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ポスター
北海道版道徳教材「はあと・ふる」（写真資料・教師用解説）
（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kyouikukatei/page.htm）

小・中 各校 平成23年度

冊子 北海道版道徳教材「はあと・ふる２」（読み物資料・教師用解説ＣＤ－Ｒ） 小・中 各校 平成24年度

冊子
平成24年度道徳教育指導資料郷土資料にかかわる実践事例集【小学校編】
(http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/doutoku_kyodo24.html)

小 各校 平成24年度

冊子
平成24年度道徳教育指導資料郷土資料にかかわる実践事例集【中学校編】
(http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/doutoku_kyodo24.html)

中 各校 平成24年度

冊子
自分の生き方を見つめて～郷土の先人の生き方に学ぶ～
（http://pref.iwate.lp/view.rbz?cd=34017）

小 児童生徒 平成22年度

冊子
平成22年度道徳教育ハンドブック
(http://pref.iwate.jp/view.rbz?ik=0&cd=34015)

小・中・高 教員 平成22年度

冊子 こころの道標 高 児童生徒 平成23年度

冊子
郷土の明日を見据えて～先人の生き方に学ぶ～
（hyyp://pref.iwate.jp/view.rbz?cd=1809&ik=3&cd=45631）

中 児童生徒 平成24年度

冊子 みやぎの先人集「未来への架け橋」 小（高）
各校、市内教育施

設
平成24年度

冊子 大河原教育事務所管内の偉人～夢をもち，志を成し遂げた郷土の人々～ 小・中・高 管内各校 平成23年度
冊子 大河原教育事務所管内の偉人Ⅱ～夢をもち，志を成し遂げた郷土の人々～ 小・中・高 管内各校 平成24年度
冊子 山形県道徳読み物資料集「いのちを見つめる」【小学校版】・【中学校版】 小・中 教員 平成24年度

鶴岡市 冊子 「親子で楽しむ　庄内論語」 小・中 児童生徒 平成24年度

米沢市 冊子 道徳郷土資料「ふるさと　米沢の心」【小学生版】・【中学生版】 小・中 児童生徒
平成13年度初版
平成22年度改訂

冊子
ふくしま道徳教育資料集第Ⅰ集｢生きぬく・いのち｣
(http//www.gimu.fks.ed.jp/shidou/doutoku/h24)

小・中・高・
特

各校 平成24年度

須賀川市 冊子 須賀川市人物読本　先人のあしあと 小４～６ ４年生児童
平成元年初版

平成25年度改訂
田村市 冊子 田村市「心の教育」実践事例集　第５集 小・中 教員 平成24年度

冊子
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・小編】【中・高編】【指導資料】
(http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/kihan/index.htm)

幼・小・中・高 教員 平成19年度

映像教材 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 教員 平成19年度

冊子 心のノート小学校1・2年　栃木県版 小（低） 児童生徒 平成23年度

冊子 心のノート小学校3・4年　栃木県版 小（中） 児童生徒 平成23年度
冊子 心のノート小学校5・6年　栃木県版 小（高） 児童生徒 平成23年度
冊子 心のノート中学校　栃木県版 中 児童生徒 平成23年度

リーフレット
現職教育資料第４６３号「学校における道徳教育の充実～道徳教育の基本的な理解のために～」
(http://www.pref.tochigi.lg.jp/m04/education/gakkoukyouiku/shouchuu/doutoku.html)

小・中 各校 平成25年度

小山市 リーフレット 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 教員 平成24年度

佐野市 ポスター、クリアファイル 心のさのし合言葉 小・中
児童生徒、市内教

育施設
平成18年度

芳賀地区広域行政
事務組合

リーフレット 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 教員 平成21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（平成２５年９月現在）

青森県

岩手県

北海道

栃木県

大河原教育事務所

福島県

山形県

宮城県

                                                 ※　対象校種欄の幼、小、中、高、特は、それぞれ幼稚園、小学校、中学校（中等教育学校前期課程を含む）、高等学校（中等教育学校後期課程を含む）、
                                                      特別支援学校を表し、また、小（低）、小（中）、小（高）は、それぞれ小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年を表す。
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冊子
はばたく群馬の指導プラン
(http://www.karisen.gsn.ed.jp/boe/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=968)

小・中 教員 平成23年度

冊子 太田に光を与えた先人たち 小・中 教員 平成15年度
冊子 さあ、今から「いじめ」について考えよう。 小・中 児童生徒 平成18年度

冊子
彩の国の道徳「きょうもげんきに」（小学校低学年）
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/)

小（低） 各校 平成21年度

冊子
彩の国の道徳「みんななかよし」（小学校中学年）
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/)

小（中） 各校 平成21年度

冊子
彩の国の道徳「夢にむかって」（小学校高学年）
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/)

小（高） 各校 平成21年度

冊子
彩の国の道徳「自分を見つめて」（中学校）
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/)

中 各校 平成21年度

冊子
彩の国の道徳「明日に向かって」（高等学校）
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/)

高 各校 平成21年度

冊子 道徳教育指導資料集「きょうもげんきに」 小（低） 教員 平成21年度
冊子 道徳教育指導資料集「みんななかよし」 小（中） 教員 平成21年度
冊子 道徳教育指導資料集「夢にむかって」 小（高） 教員 平成21年度
冊子 道徳教育指導資料集「自分を見つめて」 中 教員 平成21年度
冊子 道徳教育指導資料集「明日に向かって」 高 教員 平成21年度

冊子
家庭用「彩の国の道徳」
(http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kateiyou/)

