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月 教材名 指導内容 主題名 ねらい

４
月

1 のび太に学ぼう D よりよく生きる喜び 幸せのヒント 　人には弱い部分があると同時に，よりよくなろうという思いをもっていることに気
づき，人間として生きる喜びを感じようとする心情を育てる。

2 「命」 D 生命の尊さ 限りある命 　生命はかけがえのないものであることを自覚し，限りある命を精一杯生きていこう
とする心情を育てる。

3 あいさつ運動 B 礼儀 あいさつの心 　挨拶のよさがわかっているにも関わらず，それを継続することの難しさを知り，挨拶がも
つ本来の意味について考えを深め，進んで心のこもった挨拶をしようとする態度を養う。

５
月

4 マンガ家　手塚治虫 A 個性の伸長 たいせつな自分らしさ 　自分の好きなことから自分の個性を見つめ，くじけそうになってもマンガ家を続け
た手塚さんの思いを通して，自分の長所を積極的に伸ばそうとする心情を育てる。

5 名前のない手紙 C 公正，公平，社会正義 正義の実現 　吉野さんの行動や，周りの子どもたちの思いや悩みを通して，いじめがあることを心から望
んでいる者など誰もいないのだということを理解し，いじめをなくそうとする態度を養う。

6 やさしいユウちゃん B 親切，思いやり 相手のための親切 　相手のためを考えることが本当の優しさであることに気づき，進んで親切にしよう
とする心情を育てる。

６
月

7 古いバケツ B 友情，信頼 男女仲よく 　異性を正しく理解し，共に活動することの喜びに気づき，お互いのよさを認め，支
え合っていこうとする態度を養う。

8 たのむよ，班長 C よりよい学校生活，集団
生活の充実 集団での役割 　班活動で直面する具体的場面を取り上げ，それぞれの立場で考え，グループで話し合

うことを通して，集団における自分の役割を自覚し責任を果たそうとする態度を養う。

9 サタデーグループ C 勤労，公共の精神 働く喜び 　サタデーグループの活動を通して，働くことがみんなの役に立っていることを理解
し，誇りをもって社会に奉仕しようとする心情を育てる。

10 和太鼓調べ C 伝統と文化の尊重，国や
郷土を愛する態度 わが町のほこりと伝統 　和太鼓のすばらしさや先人の努力に対する佳代の気づきを通して，我が国や郷土の

伝統と文化を大切にし，継承，発展させていこうとする心情を育てる。

７
月

11 母さんの歌 D 感動，畏敬の念 清らかな心
　非情な戦災の中でも見知らぬぼうやに無私の愛情を注いだ女学生の心の崇高さに感
動し，人間は本来気高く崇高な心をもっていることに気づき，より深く人間としての
在り方を考えようとする心情を育てる。

12 ぼくの夏休み大作戦 A 善悪の判断，自律，自由
と責任 自信と責任 　自由を大切にしながら，物事を計画的に進めることの心地よさを知り，自分自身を

律するとともに，責任をもって生活しようとする態度を養う。

９
月

13 いつものひなん訓練 A 節度，節制 ふだんがたいせつ 　安全に身を守ることや危機管理について日頃から高い意識をもつことの大切さを知
り，自分の生活を見直し，節度ある生活をしようとする意欲を高める。

14 通学路 C 規則の尊重 たいせつなきまり 　通ってはいけない駐車場を横切る「わたし」の気持ちや思いに共感し，社会生活を送るうえで
必要なきまりの意義を考え議論することを通して，自分の都合できまりを破らない態度を養う。

15 のりづけされた詩 A 正直，誠実 自分の心に誠実に  本にある詩を写して自分の詩として提出してしまった和枝が，先生に打ち明けたときのつ
らさや苦しさを捉えることを通して，誠実に明るい心で生活しようとする心情を育てる。

