
番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

1 自立心、自律性 A 1
自主、自律、自
由と責任

この人生の主人公

「この人生の主人公」
の詩から自分の人生を
主体的に生きることに
ついて考えることを通
して、自立心や自律性
の大切さに気付き、自
律の精神を重んじ、自
主的に考え、判断し、
誠実に実行していこう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○P2〜3「自分を見つめよう―道徳の時間とは―」を範読
し、道徳科の学習のイメージをもたせる。
◎自分の人生を「主人公」として生きるとは、どういうこ
となのだろう。
○自分の人生を「主人公」として生きるためには、どのよ
うなことが大切なのだろう。
○「私はどう在りたいのか？」「これは在るべき自分の姿
なのか？」という自分の心の声に耳を傾けてみよう。
○ この人生の主人公として「一番輝いている自分」を描い
ていくために、自分が大切にしていきたいことをノートに
書いてみよう。
○自己の生き方について考える道徳科の学習について簡単
に触れ、余韻を大切にして終わる。

1

2
目標を設定し着
実にやり遂げる

A 4
希望と勇気、克
己と強い意志

目標は小刻みに

小さな目標を設定し、
それらを達成していく
ことで完走することが
できた「私」の心の動
きについて考えること
を通して、目標の達成
が希望や勇気を生み出
すことに気付き、目標
に向かって困難や失敗
を乗り越えて着実にや
り遂げようとする道徳
的実践意欲を培う。

○中学校生活における自分の目標を想起させる。
○スタートを切る前の「私」はどのようなことを思ってい
たのだろう。
○半分を過ぎて頭ももうろうとなり、惰勢で走っていた
時、「私」はどのようなことを思っていたのだろう。
○スタートを切る前と比べて目標に対する「私」の気持ち
が変わってしまったのはどうしてだろう。
◎決勝線まで走り切った「私」を支えたものは何だったの
だろう。
○自分の目標への取り組み方について考え、道徳ノートP9
上段に記入させる。

1

廣済堂あかつき

■道徳ノートは、それぞれの内容項目ページ右上段の文章が道徳的価値の理解を確認するうえでの手がかりになるとともに、記入を通して子どもたちの学びを蓄積することができるものとして、授業者のいない場での学習にお
いても、道徳科の目標に示されている「生き方についての考えを深める学習」をするために有効にご活用いただくことができます。なお、「学習の記録」に先生や友達と話してみたいことが記述されている場合は、学習後に適
宜ご指導いただきますようお願いいたします。

令和２年度　道徳科の年間指導計画案【第１学年】　廣済堂あかつき「中学生の道徳　自分を見つめる１」版

内容項目

―「学校の授業以外の場において行うことが考えられる教材・学習活動」及び「次年度に送ることも考えられる教材・学習活動」を踏まえて―

　本資料は、小社中学校道徳教科書をご使用いただくにあたり、「学校の授業以外の場において行うことが考えられる教材・学習活動」及び「次年度に送ることも考えられる教材・学習活動」を踏まえて作
成した年間指導計画案です。
　「学校の授業以外の場において行うことが考えられる教材」は、教科書本冊内にて同一内容項目で複数の教材を掲載しているものの中で、教材の性質や指導内容等を勘案して１教材を挙げました。この考
え方に基づき、本冊35教材のうち９教材、年間授業時数35時間のうち９時間（水色の背景で示している部分）について、学校の授業以外の場において行う学習活動の例として示しています。学校における学
習活動を重点化する際の参考資料としてご活用ください。
　また、学校における学習活動を重点化してもなお、年度末の学習内容が指導しきれなかった場合には、年度内に全ての内容項目を取り上げることを念頭に、次年度に送る等の対応も考えられます。各学校
の状況に応じて、適切にご判断ください。なお、次年度に送る場合には担当教員間の引継ぎにご配慮ください。
　その他、以下の点を踏まえて実態に応じてご指導いただきますようお願い申し上げます。