小・中 保護者 平成22年度

冊子
埼玉県道徳教育指導資料集「彩の国の道徳『心の絆』」
（http://www.pref.saitama.lg.jp/site/doutoku-text/kokoronokizuna.html）

小・中・高 教員 平成23年度

冊子
埼玉県道徳教育指導資料集「彩の国の道徳『学級づくりの羅針盤』」
（http://www.pref.saitama.lg.jp/site/rasinban/）

小・中・高 教員 平成24年度

冊子
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）
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小（低・中） 児童生徒 平成23年度

冊子
春日部の道徳　かがやく　きみに　（小学校高学年・中学校）
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小（高）・中 児童生徒 平成23年度

久喜市 冊子
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 教員 平成22年度

杉戸町 リーフレット
郷土資料「新田を開発した大島清兵衛と村を支えた人々」
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小（高） 教員 平成１９年度

冊子 学ぼう知ろう心のかがやき１ 小 児童生徒 平成13年度
冊子 学ぼう知ろう心のかがやき２ 小 児童生徒 平成14年度
冊子 学ぼう知ろう心のかがやき３ 小 児童生徒 平成15年度
冊子 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 児童生徒 平成22年度
冊子 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 児童生徒 平成22年度
冊子 渋沢栄一こころざし読本　中学校第1学年～第3学年 中 児童生徒 平成23年度

冊子
―夢を奏で続けて―　どんぐりピアノ
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小・中 児童生徒 平成22年度

冊子
人と自然が豊かな環境をつくりだす　山崎山
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小・中 児童生徒 平成22年度

冊子
島村盛助
（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doutokusiryou.html）

小・中 児童生徒 平成22年度

ポスター
道徳教育掲示資料（心の教育キャンペーン啓発ポスター）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/documents/h25kokoroyutakani.pdf）

幼・小・中・高・特 各校 平成１７年度～

冊子 道徳実践事例集（「心豊かに」） 幼・小・中・高・特 各校 平成１７年度～

冊子
「道徳教育の手引き」
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/231122shinsaikyouzai.html）

幼・小・中・高・特 教員 平成２２年度

映像教材
道徳教育映像教材ＤＶＤ（中学生用「夢にかける橋」）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/eizou-22.html）

中・特 各校 平成２２年度
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映像教材
道徳教育映像教材ＤＶＤ（高校生用「青春のホイール」）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/eizou-22.html）

高・特 各校 平成２２年度

映像教材
道徳教育映像教材ＤＶＤ（低学年用）「ぼくのせいじゃない」「ありがとう、みさきちゃん」
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/eizou-23.html）

小（低）・特 学校 平成２３年度

映像教材
道徳教育映像教材ＤＶＤ（中学年用）「レッサーパンダの赤ちゃんのたんじょう」「わたしとお母さんとお
ばあちゃん」

小（中）・特 各校 平成２３年度

映像教材
道徳教育映像教材ＤＶＤ（高学年用）「今、できること」「おばあちゃんは、中学生」「森が育む魚　オショ
ロコマ」

小（高）・特 各校 平成２３年度

冊子 道徳教育映像教材指導資料集（小学校） 小・特 各校 平成２３年度
掲示資料 道徳教育映像教材用掲示資料（小学校） 小・特 各校 平成２４年度
かるた チーバくん　ふるさと・ことばかるた 幼・保 幼稚園・保育園 平成２３年度

Ｗｅｂページ
道徳教材（「東日本大震災に学ぶ道徳教育」で活用する教材）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/231122shinsaikyouzai.html）

小・中・高・特 ― 平成２３年度

映像教材
道徳教育映像教材（小学生用「ひびけ、心のリコーダー」）
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/eizou-24.html

小（高）・特 各校 平成２４年度

映像教材
道徳教育映像教材（中学生用「いつのまに・・・」）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/eizou-24.html）

中・特 各校 平成２４年度

映像教材 道徳教育映像教材（保護者等大人向け「ひびけ、心のリコーダー」） 小（高）・特 各校 平成２４年度
映像教材 道徳教育映像教材（保護者等大人向け「いつのまに・・・」） 中・特 各校 平成２４年度

冊子
高等学校道徳読み物教材集（「明日への扉」）
（http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/doutoku/yomimono.html）

高・特 児童生徒 平成２４年度

ＣＤーＲ 高等学校道徳読み物教材集（「明日への扉」）指導資料 高・特 各校 平成２４年度
冊子 道徳教育映像教材指導資料集（小・中学校） 小・中・特 各校 平成２５年度
掲示資料 道徳教育映像教材用掲示資料（小・中学校） 小・中・特 各校 平成２５年度
冊子 小・中学校 東京都道徳教育郷土資料集(第1集) 小・中 教員 平成18年度
冊子 小・中学校 東京都道徳教育郷土資料集(第2集) 小・中 教員 平成19年度
リーフレット 東京都道徳教育郷土資料集の活用に向けて 小・中 教員 平成20年度
冊子 小・中学校 東京都道徳教育郷土資料集(第3集) 小・中 教員 平成21年度
冊子 小・中学校 東京都道徳教育郷土資料集(第4集) 小・中 教員 平成22年度
冊子 小・中学校 東京都道徳教育読み物資料集 小・中 教員 平成23年度
冊子 東京都道徳教育教材集中学校版「心　みつめて」 中 児童生徒 平成24年度
冊子 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 教員 平成24年度
リーフレット 東京都道徳教育教材集中学校版「心　みつめて」について 中 保護者 平成24年度
冊子 東京都道徳教育教材集小学校1・2年生版「心　あかるく」 小（低） 児童生徒 平成24年度
冊子 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（中） 児童生徒 平成24年度
冊子 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（高） 児童生徒 平成24年度
冊子 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 教員 平成24年度

