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１ 構成について 

  教科書採択資料に掲載した調査研究項目は、「都立特別支援学校（小学部）教科書調査研究資料」及び「教科書調査研究資料

（小学校）」から引用した。 

 

２ 星印（☆★）について 

 「内容」の調査研究項目に該当する箇所数の最多と最少の差を、４段階に区分し、星印（☆★）で表示した。 

（１） 白星（☆）は、障害のある児童が興味・関心をもって取り組むことのできる点を表示した。 

（２） 黒星（★）は、障害のある児童に対する指導上の配慮や創意工夫を要する点を表示した。 

 

星印の数については、下記のとおりとする。 

段階数 
星 の 数 

最 多 最 少 

４段階 ☆☆☆☆（★★★★） ☆（★） 

 

 

３ その他 

（１） 星印（☆）の表記は、教科書の優劣を判断したものではなく、教科書を採択する上での参考とするため、調査研究項目に

該当する箇所数の多寡を示したものである。 

（２） 採択資料内の文書記述は、例を示したものである。 
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小学部　道徳（聴覚障害特別支援学校）

2 11 17 38 116 208 224 232
東書 学図 教出 光村 日文 光文 学研 廣あかつき

新しい道徳
かがやけみらい
小学校　道徳

小学道徳
はばたこう明日へ

道徳　きみが　いちばん
ひかるとき

小学道徳　生きる力 小学道徳　ゆたかな心 みんなの道徳 小学生の道徳

☆☆　　　　やや少ない ☆　　　　　　　　　　少ない ☆☆　　　　やや少ない ☆☆☆☆　　　　　多い ☆☆☆　　　　　やや多い ☆☆☆　　　　　やや多い ☆☆☆☆　　　　　多い ☆　　　　　　　　　　少ない

①３年「耳の聞こえない
お母さんへ」では、聴覚
障害者との意思伝達に
関する記述があり、障害
への理解につながる。
（P77）
②３年「二つの声」では、
ロールプレイ形式の本文
で構成されており、登場
人物の気持ちの理解が
体験的に学習ができる。
（P44）

①該当なし。
②２年「べんきょうがはじ
まるよ」では、学校生活
の場面で資料が構成さ
れており、自分の体験を
通して考えることができ
る。(P12)

①該当なし。
②５年「図書館はだれの
もの」では、学校生活の
場面をロールプレイをす
ることができ、自分の体
験を通して考えることが
できる。（P68）

①６年「ぼくの名前を呼ん
で」では、聴覚障害者に
関する記述があり、聴覚
障害への理解につなが
る。(P183）
②１年「きゅうしょくとうば
ん」では、学校生活の場
面で資料が構成されてお
り、身近な体験を通して
考えることができる。
（P80）

①５年「ヘレンと共に－ア
ニー・サリバン－」では、
視覚・聴覚障害者の意思
伝達手段に関する記述
があり、興味をもって取り
組める。（P76）
②６年「クラスのきまり」で
は、対話文で示しており、
劇化することで体験的に
学習ができる。（P34）

①該当なし。
②１年「もみじがり」では、
登場人物と台詞をイラス
トとともに示しおり、劇化
することで体験的に学習
ができる。（P76）

①６年「ある日、町の中
で」では、聴覚障害者に
関する記述があり、聴覚
障害への理解につなが
る。（P34）
②２年「森のみんなと」で
は、対話文で題材を示し
ており、劇化することで体
験的に学習ができる。
（P46）

①５年「ヘレンとともに－
アニー・サリバン－」で
は、視覚・聴覚障害者の
意思伝達手段に関する
記述があり、興味をもっ
て取り組める。（P126）
②３年「いいね！」では、
学校生活の場面で資料
が構成されており、自分
の体験を通して考えるこ
とができる。（P57）

★★★★　　　　　　多い ★★　　　　　やや少ない ★★　　　　　やや少ない ★★★　　　　　やや多い ★★★★　　　　　　多い ★★★★　　　　　　多い ★　　　　　　　　　少ない ★　　　　　　　　　少ない