■学校の授業以外の場において行う学習活動については、本冊教材の文章を読み、「考える・話し合う」に示されている学習課題を意識しながら「学習の手がかり」の問いについて考えたのち、別冊の道徳ノートを活用すると
いう流れを基本として例示しています。



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

3
自律的な行動と
責任

A 1
自主、自律、自
由と責任

裏庭でのできごと

葛藤を乗り越えて真実
を告白することを決断
した健二への共感的な
理解を通して、自律的
な行動と責任の大切さ
に気付き、自律的に考
え、判断し、誠実に実
行してその結果に責任
をもつ道徳的判断力を
高める。

○道徳ノートP2下段のイラストを見て、価値への方向付け
を図る。
○先生に事情を話す際、大輔がガラスを二枚ともひなを助
けるために割ったことにした時、健二はどう思ったのだろ
う。
○次の日登校するまでの間に、健二はどのようなことを考
えていたのだろう。
◎職員室に向かう健二は、どのようなことを考えていたの
だろう。
○健二が大切にしようとしたものを一言で表すと何だろ
う。そう考えた理由も教えてください。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1

4
生命の神秘と尊
厳

D 19 生命の尊さ
あなたはすごい力で生
まれてきた

出産における人体の営
みを知り、連続性・偶
然性・神秘性などの多
様な観点から生命の尊
厳について考えること
を通して、畏敬の念を
もって、かけがえのな
い生命を尊重する道徳
的心情を育む。

○本時の題材として「生命の誕生」を提示する。
○教材を読んで、どのようなことを感じましたか。
◎私たちを産んだ力が「すごい力」であると筆者がいうの
はどうしてだろう。
○「私たちは、生まれるべくして生まれ、生きるべくして
生きている」とはどういうことだろう。
○「この世に生を受けたこと」そして「今、生きているこ
と」についてどのように感じ、考えているかを道徳ノート
P45中段に記入させる。

1

5 弱さの克服 D 22
よりよく生きる
喜び

いつわりのバイオリン

ロビンからの手紙に涙
をこぼすフランクの心
情について考えること
を通して、誰もがもっ
ている人間らしいよさ
を認め、弱さに負けず
自分に恥じない生き方
を見出そうとする道徳
的心情を育む。

○バイオリン職人についてイメージさせ、題材への意識付
けを図る。
○悩み抜いた末に、フランクはどのような気持ちでバイオ
リンづくりを引き受ける決断をしたのだろう。
○ロビンのバイオリンに手を伸ばしたフランクが、一瞬手
を止めたのはどうしてだろう。
○生気なくバイオリンをつくるフランクは、どのようなこ
とを考えていたのだろう。
◎手紙を読み終えたフランクは、どのような思いで涙を流
したのだろう。
○涙を流したフランクが取り戻したものは何だろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

6
異性についての
理解

B 8 友情、信頼 アイツ

真一と夏樹が仲違いし
てから仲直りするまで
の心の動きを共感的に
理解し、これからの二
人のよりよい関係につ
いて考えることを通し
て、異性間においても
互いに相手を理解し、
よさを認め合うことの
大切さに気付き、心か
ら信頼し合える人間関
係を築いていこうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○「幼なじみ」という言葉から受ける印象をイメージし、
題材への意識付けを図る。
○口をきかない間、真一と夏樹はそれぞれどのようなこと
を思っていたのだろう。
○転倒した日の夜、真一は夏樹のハンカチを何度も眺めな
がら、どのようなことを考えていたのだろう。
○同じ日の夜、夏樹は日記にどのようなことを書いたのだ
ろう。
◎これから二人の関係では、どのようなことを大切にして
いかなければならないのだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを、道徳ノートに
記入させる。