16 ヘレンと共に　
　−アニー・サリバン− A 希望と勇気，努力と強い

意志 困難に負けない心 　周りから陰口を言われながらも，ヘレンの自立を願い，愛情と信念をもって厳しくヘレンを教育
し続けるアニーの強さを理解し，目標や信念をもち，困難を乗り越えようとする心情を育てる。

10
月

17 折れたタワー B 相互理解，寛容 広い心 　誰にでも失敗があることを理解したうえで，相手の失敗を許そうとするひろしの思
いを捉えることを通して，相手の立場になって，広い心で許そうとする心情を育てる。

18 うばわれた自由 A 善悪の判断，自律，自由
と責任 ほんとうの自由

　「自由」は自分のしたいことを自分勝手に行動するという意味ではなく，みんなが
規律を守ることによってそれぞれの「自由」が保証されることに気づき，責任ある行
動をとろうとする心情を育てる。

19 美しい夢　−ゆめぴりか− C 伝統と文化の尊重，国や
郷土を愛する態度 ふるさとのじまん 　わたしたちの生活は，地域の発展のために尽くした先人たちのたくさんの努力のうえに成り

立っていることを知り，受け継がれている地域の伝統や文化を尊重しようとする心情を育てる。

20 流行おくれ A 節度，節制 自制する心 　自分の欲求に流されて生活すると，自分や周りの人の快適な生活を乱してしまうこ
とに気づき，常に自分の生活を見直し，節度を守り節制に心掛けようとする態度を養う。

11
月

21 ひとふみ十年 D 自然愛護 自然を守る力 　「ひとふみ十年」について松井さんから聞き，自然の偉大さに驚いた勇の気持ちを
通して，自然を大切にしようとする心情を育てる。

22 父の仕事 C 勤労，公共の精神 働くということ 　働くことの意義やそれに伴う責任について理解することを通して，集団や社会のた
めに仕事をしようとする心情を育てる。

23 家族のために C 家族愛，家庭生活の充実 家族の一員として 　分担された家事を負担と考えていたアキが，常に家族みんなの幸せを考えて家事をする両親の思
いに気づく姿から，自分のできることを考え，家族のために進んで役立とうとする意欲を高める。

24 ありがとうの心 B 感謝 感謝の思い 　自分たちの生活が，家族，地域の方，警察，消防，ボランティアの方々など多くの
方に支えられ助けられていることを知り，そのことに感謝しようとする心情を育てる。

12
月

25 ペルーは泣いている C 国際理解，国際親善 世界の人々と共に 　アキラとペルー選手たちの結び付きを通して，外国の人々とも同じ人間として信頼し合える
ことを理解し，そのすばらしさに触れることで世界の人々と交流しようとする心情を育てる。

26 ふぶきの中で「ありがとう」 C よりよい学校生活，集団
生活の充実 高学年として 　下級生の安全を守ろうとする上級生としての責任感，それが受け継がれていることのす

ばらしさを理解することで，自分の役割を自覚して集団生活を送ろうとする態度を養う。

１
月

27 くずれ落ちただんボール箱 B 親切，思いやり 温かな思い 　たとえ相手にわかってもらえなくても，相手のことを考えてしたことは親切である
ことに気づき，思いやりの心をもって親切にしようとする心情を育てる。

28 「太陽のようなえがお」が命をつ
なぐ D 生命の尊さ えがおの力 　岡本さんの笑顔が周りの人々や岡本さん自身の生きる力を支えたことを理解し，生

命を尊重する心情を育てる。

29 すれちがい B 相互理解，寛容 相手の立場もたいせつに 　よし子とえり子のすれちがいの原因や，お互いを理解するために大切な気持ちを考
えることから，自分と異なる意見や立場を尊重しようとする態度を養う。

２
月

30 知らない間のできごと B 友情，信頼 よりよい友達関係 　メールの内容が間違って伝わってしまったことを通して，友達関係を築くためには，相手の
立場になることが大切であることに気づき，友情を深めていこうとする意欲と態度を養う。

