
6 年　目次
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

修学旅行の夜（東書） 10
ほんとうのことだけど…（日文） 12
気に入らなかった写真（光村） 14
会話のゆくえ（学研） 16

正直，誠実 手品師（東書）※ 【掲載他社：日文 , 光村 , 教出 , あかつき , 学研 5, 光文 5, 学図 5】 18
のりづけされた詩（学研）※ 【掲載他社：日文 5】 20

節度，節制

お母さん，お願いね（東書） 22
けいたい電話とのつきあい方（東書） 24
自分を守る力って？（日文） 26
食べ残されたえびになみだ（学研） 28

個性の伸長

あこがれのパティシエ（東書） 30
それじゃ，ダメじゃん（日文） 32
ぬくもり（光村） 34
自分は自分（学研） 36

希望と勇気，
努力と強い意志

心をつなぐ音色（東書） 38
iPS 細胞の向こうに（日文） 【掲載他社：教出 , あかつき 5】 40
自分を信じて　－鈴木明子（光村） 42
ミッキーマウスの誕生（学研） 44

真理の探究
まんがに命を　～手塚治虫（東書） 46
地球を一周歩いた男　－伊能忠敬－（日文） 48
光をともした「魔法の薬」（学研） 【掲載他社：教出 5】 50

B　主として人との関わりに関すること

親切，思いやり

車いすでの経験から（東書） 54
心づかいと思いやり（日文） 56
最後のおくり物（学研） 【掲載他社：日文 , 光村 , あかつき】 58
ある日，町の中で（学研） 60

感謝　

土石流の中で救われた命（東書） 62
おかげさまで（日文） 64
五十五年目の恩返し（光村） 66
こだわりのイナバウワー（学研） 68

礼儀　
心を形に（東書） 70
人間をつくる道　－剣道－（日文） 【掲載他社：学図】 72
心にふく風（学研） 74

友情，信頼
言葉のおくりもの（東書）※ 【掲載他社：日文 , 学研 5, 学図 5】 76
コスモスの花（光村） 78
ロレンゾの友達（学研） 【掲載他社：日文 , 光村 , あかつき , 教出 5】 80

相互理解，寛容

銀のしょく台（東書）※ 【掲載他社：学図 , 学研 5, 教出 5, あかつき 5】 82
「ダン」をどうする？（日文） 84

みんな，おかしいよ！（光村） 86
ブランコ乗りとピエロ（学研） 【掲載他社：日文 , 教出 , 光文 , あかつき , 光村 5, 学図 5】 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

空きかんのゆくえ（東書） 92
クラスのきまり（日文） 94
世界人権宣言から学ぼう（光村） 96
どんな心が見えますか（学研） 98

公平，公正，
社会正義

田中正造（東書） 100
わたしのせいじゃない（日文） 102
私には夢がある（光村） 【掲載他社：教出 5】 104
どれい解放の父　リンカン（学研） 106

勤労，
公共の精神

うちら ̏ ネコの手 ̋ ボランティア（東書） 108
母の仕事（日文） 【掲載他社：光文 5】 110

「働く｣ ってどういうこと？（光村） 112
マザー・テレサ（学研） 【掲載他社：光村 , 光文 , 学図】 114

家族愛，
家庭生活の
充実

おばあちゃんのさがしもの（東書） 116
ぼくの名前呼んで（光村） 【掲載他社：あかつき 5】 118
はじめてのアンカー（学研） 【掲載他社：日文 , あかつき】 120

よりよい
学校生活，
集団生活の充実

小さな連絡船「ひまわり」（東書） 122
母校大発見（日文） 124
六年生の責任って？（光村） 126
ラグビー日本代表のかがやき（学研） 128

伝統と文化の尊
重，国や郷土を
愛する態度

白神山地（東書） 130
天下の名城をよみがえらせる　－姫路城－（日文） 132
ようこそ，菅島へ！（光村） 134
大みそかの朝に（学研） 136

国際理解，
国際親善　

白旗の少女（東書） 138
エルトゥールル号   －日本とトルコのつながり－（日文）【掲載他社：学図 , あかつき】 140
ブータンに日本の農業を（光村） 【掲載他社：教出 5, 学図 5】 142
米作りがアフリカを救う（学研） 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

命の重さはみな同じ（東書） 148
東京大空襲の中で（東書） 【掲載他社：学図】 150
命の旅（光村） 152
ラッシュアワーの惨劇（学研） 154

自然愛護

愛華さんからのメッセージ（東書） 156
緑の闘士　－ワンガリ・マータイ－（日文） 【掲載他社：学研 5】 158
海のゆりかご　－アマモの再生（光村） 160
熊野の森を守る　南方熊楠（学研） 162

感動，
畏敬の念

青の洞門（東書） 【掲載他社：日文 , 学研 , 光文 , 学図 , あかつき】 164
美しいお面（学研） 【掲載他社：学図 5】 166

よりよく
生きる喜び

義足の聖火ランナー（東書） 168
スポーツの力（日文） 170
まどさんからの手紙　－こどもたちへ（光村） 172
一さいから百さいの夢（光村） 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 5 が付いている場合は，5 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　5 年』で，別の授業案を掲載しています。
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