
書      名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

ゼロから学べる道徳科授業づくり 荒木 寿友／著 明治図書出版 2017.3 375.35/ｱﾗ17/ 0013948070

教科化された道徳への向き合い方 碓井 敏正／著 かもがわ出版 2017.9 375.35/ｳｽ17/ 0014199954

知りたいことがきっとわかる!道徳教育Q&A 河合 宣昌／著 日本文教出版 2018.7 375.35/ｶﾜ18/ 0014569396

「考え,議論する道徳」を実現する!  主体的・対話的で
深い学びの視点から

「考え,議論する道徳」
を実現する会／著

図書文化社 2017.6 375.35/ｶﾝ17/ 0014027742

道徳科授業づくりと評価の20講義 富岡 栄／著 明治図書出版 2018.10 375.35/ﾄﾐ18/ 0014573885

とことん考え話し合う道徳  ケースメソッド教育実践入
門

中村 美智太郎／編
著

学事出版 2018.11 375.35/ﾅｶ18/ 0014573893

道徳授業が不安な先生のための特別の教科道徳入
門

野平 慎二／著 明治図書出版 2018.4 375.35/ﾉﾋ19/ 0014794861

道徳教育は「いじめ」をなくせるのか  教師が明日か
らできること

藤川 大祐／著 NHK出版 2018.6 375.35/ﾌｼ18/ 0014464499

新教科「道徳」の理論と実践 渡邉 満／編著 玉川大学出版部 2017.2 375.35/ﾜﾀ17/ 0013949722

「道徳教育」のベクトルを変える  その理論と指導法 渡辺 雅之／著 高文研 2018.4 375.35/ﾜﾀ18/ 0014537187

道徳の評価で大切なこと 赤堀 博行／著 東洋館出版社 2018.11 375.352/ｱｶ19/ 0014580195

子どもに寄り添う道徳の評価  指導と見取りのポイン
トが分かる!

加藤 宣行／編著 光文書院 2017.6 375.352/ｶﾄ17/ 0014063044

「特別の教科道徳」ってなんだ?  子どもの内面に介入
しない授業・評価の実践例

宮澤 弘道／編著 現代書館 2018.1 375.352/ﾐﾔ18/ 0014307714

道徳授業のPDCA  指導と評価の一体化で授業を変
える!

毛内 嘉威／編著 明治図書出版 2018.12 375.352/ﾓｳ19/ 0014580203

考える道徳教育とは  学校現場から見た道徳教育 田畑 豊／著 創英社 2017.11 375.353/ﾀﾊ18/ 0014235220

哲学する道徳  現実社会を捉え直す授業づくりの新
提案

小笠原 喜康／編著 東海大学出版部 2017.11 375.35/ｵｶ17/ 0014151815

道徳ツールとアクティビティでできる「考え、議論する」道
徳ワークショップ  可視化,操作化,言語化で,見方・考え方
を鍛え,深い学びを実現する!

田中 博之／著 明治図書出版 2018.3 375.35/ﾀﾅ18/ 0014264964

道徳科授業のつくり方  パッケージ型ユニットでパ
フォーマンス評価

田沼 茂紀／編著 東洋館出版社 2017.8 375.35/ﾀﾇ17/ 0014194161

考え,議論する道徳科授業の新しいアプローチ10 諸富 祥彦／編著 明治図書出版 2017.7 375.35/ﾓﾛ17/ 0013926084

考え、議論する道徳に変える指導の鉄則50  加藤宣
行の道徳授業

加藤 宣行／著 明治図書出版 2017.2 375.352/ｶﾄ17/ 0013873393

とっておきの道徳授業 15 これからを生きる子どもた
ちへ 「特別の教科道徳」時代のオリジナル授業30選

佐藤 幸司／編著 日本標準 2018.3 375.352/ｻﾄ04/15 0014255962

「特別の教科道徳」のユニバーサルデザイン  授業づ
くりをチェンジする15のポイント

増田 謙太郎／著 明治図書出版 2018.9 375.352/ﾏｽ18/ 0014569248

「特別の教科道徳」とライフキャリア教育  生きる力を
つけて生きる意味と生き方を学ぶ

渡邉 昭宏／著 明治図書出版 2018.9 378/ﾜﾀ18/ 0014564397

県立図書館にある『道徳教育』に関する主な本の一部を紹介しています。
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書      名 著　者 出版社 出版年 請求記号 資料番号