31 天から送られた手紙 A 真理の探究 真理を求めて 　人々の生活をよりよくするために雪の研究をした宇吉郎の姿を通して，真理を見つ
けたときの喜びを理解し，物事を探究していこうとする心情を育てる。

32 これって不公平？ C 公正，公平，社会正義 公平と不公平 　公平であるかどうか，何が問題なのかを具体例から考えることを通して，誰に対しても差別
したり，偏見をもったりせず，公正，公平な態度で接し，正義を実現するための判断力を養う。

33 住みよいマンション C 規則の尊重 おたがいのけんり
　騒音問題が解決したときの岡さんの新たな発見について考えていくことを通して，
お互いが気持ちよく生活するために，自他の権利を大切にし，自らの義務を果たして
いこうとする心情を育てる。

３
月

34 マインツからの便り C 国際理解，国際親善 日本から世界へ 　「わたし」の生き方から，異なる文化や考え方の人間が共に生きていくために，自分や他
の国の文化について理解し，積極的に交流を図り，国際親善に努めようとする心情を育てる。

35 かぜのでんわ D よりよく生きる喜び よりよく生きる
　「みんなのおもいがとどいたんだ」と叫ぶくまのおじいさんの思いや気持ちを考え
ることから，よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し，人として生きる
ことの喜びを感じようとする心情を育てる。

ふ
ろ
く

① なくしたかぎ B 
C

友情，信頼 
家族愛，家庭生活の充実 あなたならどうする？

　「家族愛，家庭生活の充実」と「友情，信頼」という二項対立の内容項目に関わる
問題の葛藤状況の解決を考えるなかで，判断理由や根拠を各自明らかにし，集団で話
し合う学習活動から児童一人一人の道徳的判断力の高まりを目指す。

② 友のしょうぞう画 B 友情，信頼 真の友情 　正一の真の友情に触れた和也の気持ちの変化を通し，相手を信じることや理解しよ
うとすることの大切さを理解し，よりよい友達関係を築こうとする心情を育てる。

③ 命の種を植えたい
　−緒方洪庵− D 生命の尊さ 生命の重み 　さまざまな苦難を乗り越えて，一人でも多くの命を救おうとした洪庵の尊い姿を通

して，生命がかけがえのないものであることを知り，尊重しようとする心情を育てる。

④ ふくらんだリュックサック C 規則の尊重 みんなで気持ちよく 　山登りで，ごみ拾いをした主人公を通して，多くの人々のために行動することが自
分の喜びになることを理解し，進んで公共のために役立とうとする態度を養う。

月 教材名 指導内容 主題名 ねらい

４
月

1 スポーツの力 D よりよく生きる喜び ほこりある生き方
　佐藤真海さんが，逆境を乗り越え目標をもちながら生きる姿を通して，よりよく生
きようとすることのすばらしさを理解し，自らも苦難を乗り越え，人間としてよりよ
く生きていこうとする心情を育てる。

2 命のアサガオ D 生命の尊さ せいいっぱい生きる
　限られた生命を力の限り生き抜こうとした光祐くんや，その思いを受け継ぎたいと
アサガオを育てたお母さんの思いから，限られた生命を精一杯生きることの意味を通
して，生命を大切にしようとする心情を育てる。

3 ほんとうのことだけど…… A 善悪の判断，自律，自由
と責任 自由と責任 　なつみの記事の内容を「もう一度考えてみようよ。」と言ったみえ子の思いを考えることを通して，自

由が許されることと許されないことがあることを理解し，自律的な行動をしようとする心情を育てる。

５
月

4 それじゃ，ダメじゃん A 個性の伸長　 長所と短所 　「それじゃ，ダメじゃん」という言葉に込められた昇太さんの思いを考えていくこ
とを通して，短所を改め長所を伸ばしていこうとする心情を育てる。