1

7 礼儀の意義 B 7 礼儀
半分おとな　半分こど
も

「礼儀知らず」の人に
ついて考えることを通
して、心と形が一体と
なった礼儀の意義に気
付き、時と場に応じて
適切な言動をとろうと
する道徳的実践意欲を
培う。

○道徳ノートP17上段の書き込み欄に記入させ、「近頃の中
学生の礼儀」について意見交流し学習課題を意識させる。
○「礼儀知らず」とはどのような人のことを言うのだろ
う。思いつく例を挙げて、グループで話し合ってみよう。
○「礼儀知らず」とは、どのようなことを知らない人なの
だろう。
○礼儀作法は知っていて、気持ちもあるが、それをうまく
表現できない「私」は、「礼儀知らず」になるだろうか。
◎礼儀とはどういうものなのだろう。
○導入での記述を振り返り、自分自身の礼儀を振り返っ
て、感じたことや考えたことを道徳ノートに記入させる。

1

8 節度を守る A 2 節度、節制 釣りざおの思い出

釣りに夢中になるあま
り門限を破ってしま
い、母に釣りざおを折
られた「私」の心の動
きについて考えること
を通して、節度を守り
節制に心掛け、安全で
調和のある生活をしよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○自分自身を振り返り、つい夢中になってしまうことを想
起させる。
○憧れの釣りざおを手に入れた「私」はどのようなことを
思っていたのだろう。
○門限を過ぎてしまうことに気付いたにもかかわらず、
「私」が釣りをやめなかったのはどうしてだろう。
◎母に釣りざおを折られて、「私」はどのようなことを
思っていたのだろう。
○母はどのような思いでせっかくの釣りざおを折ったのだ
ろう。
○この時の出来事から「私」が学んだのはどのようなこと
だろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

9
いじめを許さな
い

C 11
公正、公平、社
会正義

ヨシト

同調圧力を乗り越え
て、ヨシトへのいじめ
に毅然と立ち向かおう
とするアツシの思いに
ついて考えることを通
して、正義と公正さを
重んじ、いじめのない
社会の実現に努める道
徳的態度を養う。

○道徳ノートP26下段の「いじめ撲滅宣言」を読み、本時の
学習課題として「いじめ」を問題提起する。
○アツシがヨシトにうそをついて、廊下に出ていってし
まったのはどうしてだろう。
○回ってきた紙切れを握り締めながら、アツシはどのよう
なことを思っていたのだろう。
◎アツシの腹の底に生まれた「何か熱い塊」とは何だろ
う。
○ヨシトにティッシュを渡しながら、しっかりと顔を上げ
たアツシは、どのようなことを決意したのだろう。
○thinking❶を読んだ後、道徳ノートＰ27上段に記入させ
る。

1

10
自然愛護に努め
る

D 20 自然愛護
あのハチドリのように
― ワンガリ・マータイ
―

破壊された故郷の自然
を目にして立ち尽くす
マータイさんの心情と
決意について考えるこ
とを通して、自然環境
を大切にすることの意
義を理解し、進んで自
然の愛護に努める道徳
的実践意欲を培う。

○P47のプロフィールを参照し、ワンガリ・マータイさんに
ついて簡単に紹介する。
○小さい頃のマータイさんにとって自然とはどのような存
在だったのだろう。
◎神様の木があった場所に立ち尽くしたマータイさんはど
のようなことを思っていたのだろう。
○「私はこのハチドリなのです。」という言葉には、マー
タイさんのどのような思いが込められているのだろう。
○自然環境を守るために自分ができることについて道徳
ノートＰ47中段に記入させる。

1

11
自己を向上させ
る努力

A 3
向上心、個性の
伸長

木箱の中の鉛筆たち

落ち込んでいた筆者
が、父の話とちびた鉛
筆が詰まった木箱から
感じ取ったことについ
て考えることを通し
て、自己の向上を図
り、個性を伸ばして充
実した生き方を追求し
ようとする道徳的実践
意欲を培う。

○「この人の才能はすごいな」と思う人を発表させ、学習
課題を意識させる。
○筆者が仕事中の父に声をかけてしまったのは、どのよう
な気持ちからだろう。
○筆者が父に声をかけたことを後悔したのはどうしてだろ
う。
◎木箱の中の鉛筆たちは、筆者にどのようなことを語りか
けているのだろう。
○「才能」とはどういうものなのだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