冊子 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 教員 平成24年度

冊子 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 教員 平成24年度

リーフレット
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 保護者 平成24年度

冊子 平成21年度　わかりやすい道徳の授業 小・中 教員 平成21年度
冊子 平成22年度荒川区道徳教育郷土資料集 小・中 教員 平成22年度
冊子 平成23年度荒川区道徳教育郷土資料集 小・中 教員 平成23年度

葛飾区 冊子 道徳教育指導資料〈22集〉すぐ授業に使える道徳資料 小・中 教員 平成23年度
渋谷区 冊子 渋谷区道徳読み物資料「伝えたい　しぶやの心」 小・中 教員 平成24年度

世田谷区 冊子 道徳指導資料集 小・中 教員 平成23年度
冊子 こころざし高く　－小学校一学年～小学校三学年－ 小１～３ 児童生徒 平成22年度
冊子 こころざし高く　－小学校四学年～小学校六学年－ 小４～６ 児童生徒 平成22年度
冊子 こころざし高く　－中学校一学年～中学校三学年－ 中 児童生徒 平成22年度
冊子 こころざし高く　－教師用指導書　読み聞かせ資料等－ 中 教員 平成22年度

千葉県

東京都

荒川区

台東区



都道府
県・指定
都市名

市町村名 資料の形式 資料名（URL含む） 対象校種 配布対象 作成年度

千代田区 冊子 「江戸しぐさ」を題材とした道徳教育資料集 小・中 教員 平成18年度
目黒区 冊子 道徳副読本　めぐろの心　（中学年） 小 児童生徒 平成24年度

冊子 道徳教育　指導実践事例集 小・中 教員 平成23年度
しおり 心のパスポート 小・中 児童生徒 平成24年度

八王子市 冊子 小中一貫指導資料「道徳」『夕焼け小焼けの里』 小・中 児童生徒 平成21年度
府中市 冊子 郷土府中に根ざした道徳資料集 小・中 教員 平成19年度

冊子 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 児童生徒 平成19年度
冊子 教師用指導書（町田市出版） 小・中 教員 平成19年度
冊子 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 教員 平成15年度
冊子 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 教員 平成17年度
冊子 武蔵村山市立学校　中学生のための礼儀・作法読本 中 児童生徒 平成23年度

冊子 道徳教育ワークブック 高 各校 平成23年度

プリント 12年間を見とおした道徳観の育成 幼・小・中 各園、各校 平成22年度
プリント 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 各園、各校 平成22年度
プリント 自作資料「郷土の偉人～二宮金次郎～」 小 各校 平成23年度
プリント 自作資料「夢を追いかけて～酒井恒　博士～」 小 各校 平成23年度
冊子 「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（低） 各校 平成11年度
冊子 「ひろくんのにじ」(道徳教育郷土資料　越佐の心　改訂版)　小学校中学年用 小（中） 各校 平成13年度
冊子 「いのちをかがやかせて」(道徳教育郷土資料　越佐の心　改訂版)　小学校高学年用 小（高） 各校 平成14年度
冊子 「生命の詩」(道徳教育郷土資料　越佐の心　改訂版)　中学校用 中 各校 平成12年度

冊子
道徳教育用郷土資料活用資料集「心に響く道徳の授業をめざして」／「心のノート」実践事例集
（http://www.pref-niigata.com/kokoronokyoiku/contents/note/index.html）

小・中 各校 平成15年度

リーフレット
リーフレット「命を大切にする心をはぐくむために」
（http://www.pref-niigata.com/kokoronokyoiku/contents/guide/data/leaf.pdf）

小・中 各校 平成1８年度

冊子 みつけ塾　思いやり 小１～３ 児童生徒 平成24年度
冊子 みつけ塾　学び 小４～６ 児童生徒 平成24年度
冊子 みつけ塾　かがやき 中 児童生徒 平成24年度
カード いのちのメッセージカード 小・中（希望校） 児童生徒 平成23年度
リーフレット 「道徳の時間」充実のために 小・中 教員 平成24年度

滑川市 冊子 光り輝く滑川の人物ものがたり 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 人権教育の指導事例集（９）第１集「人権が尊重される学級づくり編」 小・中 教員 平成23年度
冊子 人権教育の指導事例集（９）第２集「人権が尊重される授業づくり編」 小・中 教員 平成24年度

立山町・舟橋村 冊子 地域ぐるみ教育　立山・舟橋のこころ　エピソード集　第４集 小・中・高
児童生徒、保護

者、教員
平成24年度

冊子 いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  どうとくいしかわ」　　小学校低学年 小（低） 児童生徒 平成23年度
冊子 いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  どうとくいしかわ」　　小学校中学年 小（中） 児童生徒 平成24年度
冊子 いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  どうとくいしかわ」　　小学校高学年 小（高） 児童生徒 平成24年度
冊子 いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  道徳いしかわ」　　中学校 中 児童生徒 平成24年度

ｗｅｂページ
いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  どうとくいしかわ」　  教材の特徴及び指導のポイント
（http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/doutoku-e/index.html）

小・中 - 平成23・24年度

ｗｅｂページ
いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ  どうとくいしかわ」　  指導案例
（http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/doutoku-e/index.html）

小・中 - 平成23・24年度

加賀市 冊子 加賀市道徳教育指導資料「見つめよう　ふるさと加賀市」 小・中 教員 平成24年度
冊子 「郷土を愛する心を育む」白山市道徳資料集 小・中 教員 平成23年度
冊子 感性のびのび　地域を生かした「心があたたまる話集」 小・中 教員 平成22・23年度