5 言葉のおくり物 B 友情，信頼 男女ともしんらいして 　すみ子から一郎への言葉のおくり物を聞いた学級のみんなの思いを考えることを通
して，互いのよさを認め合い，男女が仲よく友情を育てていこうとする心情を育てる。

6 母校大発見 C よりよい学校生活，集団
生活の充実 学校を愛する心 　自分の学校のことがわかるにつれて，うれしくなっていく主人公たちを通して，母

校がかけがえのないものであることに気づき，母校を大切に思う心情を育てる。

６
月

7 クラスのきまり C 規則の尊重 よりよいきまり 　罰の意味について考えることを通して，きまりの意義を理解し，自分は何をするべ
きか考え，義務を果たそうとする心情を育てる。

8 ぼくのお茶体験 C 伝統と文化の尊重，国や
郷土を愛する態度 伝統の心づかい 　相手を敬ったり，気遣ったりする気持ちを形として表す作法の意義を理解し，受け

継がれてきた我が国の伝統や文化のよさを感じ，大切にしようとする態度を養う。

9 東京オリンピック　 
国旗にこめられた思い C 国際理解，国際親善 その国のほこりと伝統 　東京オリンピックに向けて国旗づくりに情熱を注いだ吹浦さんの思いを考えること

で，他国の文化について理解を深め，進んで国際親善に努めようとする態度を養う。

10 心づかいと思いやり B 親切，思いやり 思いやりの心 　思いを思いやりに変えるにはどうしたらよいか考えることを通して，誰に対しても
思いやりの心をもち，相手の立場で行為をしていこうとする意欲を高める。

７
月

11 おかげさまで B 感謝 感謝の心
　「おかげさま……。」の意味を考えることから，自分の日々の生活を見つめ，それが
有形無形に関わらず多くの人々の力によって成り立っていることに気づき，そのこと
に感謝し，応えようとする心情を育てる。

12 カスミと携帯電話 A 節度，節制 たいせつな生活リズム 　携帯電話のけじめのない使い方によって生活リズムが狂ってしまうことを知り，自
分の生活習慣を見つめ直し，節度を守って生活していこうとする態度を養う。

９
月

13 自由行動 A 善悪の判断，自律，自由
と責任 自由の難しさ 　自由とは，自分本位の考え方で行動してもよいということではないことに気づき，

自由を生かすことについての考えを深め，自律的な行動をとろうとする態度を養う。

14 手品師 A 正直，誠実 明るく生きる
　大劇場のステージに立てるチャンスを断り，男の子との約束を守った手品師の誠実
さに触れることで，どのような状況にあっても，常に誠実に行動し，明るい生活をし
ようとする心情を育てる。

15 母の仕事 C 勤労，公共の精神 働くことの意義 　自分の仕事に大きな喜びと満足感をもっている母の姿を通して，働くことの意義を理解し，
社会に奉仕する喜びを知って，公共のために役立つことをしようとする心情を育てる。

16 初めてのアンカー C 家族愛，家庭生活の充実 家族の幸せ 　まきと家族とのやりとりを通して，家族が互いのことを思い合い，みんなの幸せを
願っていることに気づき，自分も家族の一員として役立とうとする意欲を高める。

10
月

17 ロレンゾの友達 B 友情，信頼 ほんとうの友達
　３人それぞれの対応の在り方やそれぞれの考えについて足りない点を考えるなか
で，よりよい友達関係を構築するためには，信じることが大切であることに気づき，
互いに友情を深めようとする心情を育てる。

18 みんなで劇を作ろう C よりよい学校生活，集団
生活の充実 集団の一員として

　自分の力を生かし，自分に任されたことを責任をもってやり遂げ，みんなの力を合
わせて目標に向かっていくことが集団を高めることに気づき，各自の役割を積極的に
果たそうとする意欲を高める。