①１年「こぐまのらっぱ」
では、楽器の音を擬音化
した表現があり、取り扱う
際には配慮が必要であ
る。（P52）
②６年「心を形に」では、
地域の人と会話する場面
があり、取り扱う際には
配慮が必要である。
（P10）
③４年「花さき山」では、
方言が多用されているた
め、説明が必要である。
（P92）

①２年「聞こえなかったお
話」では、声の大きさを
扱った資料の内容のた
め、配慮が必要である。
（P16）
②１年「すっきりはれば
れ」では、地域の人に話
し掛ける場面があり、取
り扱う際には配慮が必要
である。（P56）
③６年「おばあさんの新
聞」では、特徴的な言い
回しの表現があり説明が
必要である。（P110）

①該当なし。
②３年「気づく心」では、
学校以外の人との会話
等をする場面があり、取
り扱う際には配慮が必要
である。（P17）
③３年「花さき山」では、
方言が多用されているた
め、説明が必要である。
（P86）

①５年「すれちがい」で
は、電話を使って言葉を
聞き取る場面があり、取
り扱う際には配慮が必要
である。(P18）
②４年「思いやりのかた
ち」では、視覚障害者と
会話をする場面があり、
取り扱う際には配慮が必
要である。（P152）
③４年「花さき山」では、
方言が多用されているた
め、説明が必要である。
（P120）

①４年「目覚まし時計」で
は、目覚まし時計の音色
についての記述があり、
取り扱う際には配慮が必
要である。（P8）
②３年「バスの中で」で
は、学校以外の人と会話
をする場面があり配慮が
必要である。（P72）
③６年「青の洞門」では、
特徴的な言い回しの表
現があり、説明が必要で
ある。（P114）

①４年「祭り日」では、楽
器の音を聞き取る場面が
あり、取り扱う際には配
慮が必要である。（P114）
②２年「小さなできごと」
では、学校以外の人に話
し掛ける場面があり、取
り扱う際には配慮が必要
である。（P110）
③６年「青の洞門」では、
特徴的な言い回しの表
現があり、説明が必要で
ある。（P156）

①６年「お別れ会」では、
電話でのやり取りを通し
て、登場人物の気持ちを
読み取る場面があり、取り
扱う際には配慮が必要で
ある。(P46)
②１年「はやとのゴール」
では、地域の人に話し掛
ける場面があり、取り扱う
際には配慮が必要であ
る。(P20）
③４年「花さき山」では、方
言が多用されているため、
説明が必要である。（P26）

①３年「電話のおじぎ」で
は、電話を使って言葉を
聞き取る場面があり、取
り扱う際には配慮が必要
である。（P７）
②３年「親切の旅」では、
学校以外の人に話し掛
ける場面があり、取り扱
う際には配慮が必要であ
る。（P45）
③４年「花さき山」では、
方言が多用されているた
め、説明が必要である。
（P114）

構
成
上
の
工
夫

その他
障害の状態に応じた事
項
聴覚の障害を補えるよ
うに、写真、図絵等の視
覚情報での説明がなさ
れているもの。

・４年「ふろしき」では、資
料で取り扱う内容を、文
章と写真で視覚的に示
し、他の教科の学習と関
連付けることができる。
(P36)
・６年「タマゾン川」では、
本文の内容に関連する
生き物の名称と写真を示
している。（P136）

・５年「外出先とそのと
ちゅう」では、身近な場面
をイラストで示し、自分の
体験を通して考えること
ができる。（P47）
・６年「命をつなげ！ドク
ターヘリ」では、実際の写
真を時間の経過とともに
示している。（P24）

・２年「あがれ、大だこ」で
は、本文の内容に関連す
る補助的な写真が鮮明
に示している。（P126）
・３年「たっ球は四人ま
で」では、単元の冒頭に
学習前に考えてほしいこ
との問い掛けが示してあ
る。（P104）

・５年「いこいの広場」で
は、資料末に色付きの枠
囲みで話合い活動の要
点を質問形式で示してい
る。（P118）
・６年「日本植物分類学
の父－牧野富太郎」で
は、文中に登場する植物
の名称と写真を示してい
る。（P94）

・１年「おふろばそうじ」で
は、資料の冒頭に登場人
物の顔を絵で示してお
り、本文の内容が誰の視
点で描かれているのか
が見て分かる構成で示し
ている。（P88）
・５年「美しい夢－ゆめぴ
りか－」では、本文の語
句や場所等の理解を促
す絵や写真・地図等を示
している。（P90）