かほく市 冊子 共通道徳実践資料 小５・中２ 各校 平成22年度

東京都

富山市

町田市

神奈川県
足柄上郡大井町

新潟県

富山県

白山市

石川県

青梅市

武蔵村山市

見附市
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冊子 心のノート小学校1・2年　ふくいけん 小（低） 児童生徒 平成23年度
冊子 心のノート小学校3・4年　ふくいけん 小（中） 児童生徒 平成23年度
冊子 心のノート小学校5・6年　ふくいけん 小（高） 児童生徒 平成23年度
冊子 心のノート中学校　ふくいけん 中 児童生徒 平成23年度
冊子 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 児童生徒 平成21年度
冊子 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 児童生徒 平成21年度
冊子 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 児童生徒 平成21年度

山梨県 冊子 道徳教育用郷土資料集 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 長野県小学校教育課程学習指導手引書（道徳編） 小 教員 平成22年度
冊子 長野県中学校教育課程学習指導手引書（道徳編） 中 教員 平成22年度

冊子
教育課程編成・学習指導の基本（各教科等の指導改善の重点）
（http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/goannai/soshiki/kyogaku.html）

小・中 教員 平成25年度

しおり
「共育」クローバープラン　「豊かな心をはぐくむ人間関係づくり」
（http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/clover/index.html）

小・中・高・特 児童生徒 平成24年度

リーフレット
実感ある体験で心の根をはぐくみましょう
（http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/clover/index.html）

小・中・高・特 教員 平成23年度

webページ
「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）」
 (http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成15年度

webページ
「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）」
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成16年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成17年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成18年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成19年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成20年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成21年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成22年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成23年度

webページ
「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～
(http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/doutoku/doutoku19mokuji.htm)

小・中 - 平成24年度

冊子 ふるさとゆかりの人々 小・中 各校、図書館等 平成15年度

冊子 ふるさと海津 小・中 各校、図書館等 平成18年度

福井県

岐阜県

大野市

海津市

長野県
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冊子 新しいものをつくり出した郷土の偉人　古田織部 小６ 各校 平成23年度
冊子 髙木　貞治 小６ 各校 平成23年度
冊子 伝統とほこりの郷（さと）に生きる 小・中 各校 平成24年度
冊子 伝統に込められたメッセージ～真桑人形浄瑠璃～ 小・中 各校 平成24年度

加茂郡八百津町 冊子 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 各校 平成23年度
加茂郡東白川村 冊子 わたしたちの東白川村（社会科用） 小 各校 平成23年度

冊子 道徳実践活動学習教材「こころのたからもの」 小（低） 児童生徒 平成13年度
冊子 道徳実践活動学習教材　小学校高学年 小（高） 児童生徒 平成11年度
冊子 道徳実践活動学習教材　中学校 中 児童生徒 平成12年度
冊子 道徳実践活動学習教材「こころのたからもの」　活用の手引 小（低） 教員 平成13年度
冊子 道徳実践活動学習教材  小学校高学年　活用の手引 小（高） 教員 平成11年度
冊子 道徳実践活動学習教材　中学校　活用の手引 中 教員 平成12年度
冊子 道徳郷土資料　小学校低学年 小（低） 児童生徒 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　小学校中学年 小（中） 児童生徒 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　小学校高学年 小（高） 児童生徒 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　中学校 中 児童生徒 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　小学校低学年　教師用解説書 小（低） 教員 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　小学校中学年　教師用解説書 小（中） 教員 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　小学校高学年　教師用解説書 小（高） 教員 平成2年度
冊子 道徳郷土資料　中学校　教師用解説書 中 教員 平成2年度

掛川市 冊子
なるほどなっとく金次郎さん
（http://www.kakegawa.shizuoka.jp/)

小・中 各校 平成23年度

袋井市 冊子 ふるさと袋井に生きる 小・中 各校 平成20年度

冊子、ＣＤ－Ｒ
明日を拓く　－人間としての在り方生き方を求めて－
（http://www.pref.aichi.jp/0000062485.html）

高 各校 平成24年度

岡崎市 冊子 夢をつむいだ人々 小・中 各校 平成24年度
冊子 三重県心のノート小学校５・６年 小（高） 各校 平成24年度
冊子 三重県心のノート中学校 中 各校 平成24年度

冊子（紙芝居） 紙芝居（全１１冊） 小・中 各校
9冊平成20年度
2冊平成24年度

冊子 「藤樹先生」（副読本） 小 各校 平成18年度
冊子 一校一道徳教材　長浜市道徳郷土資料集（資料編） 小・中 各校 平成23年度
冊子 一校一道徳教材　長浜市道徳郷土資料集（指導案編） 小・中 各校 平成23年度

野洲市 冊子 郷土の偉人（教材） 小・中 各校 平成17年度
冊子 京の子ども　明日へのとびら　小学校低学年 小（低） 児童生徒 平成18年度

冊子 京の子ども　明日へのとびら　小学校中学年 小（中） 児童生徒 平成18年度

冊子 京の子ども　明日へのとびら　小学校高学年 小（高） 児童生徒 平成18年度

冊子 京の子ども　明日へのとびら　中学校 中 児童生徒 平成18年度

冊子
道徳教育の進め方　京都式ハンドブック　京都府総合教育センターHP
（http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/）

小・中・高・特 教員 平成24年度

冊子
「夢や志を育む教育」(小学校版)
(http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/yume/index.html)

小 各校 平成21年度

冊子
「夢や志を育む教育」(中学校版)
(http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/yume/index.html)

中 各校 平成21年度

冊子
「夢や志を育む教育」(小学校版教師用)
(http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/yume/index.html)

