小学校5・6年 小 平成23年度
熊本の心　中学校 中 平成23年度
中学校道徳授業実践DVD「道徳の授業の一層の充実のために」 中 平成20年度
小学校道徳授業実践DVD「道徳の授業の一層の充実のために」 小 平成20年度
大分市教師用道徳指導資料集「小学校」編 小 平成19年度
大分市教師用道徳指導資料集「中学校」編 中 平成19年度

大分県 大分市

長崎県

熊本県

高知県

佐賀県

嬉野市

伊万里市



宮崎県小学校道徳教育用郷土資料集 小中 平成8年度
宮崎県中学校道徳教育用郷土資料集 小中 平成9年度
心に残るエピソード集　しずく 小中 平成11年度
心に残るエピソード集Ⅱ　　 しずく 小中 平成12年度
心に残るエピソード集Ⅲ　しずく 小中 平成13年度

高鍋町 石井十次の道徳資料 小中 昭和61年度
郷土の先人　小学校道徳 小 平成23年度
続　郷土の先人　不屈の心　中学生用 中 平成23年度
ふるさと心をはぐくむ枕崎市郷土読み物資料集　枕想子 小中 平成23年度
ふるさとの心　－中学校道徳資料－ 中 平成11年度
たいせつないのち　－生と死を学ぶ読み物集－（小学校用） 小 平成12年度
ふるさとの心　－小学校道徳資料－ 小 平成10年度
命の尊さを考える　－生と死を学ぶ読み物集－（中学生・高校生用） 中高 平成11年度
薩摩義士伝～木曽三川治水工事と薩摩義士～ 小5 平成21年度
こころの言の葉　－第９集　家族の絆－ 中 平成23年度
こころの言の葉　－第８集　届け、この思い－ 中 平成22年度
山田昌巌物語 小中高 平成21年度
特別天然記念物　出水のツル 小中高 平成20年度

奄美市 郷土の先人に学ぶ（「上巻」「下巻」「続」「第四集」「第五集」） 小中 平成22年度
日置市 日置市郷土の教育資料　～日置市の偉人たち～ 小中 平成21年度
薩摩川内市 「命輝け」（リーフレット） 小５～中 平成23年度

札幌市 読み物資料 小

心豊かなさいたま市の子どもをはぐくむために～さいたま市の道徳教育の充実に向けて～ 小中 平成21年度

心豊かなさいたま市の子どもをはぐくむために～さいたま市の道徳教育の充実に向けて～小・中学校道徳
読み物資料集「みらいを拓く」

小中 平成23年度

千葉市に生きる 小（中） 平成24年度
千葉市道徳教材データ
｢生きる力」をはぐくむ学習指導と評価の工夫改善Ⅰ
楽しく活力あふれる道徳授業実践-ねらいにせまるための指導の工夫と授業改善-

小 平成23年度

｢生きる力」をはぐくむ学習指導の工夫と改善Ⅳ
-新学習指導要領の全面実施に向けての資料-

中 平成23年度

浜松市 はままつマナー 小中 平成23年度
名古屋市 くすのきねっとなごや　授業名人による授業のコツの伝承 平成23年度

夢いっぱい 小 平成22年度
心の旅 中 平成18年度

京都市

千葉市

川崎市

鹿児島県
鹿児島市

出水市

さいたま市

宮崎県



神戸市道徳教育副読本「わたしたちの中学校生活」１年 中１ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「わたしたちの中学校生活」２年 中２ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「わたしたちの中学校生活」３年 中３ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校１年 小１ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校２年 小２ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校３年 小３ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校４年 小４ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「豊かな心」５年 小５ 平成24年度
神戸市道徳教育副読本「豊かな心」６年 小６ 平成24年度
神戸市防災教育副読本「しあわせはこぼう」(小学校１･２･３年用) 小１～３ 平成24年度
神戸市防災教育副読本「しあわせはこぼう」(小学校４･５･６年用) 小４～６ 平成24年度
神戸市防災教育副読本「幸せ運ぼう」(中学校) 中 平成22年度

北九州市 北九州スタンダード　北九州道徳郷土資料 小中 平成23年度

神戸市