12
郷土の発展に努
める

C 16
郷土の伝統と文
化の尊重、郷土
を愛する態度

アップルロード作戦

多くの困難に立ち向か
いながらりんご並木を
つくり、受け継いでい
く飯田東中学校の生徒
たちの思いについて考
えることを通して、社
会に尽くした先人や高
齢者に尊敬の念を深
め、地域社会の一員と
して進んで郷土の発展
に努める道徳的実践意
欲を培う。

○自然や名産品など、自分の郷土の特色を想起させる。
○東中学校の生徒たちは、どうして「りんご並木」をつく
りたいと思ったのだろう。
○東中学校の生徒たちの仕事ぶりを見て、町の人々はどの
ように思っていたのだろう。
◎東中学校の生徒たちが掲げた「理想」とは、どのような
ものだったのだろう。
○半世紀が経った現在、りんご並木の世話を続けながら、
東中学校の生徒たちはどのようなことを思っているのだろ
う。
○導入で想起したものなどに触れ、自分たちの郷土につい
て説話したのち、授業を通して感じたことや考えたことを
道徳ノートに記入させる。

1

13
命あるものをい
とおしむ

D 19 生命の尊さ 曙号の死

事故に見舞われた曙号
を見守り、最期のひと
時をともに過ごす
「僕」の心の動きにつ
いて考えることを通し
て、生命の有限性を理
解し、命あるものをい
とおしみ、かけがえの
ない生命を尊重する道
徳的心情を育む。

○本物の馬を見たり、触れたりした経験を想起させ、題材
への意識付けを図る。
○家にやってきた曙号のことを、「僕」はどう思っていた
だろう。
○倒れた曙号をつるし上げようとする試みを見守りなが
ら、「僕」はどのようなことを思っていたのだろう。
○曙号の顔を正視できないでいる「僕」は、どのようなこ
とを思っていたのだろう。
◎静かに横たわっている曙号のそばで、「僕」はどのよう
なことを思っていたのだろう。
○曙号をなでた手のひらに、「僕」は何を感じ取っていた
のだろう。
○「僕」が父親の涙に見た「この世で一番尊いもの」とは
何だったのか、授業を通して感じたことや考えたことと合
わせて道徳ノートに記入させる。

1

14 公徳心 C 10
遵法精神、公徳
心

島 耕作　ある朝の出来
事

朝の満員電車で起きた
出来事について、様々
な登場人物の視点から
考えることを通して、
公共の場において互い
に配慮し合い、尊重し
合うことの大切さに気
付き、社会生活の中で
守るべき公徳を重ん
じ、住みよい社会をつ
くっていこうとする道
徳的実践意欲を培う。

○身の回りの公共の場とそこに集う人々について想起さ
せ、価値への方向付けを図る。
○島耕作とサラリーマンの、それぞれの言い分をどう思う
だろうか。
○「あなたの気持ちのことを言っている」という島耕作の
言いたかったことは、どういうことだろう。
○この出来事を見ていた老婦人や他の乗客は、どのように
感じたのだろう。
◎公共の場で誰もが気持ちよく過ごすためには、どのよう
な心が大切なのだろう。
○多くの人々がともに過ごす公共の場での言動や在り方に
ついて、自分のことを振り返って道徳ノートP25中段に記入
させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

15
伝統文化の継承
と発展

C 17
我が国の伝統と
文化の尊重、国
を愛する態度

音を宿す

どれだけ太鼓の形が変
わっても、変わること
のないものがあること
に気付いた三浦彌市さ
んの太鼓作りについて
考えることを通して、
優れた伝統と文化を育
んできた先人たちの努
力と精神に気付き、我
が国の伝統と文化を尊
重し、継承、発展させ
ていこうとする道徳的
実践意欲を培う。