小 各校 平成22年度

冊子 豊かな心を育てるためにＶＯＬ１ 小・中 教員 平成14年度
冊子 豊かな心を育てるためにＶＯＬ２ 小・中 教員 平成15年度
冊子 豊かな心を育てるためにＶＯＬ３ 小・中 教員 平成16年度
冊子 心と体を鍛えるために 小・中・高 教員 平成18・19年度

大阪府

岐阜県

静岡県

高島市

長浜市

本巣市

三重県

大阪狭山市

京都府

愛知県

滋賀県
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岸和田市 冊子 今日を生きる 中 児童生徒 平成15年度
冊子 吹田市小学校道徳教育副読本「ぐんぐん」 小（高） 児童生徒 平成16年度
冊子 吹田市中学校道徳教育副読本「いきいき」 中 児童生徒 平成16年度
冊子 吹田市小学校道徳教育副読本「のびのび」 小（中） 児童生徒 平成17年度
冊子 吹田市小学校道徳教育副読本「きらきら」 小（低） 児童生徒 平成18年度
冊子 「心のノート」活用事例集「ハートがきらり」 小・中 各校 平成15年4月
冊子 「心のノート」活用事例集「ハートがきらりⅡ」 小・中 各校 平成16年4月

冊子
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」
（http://www.hyougo-c.ed.jp/~gimu-bo/doutoku/doutokuweb.htm)

小（低） 児童生徒 平成22年度

冊子
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」
（http://www.hyougo-c.ed.jp/~gimu-bo/doutoku/doutokuweb.htm)

小（中） 児童生徒 平成22年度

冊子
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」
（http://www.hyougo-c.ed.jp/~gimu-bo/doutoku/doutokuweb.htm)

小（高） 児童生徒 平成22年度

冊子
兵庫版道徳教育副読本読み物資料中学校「心　かがやく」
（http://www.hyougo-c.ed.jp/~gimu-bo/doutoku/doutokuweb.htm)

中 児童生徒 平成22年度

伊丹市 冊子
伊丹っ子　ルールブック
（http://www.city.itami.lg.jp/home/ED/EDGAKO/EDGAKOK/_11472/_14618.html)

小・中 児童生徒 平成22年度

加古川市 冊子 ある一通の手紙 小・中 児童生徒 平成23年度
高砂市 冊子 風を編む　海をつなぐ　　工楽松右衛門物語 小・中 各校 平成24年度

豊岡市 冊子
豊岡市地域道徳教材
(http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1343112038344/files/doutoku.pdf)

小・中 各校 平成21年度

冊子 平成21年度（2009年度）活動報告「どうとく」 小・中 各校 平成21年度
冊子 平成22年度（2010年度）活動報告「どうとく」 小・中 各校 平成22年度
冊子 平成23年度（2011年度）活動報告「どうとく」 小・中 各校 平成23年度
冊子 平成24年度（2012年度）活動報告「どうとく」 小・中 各校 平成24年度

養父市 冊子 草庵先生と青谿書院 小・中 児童生徒 平成23年度

奈良県 リーフレット
道徳教育「奈良県郷土資料」等
(http://www.pref.nara.jp/secure/43497/kyoudoshiryou)

小・中 各校 平成20～24年度

冊子
道徳教育郷土資料「ふるさと　わかやまの心」
（http://www.wakayama-edc.big-u.jp/etc/furusato.html）

小・中 各校 平成9年度

冊子 ともに生きる 小５ 児童生徒 昭和56年度
冊子 南方熊楠 小４ 児童生徒 昭和56年度
冊子 植芝盛平 小５ 児童生徒 平成11年度
冊子 ともに生きる　-中学校福祉教育の手引- 中 児童生徒 平成10年度
冊子 地域の素材を生かした道徳教材 中 児童生徒 平成13年度
冊子 きらきらふるまい　みんなにこにこ 幼 5歳児全員 平成24年度
冊子 みんなきらきら　ふるまいめいじん 小 1年生児童 平成24年度

益田市 冊子 益田ふるさと物語 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 みんなが幸せに-わたしたちの福祉読本- 小 児童生徒 平成8年度
冊子 教師用　　みんなが幸せに-わたしたちの福祉読本- 小 教員 平成8年度

Webページ
広島県道徳教育指導資料「第一部　地域教材開発の手引」
（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/12doutoku/12doutoku-tiikikyouzaikaihatunotebiki.html）

小・中・高・特 教員 平成21年度

Webページ
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」
（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/12doutoku/12doutoku-yomimonosiryousyuu-
yomimonokyouzaireisyuu.html）

小・中・高・特 教員 平成22年度

冊子 心豊かでたくましい　呉の子どもをはぐくむ道徳〔第１集〕 小・中 各校 平成21年度
冊子 心豊かでたくましい　呉の子どもをはぐくむ道徳〔第２集〕 小・中 各校 平成22年度
冊子 心豊かでたくましい　呉の子どもをはぐくむ道徳〔第３集〕 小・中 各校 平成23年度

東広島市 冊子 東広島市立小中学校地域教材および展開例集 小・中 教員 平成24年度
三次市 クリアファイル 三次市道徳教育資料ファイル（１２点） 小・中 教員 平成22年度

安芸太田町 プリント 古ぼけたトランペット 小（中） 教員 平成23年度

大阪府

広島県

田辺市

松江市

吹田市

枚方市

和歌山県

呉市

姫路市

兵庫県

島根県
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大崎上島町 プリント ぼくの町のヒーロー 小（中） 教員 平成24年度
神石高原町 冊子 神石高原町道徳教育指導＜地域教材＞資料 小・中 教員 平成24年度