19 地球を一周歩いた男　 
　−伊能忠敬− A 真理の探究 真理を求める心 　誰もやったことがないことをやり遂げるには，現状に満足するのではなく，改良したり，

発展させようとしたりする思いが必要だと気づき，真理を探究しようとする心情を育てる。

20 緑の闘士　 
　−ワンガリ・マータイ− D 自然愛護 持続可能な社会

　「もったいない」という言葉を広め，自然環境保護活動に取り組むマータイさんの
姿を通して，日々の生活の小さな努力や工夫によって，かけがえのない自然環境を大
切にしていこうとする態度を育てる。

11
月

21 杉原千畝　−大勢の人の命を 
守った外交官− C 公正，公平，社会正義 社会正義の実現 　政府の命令に背いてまでビザを書き続けた千畝の思いを考えることを通して，誰に

対しても公正，公平な態度で接し，社会正義の実現に努めようとする心情を育てる。

22 「ダン」をどうする？ B 相互理解，寛容 理解し合うたいせつさ
　団地の子どもたちと話し合う自治会の役員さんの気持ちを通して，自分の考えや意
見を相手に伝えるとともに，謙虚な心をもち，広い心で自分と異なる意見や立場を尊
重しようとする態度を養う。

23 自分を守る力って？ A 節度，節制 自分を守る力 　自分を守る力とは，どのようなことなのかをさまざまな場面で考えることを通して，危険から
身を守るためにはどのようにすればよいかを考え，節度ある生活をしようとする心情を育てる。

24 青の洞門 D 感動，畏敬の念 美しい心 　21 年の歳月を洞門を掘るためだけに費やした了海の美しく気高い心と，その心に触れる
ことで復讐心を忘れて感激した実之助の心を通して，美しい心に感動する心情を育てる。

12
月

25 天下の名城をよみがえらせる 
　−姫路城− C 伝統と文化の尊重，国や

郷土を愛する態度 ほこりある郷土 　祖父の語りを聞いたひろみの驚きを通して，先人の知恵のすばらしさを理解し，郷土
や我が国の伝統文化を受け継ぎ，後世に残すために大切にしようとする心情を育てる。

26 エルトゥールル号
　−日本とトルコのつながり− C 国際理解，国際親善 他国との心のつながり 　エルトゥールル号の遭難を契機とした交流の歴史を知り，どの国の人々も同じ人間

として尊重し，国際親善に努めようとする意欲を高める。

１
月

27 その思いを受けついで D 生命の尊さ 生命のつながり
　私たちの生命は，さまざまな人とのつながりや支え合いの中で育まれ，子どもや孫
へと受け継がれていくかけがえのないものであるということに気づき，自他の生命を
尊重し，力強く生きていこうとする意欲を高める。

28 iPS 細胞の向こうに A 希望と勇気，努力と強い
意志 終わりなきちょうせん 　山中さんの iPS 細胞研究に対する姿勢から，より高い目標を立てて，それに向けて

くじけずに希望と勇気をもって努力していこうとする心情を育てる。

29 ブランコ乗りとピエロ B 相互理解，寛容 広く受け入れる心 　サムを憎む気持ちが消え，おだやかにサムを見つめるピエロの気持ちを考えること
で，自分と異なる考えや意見を尊重し，大切にしていこうとする態度を育てる。

２
月

30 わたしのせいじゃない C 公正，公平，社会正義 いじめをたち切る正義
　「わたしのせいじゃない」と言っている子どもたちの背景から，いじめに対する傍
観者としての無責任な気持ちをじっくり考えさせ，いじめを断ち切るために社会正義
を貫こうとする態度を養う。

31 人間をつくる道　−剣道− B 礼儀 れいぎ正しさ
　勝敗のみにこだわった「ぼく」が，「礼に始まり礼に終わる」という，相手を敬い，
尊重する気持ちを示すことの意義について考えたことを通して，礼儀正しく真心を
もって接しようとする態度を養う。