○日本の伝統文化やそれに携わっている人を想起させ、学
習課題を意識させる。
○革新的な和太鼓を作っていった彌市さんは、どんな自信
を深めたのだろう。
○初代の太鼓が、自分の作った太鼓と同じ音を響かせた瞬
間、彌市さんはどのようなことを思ったのだろう。
○彌市さんが気付いた、どれだけ形が変わっても「変わる
ことのないもの」とは何だろう。
◎「音を太鼓の中に宿す」とは、どういうことだろう。
○「音を太鼓の中に宿す」と、何百年と受け継がれていく
のはどうしてだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1

16 心のあたたかさ B 6 思いやり、感謝 夜のくだもの屋

くだもの屋のあかりに
込められたおじさん、
おばさんの善意を知っ
た少女の心情を共感的
に理解することを通し
て、相手を思いやり、
助け合う心のよさに気
付き、思いやりと感謝
の念をもって他者と接
し、人間愛の精神を深
めていく道徳的心情を
育む。

○「あかり」からイメージすることを想起させ、題材への
意識付けを図る。
○くだもの屋のあかりを、少女が「なんともいえずあたた
かい」と感じたのはどうしてだろう。
○少女が思わず頭を下げて「ありがとうございました」と
言ったのはどうしてだろう。
◎もう一度頭を下げながら、少女は心の中でどのようなこ
とを思っていたのだろう。
○少女が、くだもの屋のあかりを「あんなにあたたかく見
えたのは当然だった」と思うのは、どうしてだろう。
○この話の中に、出てくる「あかり」を探してみよう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1

17
社会参画と社会
連帯

C 12
社会参画、公共
の精神

加山さんの願い

雨の中で傘を持ったま
ま考え続ける加山さん
が気付いたことについ
て考えることを通し
て、互いに助け合い励
まし合う社会連帯の大
切さに気付き、社会参
画の意識と社会連帯の
自覚を高め、よりよい
社会の実現に努める道
徳的実践意欲を培う。

○これまでに経験したボランティアについて想起させ、学
習課題を意識させる。
○訪問ボランティアを始めた加山さんの「今の自分の思
い」とはどのような思いだったのだろう。
○中井さんから拒絶されてしまうのに、加山さんがボラン
ティア活動を続けたのはどうしてだろう。
○加山さんが中井さんと打ち解けることができたのはどう
してだろう。
◎雨の中で傘を持ったまま、加山さんはどのようなことを
考えていたのだろう。
○社会生活において、互いに助け合い支え合って生きてい
くには、どのようなことが大切か、道徳ノートP29中段に記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

18
新しいものを生
み出す

A 5
真理の探究、創
造

ミスター・ヌードル ―
安藤 百福 ―

誰もが考えもしなかっ
たアイデアを生み出
し、それを創り上げた
安藤百福さんの生き方
について考えることを
通して、想像力を働か
せ、好奇心・探究心を
もって探究することの
大切さに気付き、真理
を探究して新しいもの
を生み出そうと努める
道徳的実践意欲を培
う。

○インスタントラーメンの発明に関する話であることを紹
介し、題材への意識付けを図る。
○厚生省の人に言い返すことができなかった安藤さんは、
どのようなことを思っていたのだろう。
○どのように考えて、安藤さんは「魔法のラーメン」の開
発を決めたのだろう。
○開発が難航し、四六時中、頭を悩ませ考え続けていた安
藤さんは、どのようなことを思っていたのだろう。
◎安藤さんが、亡くなるまで新しいことを考え続けたの
は、どうしてだろう。
○自分にも安藤さんのような好奇心や探究心があるか問い
かけながら説話したのち、授業を通して感じたことや考え
たことを道徳ノートに記入させる。

1

19 家族の深い愛 C 14
家族愛、家庭生
活の充実

美しい母の顔

嫌っていた母のやけど
の跡ができた理由を
知って、涙を流す
「私」の心情を共感的
に理解することを通し
て、深い愛情をもって
育ててくれた家族に感
謝し、敬愛の念をもつ
道徳的心情を育む。