府中町 Webページ
府中町道徳自作資料
（http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/contents/1333010051801/index.html）

小・中 教員 平成23年度

冊子
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 教員 平成18年度

冊子
道徳授業づくりアイデア集
（http://shien.ysn21.jp/contents/teacher/kyouikudb/gimu/apd1_6_2011020121190525.pdf)

小・中 教員 平成20年度

冊子
魅力ある道徳教育プラン集
(http://shien.ysn21.jp/contents/teacher/kyouikudb/gimu/apd1_11_2011020121193727.pdf)

全校種 教員 平成21年度

冊子 東日本大震災に係る資料集 小・中 教員 平成23年度
ＣＤ 「心（ハート）に贈りもの」 中 各校 平成23年度
映像教材 「子どもたちに伝えたい郷土（徳島）の偉人～人生の開拓者たちに学ぶ～」教材DVD 小 各校 平成24年度
リーフレット 「子どもたちに伝えたい郷土（徳島）の偉人～人生の開拓者たちに学ぶ～」児童用教材 小 4～6年生児童 平成24年度
冊子 「子どもたちに伝えたい郷土（徳島）の偉人～人生の開拓者たちに学ぶ～」教材冊子教師用「指導の手引」 小 教員 平成24年度
冊子 心のノート小学校1・2年　香川県版 小（低） 児童生徒 平成22・23年度
冊子 心のノート小学校3・4年　香川県版 小（中） 児童生徒 平成22・23年度
冊子 心のノート小学校5・6年　香川県版 小（高） 児童生徒 平成22・23年度
冊子 心のノート中学校　香川県版 中 児童生徒 平成22・24年度
冊子 豊かな心を育てる教材　新ふるさとの心　小学校 小 各校 平成22年度
冊子 豊かな心を育てる教材　新ふるさとの心　中学校 中 各校 平成23年度

坂出市 冊子 「志をはぐくむ」読み物資料 小・中 児童生徒 平成24・25年度
冊子 愛ある愛媛の道徳（小学校1、2年生） 小（低） 児童生徒 平成21年度
冊子 愛ある愛媛の道徳（小学校3、4年生） 小（中） 児童生徒 平成21年度
冊子 愛ある愛媛の道徳（小学校5、6年生） 小（高） 児童生徒 平成21年度
冊子 愛ある愛媛の道徳（中学校） 中 児童生徒 平成22年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校高学年～中学生　Ⅰ　凛として立つ 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校高学年～中学生　Ⅱ　人の活　まちの粋 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校高学年～中学生　Ⅲ　嬉しきは故郷なり 小・中 児童生徒 平成23年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校低・中学年　１　子規さんと仲間ぞな 小 児童生徒 平成24年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校低・中学年　２　松山だんだん物語 小 児童生徒 平成24年度
冊子 「ふるさと松山学」語り継ぎたいふるさと松山百話　小学校低・中学年　３　おいでんか松山 小 児童生徒 平成24年度
リーフレット 道徳の時間に関するリーフレット「道徳の時間って何なの？　どうするの？」 小・中 教員 平成25年度

リーフレット
子どもたちの豊かな心をはぐくむために(リーフレット)
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 各校 平成18年度

webページ
児童生徒の心に響く資料一覧(小学校・中学校)
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 　－ 平成18年度

webページ
「心のノート」活用アイディア(小学校・中学校)
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 　－ 平成18年度

冊子
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)
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 各校、教員 平成20年度

webページ
小・中学校学習指導要領解説　道徳編　概要
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 　－ 平成20年度

冊子 道徳教育用郷土資料集「ふるさとの志」　小学校 小 各校 平成23年度
冊子 道徳教育用郷土資料集「ふるさとの志」　中学校 中 各校 平成23年度

クリアファイル
道徳授業のスタンダード
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 教員 平成23年度

冊子 道徳教育用郷土資料集「ふるさとの志」道徳実践事例集 小・中 教員 平成24年度

クリアファイル
豊かな心を育む道徳教育指導の重点
（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/doutoku.html）

小・中 教員 平成24年度

安芸市 冊子 安芸市の人物 小・中 各校 平成24年度

広島県

山口県

香川県

愛媛県

松山市

徳島県

高知県
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冊子 命の教育推進資料「いのちのかたち」活用事例集 小・中 児童生徒 平成21年度

冊子
福岡県道徳教育推進資料「道徳教育実践ハンドブック」
(http://gimu.fku.ed.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=83)

小・中 各校 平成24年度

webページ
道徳を通して培う情報モラル
(http://www.saga-ed.jp/kenkyu/kenkyu_chousa/h18/jmoral/index.htm)

小・中 - 平成18年度

冊子 「いのちの教育」指導資料　「いま伝えよう！いのちの話」 小・中 教員 平成20年度
リーフレット 伊万里っ子しぐさ 幼・小・中 児童生徒 平成20年度
冊子 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 児童生徒 平成20年度
冊子 A Naughty Boy's Tear わんぱく大将のなみだ 中 児童生徒 平成24年度
冊子 嬉野市副読本 「生きる力」の教科書 中 児童生徒 平成24年度
冊子 嬉野市副読本 「生きる力」の教科書　指導書 中 教員 平成24年度

鹿島市 冊子 「郷土の先覚者」 小４～中３ 児童生徒 昭和60年度
唐津市 冊子 郷土につくした人々～ふるさと唐津の偉人たち～ 小５ 児童生徒 平成19年度
佐賀市 冊子 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 教員 平成23年度

冊子
さあ道徳の授業をはじめよう
（http://www.edu-c.pref.nagasaki.jp/cyosaken/h15/doutoku.pdf）

小・中 教員 平成15年度

冊子
心を育てる道徳教材集
（http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/shochuko/kakushusiryou-shochuko/siryou-ka/）