32 税金ってだれのため？ C 規則の尊重 たいせつな義務
　税金は誰のためにあるものかを考えることを通して，納税の義務を果たさないで権
利を主張したのでは社会を維持できないことについて考えを深め，社会の一員として
義務を果たそうとする心情を育てる。

33 自分にできること C 勤労，公共の精神 公共のために働くこと 　社会のために奉仕することの意義と喜びに気づき，進んで社会のために役に立とう
とする態度を養う。

３
月

34 最後のおくり物 B 親切，思いやり 深い思いやり
　ロベーヌがジョルジュじいさんからしてもらったことを通して，親切にされる側の
喜びと相手の立場になって親切にする側にも喜びがあることに気づき，進んで親切に
しようとする心情を育てる。

35 のぼさんの夢　−正岡子規− D よりよく生きる喜び 夢をいだき生きる喜び 　結核に侵されながらも，自分の信念にしたがって前向きに生きた正岡子規の生き方
に触れ，よりよく生きていこうとする心情を育てる。

ふ
ろ
く

① 門番のマルコ C 
D

規則の尊重 
生命の尊さ あなたならどうする？

　「規則の尊重」と「生命の尊さ」という二項対立の内容項目に関わる問題の葛藤状
況の解決を考えるなかで，判断理由や根拠を各自明らかにし，集団で話し合う学習活
動から児童一人一人の道徳的判断力の高まりを目指す。

② ロングシュート A 希望と勇気，努力と強い
意志 あきらめない心 　ロングシュートがなかなか上達しなかったヒサシがリョウタやマイケル・ジョーダン

の言葉で変容したことを通して，失敗してもくじけず諦めないで努力する心情を育てる。

③ 創志くんと子牛 D 生命の尊さ つながる生命 　生命がかけがえのないものであることをあらためて認識し，生命が受け継がれ引き継いでいか
ねばならないものであることを理解し，命あるものを敬い，大切にしようとする心情を育む。

④ 杉山の声を聞く画家　−豊田三郎− D 感動，畏敬の念 大自然への畏敬 　自然やそれを描いた絵画に対して，感じたまま素直に思ったことを表し，それらの美しさは，
私たちが求めていたものなのだということに気づき，美しいものに感動する心情を育てる。

本資料は，「教科書発行者行動規範」に則り，配布を許可されているものです。
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◇は，心のベンチ

テーマ 1年 2年 3年 4年 5年 6年

いじめの防止

はしの　うえの　おおかみ
もりの　ぷれぜんと
かずやくんの　なみだ
ぼくは　小さくて　しろい
二わの　ことり
◇どんな　ことばを　かけようか
やめろよ
あなたって　どんな　人？

およげない　りすさん
いい　ところ　みいつけた
三びきは　友だち
◇みんなで　かいけつ
ある　日の　くつばこで
ドッジボール
ぐみの木と　小鳥

さと子の落とし物
石ころを見つめてみたら……
同じなかまだから
◇いじめをなくすには……
たっきゅうは四人まで
ぼくのボールだ
心をしずめて

ちこく
決めつけないで
◇「友達のよいところさがし」ビンゴゲーム
遠足の朝
◇なくそう！ 　いじめ
いじりといじめ
わかっているはずだから
よわむし太郎

のび太に学ぼう
「命」
あいさつ運動
マンガ家　手塚治虫
名前のない手紙
◇「いじめ」の傍観者
折れたタワー
うばわれた自由
すれちがい
知らない間のできごと

ほんとうのことだけど……
それじゃ，ダメじゃん
言葉のおくり物
◇いじめについて考えよう！
ロレンゾの友達
みんなで劇を作ろう
ブランコ乗りとピエロ
わたしのせいじゃない