○「きれいな顔」と「美しい顔」がどのように違うのか、
問いを投げかけて教材に入る。
○「私」は、母のことをどのように思っていたのだろう。
○母を学校から追い返した日、「私」はどのようなことを
思っていたのだろう。
◎父の話を聞いた「私」は、あとから、あとから涙を流し
ながら、どのようなことを思っていたのだろう。
○「私」が、母の顔をどんなきれいな顔のお母さんよりも
美しいと思えるのはどうしてだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1

20
法やきまりの意
義

C 10
遵法精神、公徳
心

人に迷惑をかけなけれ
ばいいのか？

駐車場の出来事を経て
反省する「僕」の考え
の変化について考える
ことを通して、法やき
まりが自他の生活や権
利を守るためにあるこ
とに気付き、法やきま
りを進んで守り、規律
ある社会の実現に努め
る道徳的判断力を高め
る。

○道徳ノートP25上段の書き込み欄を活用し、自分の考えを
振り返る。
○「きまりを守らないのが悪い」と先生に言われた時、
「僕」はなぜ納得できなかったのだろう。
○駐車場のおじさんのところに謝りに行くことになった
「僕」は、どのようなことを後悔したのだろう。
◎先生の分厚い手がやけに熱く感じられた時、「僕」はど
のようなことを考えていたのだろう。
○「僕」がこの出来事を通して気付いたことで、一番心に
残ったのはどのようなことだろう。
○導入での自分の考えを振り返らせ、授業を通して新たに
感じたことや考えたこと、改めて大切だと思ったことを道
徳ノートに記入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・おじさんの家から帰る途中、三人がうつむいたまま、感じていた
同じ思いとはどのようなものだろう。
・「僕」が「今、初めて分かったような気がした」のは、どのよう
なことだろう。
・法やきまりを守らなければ、他人の権利を侵害するということに
ついて考えてみよう。
○道徳ノートを活用する。
・P24の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P25の上段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP25の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

21 温かい思いやり B 6 思いやり、感謝 地下鉄で

筆者が感じた「少女た
ちの中にある美しさ」
について考えることを
通して、他者を思い
やって、親切にした
り、いたわったりする
ことのよさに気付き、
思いやりの心や温かい
人間愛を大切にする道
徳的心情を育む。

○「美しい」という言葉のイメージを想起させる。
○電車の空席に少女の一人が座ったのを見て、筆者はどう
して腹を立てたのだろう。
○少女たちの行動が、お年寄りの女性の席を取るためだっ
たと分かった時、筆者は心の中でどのようなことを思った
のだろう。
○少女たちは、どうしてこのような「作戦」を立てたのだ
ろう。
◎筆者が感じた「少女たちの中にある美しさ」とは、どの
ようなものだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・とても言葉くらいではたたえることのできない「少女たちの中に
ある美しさ」とは、どのようなものだろう。
・お礼を言っているお年寄りから、少女たちが逃げるように離れた
のはなぜだろう。
・少女たちが一見、ルール違反のようなことをしなければならない
状態を改善するには、どうすればよいのだろう。
○道徳ノートを活用する。
・P14の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P15の上段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP15の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

22
支え合い、励ま
し合う友情

B 8 友情、信頼 吾一と京造

教室の前で立たされて
いる京造の姿を見て心
が揺れる吾一の葛藤に
ついて考えることを通
して、互いを支え合
い、励まし合う友情の
大切さに気付き、心か
ら信頼できる友達関係
を築こうとする道徳的
態度を養う。

○友達とはどのような存在かを想起させる。
○みんなの間から抜けて学校へ行く吾一は、どのようなこ
とを思っていたのだろう。
○京造がみんなを先に行かせたことを聞いた時、吾一はど
のようなことを思ったのだろう。
◎正しいことをしたと思っているのに、心が草の葉のよう
に揺れる吾一は、どのようなことを考えていたのだろう。
○吾一はこれから京造や友達とどのような友情を築いてい
くのだろう。
○友達とはどのような存在か、授業を通して感じたことや
考えたことを道徳ノートに記入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・立たされた京造の目を見ることができなかった吾一の心には、ど
のような思いがあったのだろう。
・正しいことをしたと思っている吾一の心が揺れるのはなぜだろ
う。
・本当の友達とは、どんな人だろう。
○道徳ノートを活用する。
・P18の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P19の上段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP19の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