小・中 教員 平成16年度

リーフレット
長崎の道徳教育
（http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/shochuko/kakushusiryou-shochuko/siryou-na/）

小・中・高 教員 平成19年度

冊子
情報モラル指導教材及びトラブル対応マニュアル（改訂版）」
(http://www.edu-c.pref.nagasaki.jp/moral2/jirei-download.html)

小・中・高 教員 平成20年度

冊子
長崎っ子に贈る50の話
（http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/shochuko/kakushusiryou-shochuko/siryou-ka/）

小・中 教員 平成20年度

リーフレット
長崎の道徳教育（実践編）
（http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/shochuko/kakushusiryou-shochuko/siryou-na/）

小・中・高 教員 平成21年度

冊子 心のノート小学校1・2年　長崎県版 小（低） 児童生徒 平成2４年度

冊子 心のノート小学校3・4年　長崎県版 小（中） 児童生徒 平成2４年度

冊子 心のノート小学校5・6年　長崎県版 小（高） 児童生徒 平成2４年度

冊子 心のノート中学校　長崎県版 中 児童生徒 平成2４年度

リーフレット
長崎の道徳教育（推進編）
（http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/shochuko/kakushusiryou-shochuko/siryou-na/）

小・中・高 教員 平成24年度

冊子
長崎市道徳読み物資料集「つるのみなと」第１集
（http://www.nagasaki-city.ed.jp/）

小・中 教員 平成23年度

冊子
長崎市道徳読み物資料集「つるのみなと」第２集
（http://www.nagasaki-city.ed.jp/）

小・中 教員 平成24年度

映像教材 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 教員 平成20年度
映像教材 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 教員 平成20年度
映像教材 くまもとのこころ　小学校1・2年 小 各校 平成23年度
映像教材 くまもとの心　小学校3・4年 小 各校 平成23年度
映像教材 熊本の心　小学校5・6年 小 各校 平成23年度
映像教材 熊本の心　中学校 中 各校 平成23年度
冊子 くまもとのこころ　小学校1・2年 小 児童生徒 平成23年度
冊子 くまもとの心　小学校3・4年 小 児童生徒 平成23年度
冊子 熊本の心　小学校5・6年 小 児童生徒 平成23年度
冊子 熊本の心　中学校 中 児童生徒 平成23年度
冊子 「郷土を愛する心を深めるために」-道徳教育用郷土資料「熊本の心」活用事例集 小・中 教員 平成24年度

リーフレット
「豊かな心を育む道徳教育の一層の充実を目指して」～学校，家庭，地域が一体となった道徳教育の
推進～

小・中 保護者 平成24年度

熊本県

長崎市

嬉野市

福岡県

佐賀県

長崎県

伊万里市
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冊子
大分市教師用道徳指導資料集「小学校」編
(http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1239606400906/index.html)

小 教員 平成19年度

冊子
大分市教師用道徳指導資料集「中学校」編
(http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1239606400906/index.html)

中 教員 平成19年度

冊子
宮崎県小学校道徳教育用郷土資料集
(http://himuka.miyazaki-c.ed.jp/seisakuka/s-doutoku/)

小・中 各校 平成8年度

冊子
宮崎県中学校道徳教育用郷土資料集
(http://himuka.miyazaki-c.ed.jp/seisakuka/c-doutoku/)

小・中 各校 平成9年度

冊子 心に残るエピソード集　しずく 小・中 各校 平成11年度
冊子 心に残るエピソード集Ⅱ  しずく 小・中 各校 平成12年度
冊子 心に残るエピソード集Ⅲ　しずく 小・中 各校 平成13年度

冊子
「命や絆を大切にする」宮崎県道徳教育読み物資料集
(http://himuka.miyazaki-c.ed.jp/school_aid_policy_division/inochi-kizuna-doutoku/index.html) 小・中・高 児童生徒 平成24年度

高鍋町 冊子 石井十次の道徳資料 小・中 各校 昭和61年度
冊子 ふるさとの心　－小学校道徳資料－ 小 児童生徒 平成10年度
冊子 ふるさとの心　－中学校道徳資料－ 中 児童生徒 平成11年度
冊子 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 児童生徒 平成11年度
冊子 たいせつないのち　－生と死を学ぶ読み物集－（小学校用） 小 児童生徒 平成12年度
冊子 郷土の先人　小学校道徳 小 児童生徒 平成22年度
冊子 続　郷土の先人　不屈の心　中学生用 中 児童生徒 平成22年度
冊子 続　郷土の先人　不屈の心　小学校上学年用 小 児童生徒 平成23年度
冊子 続　郷土の先人　不屈の心　小学校下学年用 小 児童生徒 平成24年度

奄美市 冊子 郷土の先人に学ぶ（「上巻」「下巻」「続」「第四集」「第五集」） 小・中 児童生徒 平成22年度
冊子 特別天然記念物　出水のツル 小・中・高 児童生徒 平成20年度
冊子 山田昌巌物語 小・中・高 児童生徒 平成21年度
冊子 いのちの教育　～出水の宝子が　伸び伸び育ち　力一杯生きる～ 幼・小・中・高 教員 平成24年度
冊子 薩摩義士伝～木曽三川治水工事と薩摩義士～ 小5 児童生徒 平成21年度

冊子
こころの言の葉　－第８集　届け、この思い－
(http://www.city.kagoshima.lg.jp/var/rev0/0031/1438/kotonoh8.pdf)