絵本を使った道徳授業の進め方  指導項目を踏まえ
たすぐに役立つ19実践

多賀 一郎／編著 黎明書房 2018.6 375.35/ﾀｶ18/ 0014544258

道徳科授業のネタ&アイデア100 小学校編 田沼 茂紀／編著 明治図書出版 2018.3 375.35/ﾀﾇ18/ 0014263925

小学生がシーンとして聴く道徳話100選  教室のモラ
ル!向上的変容の活用授業

長谷川 博之／編著 学芸みらい社 2018.6 375.352/ﾊｾ18/ 0014540579

「特別の教科道徳」の授業と評価実践ガイド  道徳
ノートの記述から見取る通知票文例集

服部 敬一／編著 明治図書出版 2018.3 375.352/ﾊﾂ18/ 0014532980

小学校特別の教科道徳新教科書の授業プラン
『道徳教育』編集部
／編

明治図書出版 2018.3 375.352/ﾒｲ18/ 0014263941

小学校道徳科「問題解決的な学習」をつくるキー発問50  8テー
マ50事例の教科書教材ですぐに使える優れた発問を精選! 柳沼 良太／著 明治図書出版 2018.4 375.352/ﾔｷ18/ 0014542641

生徒も教師もわくわくする道徳授業 中学校編 深い学
びにつながる22の秘訣

東京書籍 2017.4 375.35/ｵｼ17/ 0013963012

シリーズ「特別の教科道徳」を考える 3  中学校にお
ける「特別の教科道徳」の実践

渡邉 満／編 北大路書房 2016.4 375.35/ﾜﾀ16/3 0013499579

中学校1年の道徳授業35時間のすべて  板書&指導
案でよくわかる! ※２年、３年もあります

柴原 弘志／編著 明治図書出版 2019.4 375.353/ｼﾊ19/ 0014899652

中学生にジーンと響く道徳話100選  道徳力を引き出
す“名言逸話”活用授業

長谷川 博之／編著 学芸みらい社 2017.5 375.353/ﾊｾ17/ 0013903000

中学校道徳授業成功の極意 桃崎 剛寿／著 明治図書出版 2016.7 375.353/ﾓﾓ16/ 0013604186

生徒が本気になる問題解決的な道徳授業中学校
「考え,議論する道徳」の実践事例集

柳沼 良太／編著 図書文化社 2018.9 375.353/ﾔｷ18/ 0014564363

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 低学年
※中学年、高学年もあります

赤堀 博行／編著 東洋館出版社 2018.2 375.352/ｱｶ18/1 0014447791

アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校特別の教
科道徳の授業プラン

押谷 由夫／編著 明治図書出版 2017.3 375.352/ｵｼ17/ 0013894175

とっておきの道徳授業 14 これからを生きる子どもた
ちへ アクティブ・ラーナーが育つオリジナル授業30選

佐藤 幸司／編著 日本標準 2017.2 375.352/ｻﾄ04/14 0013949391

考え、議論する道徳授業のつくり方・評価  やるべき
ことがスッキリわかる!

丸岡 慎弥／著 学陽書房 2018.4 375.352/ﾏﾙ18/ 0014537195

アクティブ・ラーニングを位置づけた中学校特別の教
科道徳の授業プラン

柴原 弘志／編著 明治図書出版 2017.3 375.353/ｼﾊ17/ 0013894183

中学校道徳アクティブ・ラーニングに変える7つのアプ
ローチ

田沼 茂紀／編著 明治図書出版 2017.5 375.353/ﾀﾇ17/ 0013911540

題    名 監督・脚本 出版社 出版年 請求記号 資料番号

スマホの安全な使い方教室  気をつけようSNSのトラ
ブルに

吉田 和義／監督
東映株式会社教
育映像部

2015 V367/ｽ/ 0200239424

いのちと死の授業 第1巻  難病と闘って気づいたこと
※２～６巻もあります

丸善出版株式会
社映像メディア部

[2017.1] V375/ｲ/1 0200267003

聲の形  道徳教材ドラマ 大今 良時／原作
東映株式会社教
育映像部

2015 V375/ｺ/ 0200239416

障害者と補助犬の生活から学ぶやさしい気持ち、いたわ
りの心 総合編 小中学生の情操教育・道徳・総合学習等
に最適なDVD教材
※「介助犬編，聴導犬編，盲導犬編」もあります

全国補助犬育成連
合会

[2009.8] V375/ｼ/ 0200161016

ホームページからも蔵書検索できます！ご不明な点及びご相談は、社会科学カウンターまでお気軽にお尋ね下さい。メール、電話、Faxでもお受けします。

http://www.libnet.pref.okayama.jp/      E-mail:libnet@libnet.pref.okayama.jp 　Ｔｅｌ　086-224-1286　Fax 086-224-1208　社会科学班

★県立図書館の視聴覚資料は個人貸出となります。学校での利用は岡山県生涯学習センター　視聴覚ライブラリーをご利用ください。
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