・６年「温かいおまんじゅ
う」では、資料の冒頭に
学習前に考えてほしいこ
との問い掛けを示すとと
もに、本文の内容につい
ての質問を、頁の下段に
イラストで示している。
（P18）
・６年「いちばん近い自然
「里山」」では、本文の内
容に関連する写真が鮮
明に示している。（P98）

・１年「あかるい　あいさ
つ」では、資料末に「あい
さつリレーを　しよう」を体
験できる方法を、イラスト
とともに具体的に示して
いる。（P11）
・５年「おもしろければい
いの」では、文中の語句
や内容等の理解を促す
吹き出しを、イラストとと
もに示している。（P140）

・２年「ぬれたボール」で
は、資料末に色付きの枠
囲みで、話合い活動の要
点を質問形式で示してい
る。（P20）
・３年「この一食のため
に」では、本文の内容に
関連する写真が鮮明に
示している。（P82）

国旗・国歌の扱い あり あり あり なし あり なし あり あり

防災や、自然災害の扱い あり あり あり あり あり あり あり あり

性差と家族に関する表現 あり あり あり あり あり あり あり あり

オリンピック、パラリンピッ
クの扱い

あり あり あり あり あり あり あり あり

参
考

発行者の番号
略　　　　　　称

書　　　　　　名

内
　
　
　
　
容

聴覚障害のある児童が
興味・関心をもって取り
組むことができる教材
等について
①聴覚障害の理解に関
わる記述（手話等の多
様なコミュニケーション
手段に関するもの）が
あるもの。
②聴覚障害のある児童
が視覚的に理解しやす
い具体的な内容である
もの。

聴覚障害への配慮を要
する内容等について
①言葉や音を聞き取る
活動が含まれ、学習活
動に困難が想定される
もの。
②インタビュー等、会話
が主体となる活動があ
り、学習の際に特別な
支援が必要であるも
の。
③方言や特徴的な言い
回し等を多用し、読解
の際に説明が必要であ
るもの。



小学部　道徳（肢体不自由・病弱特別支援学校）

2 11 17 38 116 208 224 232
東書 学図 教出 光村 日文 光文 学研 廣あかつき

新しい道徳
かがやけみらい
小学校　道徳

小学道徳
はばたこう明日へ

道徳　きみが　いちばん
ひかるとき

小学道徳　生きる力 小学道徳　ゆたかな心 みんなの道徳 小学生の道徳

☆☆☆　　　　　やや多い ☆☆　　　　やや少ない ☆　　　　　　　　少ない ☆☆☆☆　　　　　多い ☆☆☆☆　　　　　多い ☆☆☆　　　　　やや多い ☆☆☆☆　　　　　多い ☆☆☆　　　　やや多い

①５年「ノンステップバ
スでのできごと」では、
車いすを利用している
様子を取り上げてい
る。(P41)
②２年「大すきなフ
ルーツポンチ」では、
給食の場面を取り上
げている。(P19)

①４年「ええことするの
は、ええもんや！」で
は、電動車いすを使用
している人の手助けを
取り上げている。(P52)
②３年「お父さんとぼく
の学校」では、引き継
がれてきた校歌を取り
上げている。(P136)

①５年「心をつなぐあ
いさつ」では、日常的
に関わる病院内での
行動について取り上げ
ている。(P８)
②３年「わたしたちの
「わ」」では、車いすを
利用している様子を取
り上げている。(P20)

①４年「みんな、待って
いるよ」では、入院した
友達と回復への意欲
を取り上げている。
(P26)
②５年「命を守る防災
訓練」では、避難訓練
を通して自分の身を守
ることを取り上げてい
る。(P70)

①６年「スポーツの力」
では、疾病を乗り越え
義足で活躍する選手
を取り上げている。
(P6)
②５年「あいさつ運動」
では、学校全体で取組
んだ挨拶を取り上げて
いる。(P14)

①５年「母の仕事」で
は、障害のある人の入
浴支援を取り上げてい
る。(P116)
②３年「いただきます」
では、給食の場面を取
り上げている。(P48)