中 児童生徒、保護者、地域 平成22年度

冊子
こころの言の葉　－第９集　家族の絆－
(http://www.city.kagoshima.lg.jp/var/rev0/0041/8041/2012110134321.pdf)

中 児童生徒、保護者、地域 平成23年度

冊子
こころの言の葉　－第10集　つながる心－
(http://www.city.kagoshima.lg.jp/var/rev0/0062/9338/kotonoha10th-honbun.pdf)

中 児童生徒、保護者、地域 平成24年度

薩摩川内市 リーフレット 命輝け　－薩摩川内市の子どもたちへ－ 小５～中３ 児童生徒 平成23年度
日置市 冊子 日置市郷土の教育資料　～日置市の偉人たち～ 小・中 児童生徒 平成21年度

冊子 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 児童生徒 平成23年度
冊子 ふるさと心をはぐくむ枕崎市郷土読み物資料集　枕想子　指導案集 小・中 教員 平成24年度

沖縄県 ｗｅｂページ
道徳教育郷土資料「守礼」
(http://www.edu-c.open.ed.jp/keiei/iinkai/syurei.html)

小・中 - 平成17年度

冊子 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 教員 平成21年度

冊子
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 教員 平成23年度

冊子 千葉市に生きる　高学年用 小（高） 各校 平成22年度
冊子 千葉市に生きる　中学年用 小（中） 各校 平成23年度
冊子 千葉市に生きる　低学年用 小（低） 各校 平成24年度

横浜市 冊子 大人になるあなたへ　今、考えておきたいこと　生きる　（小学校４～６年生版） 小４～６ 各校 平成24年度

さいたま市

出水市

鹿児島市

枕崎市

鹿児島県

宮崎県

大分県 大分市

千葉市
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冊子
「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の実践－ねらいにせまるための指導の工夫と授業改善－

小 各校 平成23年度

冊子
｢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 各校 平成23年度

冊子
｢生きる力」をはぐくむ学習指導と評価の工夫改善Ⅱ
道徳的価値の自覚を深める道徳の授業実践～ねらいを明確にした授業づくりと指導の工夫～

小 各校 平成24年度

冊子
｢生きる力」をはぐくむ学習指導と評価の工夫改善Ⅰ
豊かな心を育て、未来を切り拓く力を育む、道徳の時間の取組

中 各校 平成24年度

静岡市 冊子 よりよい自分へ（しずおかマナーブック） 中
児童生徒、教員、

私立中学校等関係
諸機関、図書館

平成24年度

浜松市 冊子 はままつマナー 小・中 児童生徒 平成22年度

冊子
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
(http://www.kyosen.nagoya-c.ed.jp/joho/index-jygyouzukuri.html)

小・中・特 教員 平成23年度

冊子 小学校教育課程　　道徳 小・中・特 教員 平成23年度
冊子 中学校教育課程　　道徳 小・中・特 教員 平成24年度
冊子 心の旅 中 各校 平成18年度
冊子 夢いっぱい 小 各校 平成22年度
冊子 小学校どうとく　みらいをひらく　１年生 小１ 各校 平成21年度
冊子 小学校どうとく　みらいをひらく　２年生 小２ 各校 平成21年度
冊子 小学校どうとく　みらいをひらく　３年生 小３ 各校 平成21年度
冊子 小学校どうとく　みらいをひらく　４年生 小４ 各校 平成21年度
冊子 小学校道徳　未来をひらく　５年生 小５ 各校 平成21年度
冊子 小学校道徳　未来をひらく　６年生 小６ 各校 平成21年度
冊子 小学校道徳　未来をひらく　指導の手引き（各学年） 小 教員 平成21年度
電子データ 小学校道徳　未来をひらく　ワークシート（各学年） 小 教員 平成21年度
冊子 中学校道徳　未来をひらく　１年生 中１ 各校 平成21年度
冊子 中学校道徳　未来をひらく　２年生 中２ 各校 平成21年度
冊子 中学校道徳　未来をひらく　３年生 中３ 各校 平成21年度
冊子 中学校道徳　未来をひらく　指導の手引き（各学年） 中１～３ 教員 平成21年度
電子データ 中学校道徳　未来をひらく　ワークシート（各学年） 中１～３ 教員 平成21年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校４年 小４ 各校 平成23年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「豊かな心」小学校５年 小５ 各校 平成23年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「豊かな心」小学校６年 小６ 各校 平成23年度
冊子 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 各校 平成24年度
冊子 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 各校 平成24年度
冊子 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 各校 平成24年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校１年 小１ 各校 平成25年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校２年 小２ 各校 平成25年度
冊子 神戸市道徳教育副読本「ゆたかな心」小学校３年 小３ 各校 平成25年度
冊子 神戸市防災教育副読本「幸せ運ぼう」(中学校) 中 児童生徒 平成25年度
冊子 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 児童生徒 平成25年度
冊子 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 児童生徒 平成25年度

広島市 リーフレット 規範性をはぐくむための教材・活動プログラム（概要版） 小・中 教員 平成21年度
冊子 北九州スタンダード　北九州道徳郷土資料（小中一貫版） 小・中・特 各校 平成23年度
冊子 北九州スタンダード　北九州道徳郷土資料（小中一貫版　児童生徒用） 小・中・特 各校 平成25年度
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冊子 郷土読本　「夢の実現を　ふるさとくまもとの人々」 小・中 各校、公民館 平成24年度
冊子 道徳教育指導資料「道徳授業の手引き　～ちょっと改善　道徳授業～」 小・中 各校 平成14年度

冊子
小学校・中学校用道徳教育熊本市郷土読み物資料
「未来を拓く　～輝く熊本市の心～」

小・中 各校 平成13年度

熊本市