安全の確保

なにを　して　いるのかな
はしれ，さんりくてつどう
休みじかん

ぽんたと　かんた
あぶないよ
やくそく

もっと調べたかったから
どんどん橋のできごと
助かった命

ほんとうに上手な乗り方とは
お父さんのじまん
ネコの手ボランティア

いつものひなん訓練
通学路
ふぶきの中で「ありがとう」

「太陽のようなえがお」が命をつなぐ
かぜのでんわ

自分を守る力って？
自分にできること
◇命を守るために

情報モラル
ひつじかいの　こども たけしの　電話

おばあちゃん　お元気ですか
ちゃんと使えたのに 交かんメール のりづけされた詩

すれちがい
知らない間のできごと
◇メールの使い方

ほんとうのことだけど……
カスミと携帯電話
◇情報モラルの達人チェックシート

社会の持続可能な発展

おおひとやま みんなのわき水
◇えっ，こんなに……!?

聞かせて，君の声を！
◇守りたい，この自然
いろいろな食べ方
かわいそうなぞう

母さんの歌
流行おくれ
ひとふみ十年
◇ニホンウナギに絶滅の危機 !?
ふくらんだリュックサック

緑の闘士 −ワンガリ・マータイ−
◇食について考える
杉原千畝 
　−大勢の人の命を守った外交官−
◇命のビザで，今もつながる六千人の命

食育・健康教育
ゆうたの　へんしん
うつくしい　わがし

るっぺ　どうしたの 赤ちゃんもごはん食べてるよね
ぼくを動かすコントローラー

目覚まし時計
いろいろな食べ方

◇米作りから地域のことを考えよう カスミと携帯電話
◇食について考える
自分を守る力って？

伝統文化教育
うつくしい　わがし
◇いろいろな　わがし

ぎおんまつり
◇日本の　いろいろな　おまつり
花火に　こめられた　ねがい

ふろしき
「おもてなし」って なあに
富士と北斎

海をこえて
お父さんのじまん
浮世絵

◇愛されつづける日本のマンガ・アニメ
和太鼓調べ

ぼくのお茶体験
天下の名城をよみがえらせる −姫路城−
人間をつくる道 −剣道−

国際理解教育
学校へ　いく　とき
◇せかいの　おはよう
せかいじゅうの　子どもたちが

タヒチからの　友だち
ローラの　なみだ

同じ小学校でも 海をこえて
いろいろな食べ方
◇世界の食事のしかた

ペルーは泣いている
マインツからの便り

東京オリンピック　国旗にこめられた思
い
エルトゥールル号
　−日本とトルコのつながり−

キャリア教育
120 てんの　そうじ 本がかりさん　がんばって　いるね

森のゆうびんやさん
木の中にバットが見える ぼくの草取り体験

ネコの手ボランティア
サタデーグループ
美しい夢 −ゆめぴりか−
父の仕事
天から送られた手紙

母の仕事
iPS 細胞の向こうに
自分にできること

生命の尊厳
うまれたての　いのち
ハムスターの　赤ちゃん

大きく　なったね
やくそく

「生きて　いるから」

赤ちゃんもごはん食べてるよね
お父さんからの手紙
助かった命

ヒキガエルとロバ
お母さん　なかないで
かわいそうなぞう

「命」
「太陽のようなえがお」が命をつなぐ
命の種を植えたい −緒方洪庵−

命のアサガオ
その思いを受けついで
創志くんと子牛

先人の伝記

虫が　大すき −アンリ・ファーブル− 富士と北斎 いのりの手
お父さんのじまん

マンガ家　手塚治虫
ヘレンと共に −アニー・サリバン−
ペルーは泣いている
天から送られた手紙
命の種を植えたい −緒方洪庵−

地球を一周歩いた男 −伊能忠敬−
緑の闘士 −ワンガリ・マータイ−
杉原千畝　 
　−大勢の人の命を守った外交官−
のぼさんの夢 −正岡子規−
杉山の声を聞く画家 −豊田三郎−

スポーツ オリンピック・パラリンピック 澤村投手のボール がむしゃらに ペルーは泣いている スポーツの力

  CD22162平成30年度版 内容解説資料