①５年「電池が切れる
まで」では、命の大切
さについて、小児がん
を取り上げている。
(P30)
②２年「きらきらみず
き」では、学校生活の
中で友達や自分の良
さを取り上げている。
(P70)

①５年「ぼくは伴走者」
では、車いすマラソン
に挑戦する様子を取り
上げている。(P86)
②４年「げんたの消し
ごむ」では、教室で起
こったトラブルを取り上
げている。(P76)

★★　　　　　やや少ない ★★★　　　　やや多い ★★★　　　　やや多い ★★★★　　　　　　多い ★★　　　　　やや少ない ★★★　　　　やや多い ★★★　　　　やや多い ★　　　　　　　　　少ない

①該当なし
②６年「夢」では、少年野
球での体験を取り上げて
おり、取り扱う際に配慮
が必要である。(P156)
③１年「がんばりシール」
では、複数の友達とじゃ
んけんし、互いに気持ち
を伝える活動がある。
(P27)

①該当なし
②４年「なしの実」では、
木に登って果実を採る場
面があり、取り扱う際に
配慮が必要である。(P88)
③５年「今度はわたした
ちの番」では、学級会で
委員会活動について話し
合う活動を教材としてい
る。(P22)

①５年「五年生の道徳の
学習が始まるよ」では、
記入欄が小さく、筆記に
困難が想定されるため、
取り扱う際に配慮が必要
である。(P2)
②３年「今度はぼくの番
かな」では、放課後の友
達同士の関わりを取り上
げており、取り扱う際に
配慮が必要である。(P24)
③５年「今度こそ！」で
は、男子と女子の意見が
分かれる場面がある。
(P4)

①２年「二年生になって」
では、一年生の姿とし
て、上肢の操作性から困
難な活動があり、取り扱
う際には配慮が必要であ
る。(P6)
②１年「なわとびカード」
では、縄跳びに挑戦する
様子を取り上げており、
取り扱う際には配慮が必
要である。(P84)
③４年「学級会での出来
事」では、複数の意見を
まとめる話合い活動を教
材としている。(P158)

①６年「ぼくのお茶体験」
では、お茶の作法につい
て導入部分でイラストとと
もに示しており、取り扱う
際には配慮が必要であ
る。(P38)
②４年「ぼくの草取り体
験」では、草取りの仕事
を頑張る場面が描かれ
ており、取り扱う際には
配慮が必要である。(P60)
③３年「学級しょうかい」
では、長縄跳びの活動を
教材としている。(P24)

①２年「レッドカード」で
は、教科書に書き込んで
カードを仕上げる箇所が
あり、取り扱う際には配
慮が必要である。(P80)
②４年「さか上がり」で
は、鉄棒に挑戦する様子
を取り上げており、取り扱
う際には配慮が必要であ
る。(P28)
③５年「いっしょに何をし
ようかな」では、友達の考
えを聞いて自分の考えを
まとめる活動がある。
(P46)

①１年「おじいちゃんのた
んざく」では、手書きの短
冊を読み取る活動があ
り、取り扱う際には配慮
が必要である。(P34)
②２年「竹馬と一りん車」
では、実際に経験するこ
とが困難な活動であり、
取扱う際には配慮が必
要である。(P62)
③３年「みんなの学級会」
では、複数の意見をまと
める話合い活動を教材と
している。(P138)

①該当なし。
②６年「星野君の二るい
打」では、少年野球の
チームワークを題材とし
ており、取り扱う際には
配慮が必要である。(P94)
③５年「金曜日の班活
動」では、委員会での話
合い活動を取り上げてい
る。(P38)

構
成
上
の
工
夫

その他
障害の状態に応じた事項
①外出等の社会的経験の不
足を補えるように、写真、図
絵等の視覚情報での説明が
なされているもの。
②通院等による学習期間の
空白を補えるように、学習の
ポイント等が大きな文字や枠
囲み等で簡潔に記されてい
るもの。
③ページをめくる等の動作
が難しい場合があるため、
見開きページで学べるように
なっているもの。
　

①４年「一ぴきのセミに
「ありがとう」」では、セミ
が羽化する様子を順を
追って写真で示してい
る。(P56)
②２年「さるへいと立てふ
だ」など、２年までは全て
の資料の冒頭に、３年か
らは資料末に枠囲みで
資料についての問いを示
している。(P82)
③２年「きいろいベンチ」
など、取り上げる資料の
長さによって、一部が見
開きで構成している。
(P60)

①３年「森のいのち」で
は、本文の内容に即した
写真を見開きで大きく示
している。(P60)
②５年「マメちゃんの幸
せ」など、全学年の全て
の資料が、別冊の「活
動」に資料についての問
いを示している。(P14)
③１年「すてきなまほうつ
かい」など、取り上げる資
料の長さによって見開き
２頁から６頁で示してい
る。(P26)

①２年「春がいっぱい」で
は、本文の内容に関連す
る生き物や植物の名称と
写真を示している。(P４)
②４年「仲間だから」な
ど、全学年の資料のまと
まりごとに、冒頭に学習
前に考えてほしいことの
問い掛けがあり、資料末
に資料についての問いを
示している。(P68)
③１年「日本のぎょうじ」
など、取り上げる資料の
長さによって見開き２頁
から８頁で示している。
(P100)

①６年「命の旅」では、動
物が捕食する様子を、大
きな写真で示している。
(P65)
②３年「よごれた絵」な
ど、全学年の全ての資料
の冒頭に学習前に考え
てほしいことの問い掛け
があり、資料末に枠囲み
で資料についての問いを
示している。(P114)
③２年「雨ふり」など、取
り上げる資料の長さに
よって、一部が見開きで
構成している。(P136)

①４年「小さな草たちには
く手を」では、文中に登場
する植物の名称と写真を
示している。(P23)
②２年「わりこみ」など、
全学年の全ての資料の
冒頭に学習前に考えて
ほしいことの問い掛けが
あり、資料末に色付きの
枠囲みで資料について
の問いを示している。
(P40)
③１年「やめろよ」など、
取り上げる資料の長さに
よって見開き２頁から６頁
で示している。(P100)

①６年「地球があぶない」
では、環境破壊の例を写
真で示している。(P82)
②２年「おとす人、ひろう
人」など、全学年の全て
の資料の冒頭に学習前
に考えてほしいことの問
い掛けがあり、資料末に
色付きの枠囲みで資料
についての問いを示して
いる。(P150)
③１年「うちのねこ」など、
取り上げる資料の長さに
よって見開き２頁から６頁
で示している。(P74)

①６年「こだわりのイナバ
ウアー」では、２人の選手
による姿勢の違いを大き
な写真で示している。
(P14)
②１年「ぽっかぽか」な
ど、全学年の全ての資料
末に、枠囲みで資料につ
いての問いを示してい
る。(P84)
③４年「友達が泣いてい
る」など、取り上げる資料
の長さによって見開き２
頁から６頁で示している。
(P66)

①４年「朝がくると」では、
実際の生活場面の写真
を大きく示している。
(P60)
②３年「よわむし太郎」な
ど、全学年の全ての資料
末に、色付きの枠囲みで
資料についての問いを示
している。(P34)
③５年「魚の世界」など、
取り上げる資料の長さに
よって見開きで構成して
いる。(P54)

国旗・国歌の扱い あり あり あり なし あり なし あり あり

防災や、自然災害の扱い あり あり あり あり あり あり あり あり

性差と家族に関する表現 あり あり あり あり あり あり あり あり

オリンピック、パラリンピックの扱
い

あり あり あり あり あり あり あり あり
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容

肢体不自由・病弱のある児
童が興味・関心をもって取り
組むことができる教材等につ
いて
①肢体不自由や病弱の理解
に関わる記述があるもの。
②学校生活などでイメージし
やすい身近な教材を取り上
げているもの。

肢体不自由・病弱への配慮
を要する内容等について
①視機能の障害や上肢の操
作性等から学習活動に困難
が想定されるもの。
②病気の治療などによる運
動制限から、経験しにくい体
験活動を扱った教材が取り
上げられているもの。
③各学年の児童数が少ない
ため、集団活動が含まれる
など取扱いが困難と思われ
る内容が取り上げられてい
るもの。