23
国際理解、国際
貢献

C 18
国際理解、国際
貢献

国際協力ってどういう
こと？

二つの作文のエピソー
ドに対する自己の判断
やその理由について考
えることを通して、国
際的視野に立って他国
を理解することの大切
さに気付き、日本人と
しての自覚をもって国
際理解、国際貢献に努
める道徳的実践意欲を
培う。

○ネパールとエチオピアの位置を地図で確認し、教材に入
る。
○一つ目の話で、ネパールの貧しく幼い女の子に１ルピー
をあげることはよいことだろうか。理由を含めて考えてみ
よう。
○二つ目の話で、エチオピアの飢えている子供に、自分の
ビスケットを半分あげることはよいことだろうか。理由を
含めて考えてみよう。
○一つ目の話と二つ目の話は、同じように考えてよいこと
なのだろうか。それとも違うことなのだろうか。
◎「本当の国際協力」には、どのようなことが大切なのだ
ろう。
○これから他国の人々と接する上でどのようなことを大切
にしていきたいか、道徳ノートP41中段に記入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

24
誠実に責任をも
つこと

A 1
自主、自律、自
由と責任

ネット将棋

敏和、明子、智子の話
を聞いて、「僕」が気
付いたことについて考
えることを通して、誠
実に自己の責任を受け
止めることの大切さに
気付き、自律の精神を
重んじ、誠実に実行し
てその結果に責任をも
つ道徳的判断力を高め
る。

○ネット将棋について簡単に紹介し、教材に入る。
○ネット将棋で、「僕」はどうしていきなりログアウトす
るのだろう。
◎三人のやり取りを聞いて笑えなかった「僕」は、どのよ
うなことを考えていたのだろう。
○敏和が「ありがとうございました」と本気で言えるのは
どうしてだろう。
○明子が言う「負けました」と言える試合をするとは、ど
ういうことだろう。
○今日の授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノー
トに記入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・いきなりログアウトする行為をしたとき、「僕」はどんなことを
考えていたのだろう。
・敏和の「負けました」の言葉を聞いて、「僕」はどんなことを考
えたのだろう。
・敏和のツッコミに対して、「僕」が笑えなかったのはどうしてだ
ろう。
・インターネットを利用する場合には、特に自主性や自律性、自由
と責任を大切にしなければならないのはなぜだろう。
○道徳ノートを活用する。
・P2の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P3の上段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP3の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

25 公平であること C 11
公正、公平、社
会正義

ある日のバッターボッ
クス

生き生きとソフトボー
ルをするOさんと子供
たちの姿に触れた筆者
の心情について考える
ことを通して、誰に対
しても公平であること
のよさや大切さに気付
き、差別や偏見をなく
し、誰もが生き生きと
できる社会の実現に努
める道徳的態度を養
う。

○本時の題材が「ある先生がいつまでも忘れられない出来
事」であることを紹介する。
○筆者はどのような考えから、体育の時間にＯさんに補助
的な役割をさせていたのだろう。
○体育の時間に、Ｏさんがつまらなそうにしていて、いつ
も生気がなかったのはどうしてだろう。
○Ｏさんに対して、クラスメートたちが真剣で、手加減を
しないのはどうしてだろう。
○Ｏさんの表情が生き生きとして、喜びがあふれているの
はどうしてだろう。
◎筆者がこのバッターボックスでの出来事を、いつまでも
忘れられないのはどうしてだろう。
○公平な社会とはどのような社会か、道徳ノートＰ27中段
に記入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・ソフトボールでの「Ｏさんルール」をどう思うか。
・障がいのある人もそうでない人も、ともに気持ちよく過ごすため
に大切なことはなんだろうか。
・いじめや差別のない学校や社会にするために、どうしていけばよ
いのだろう。
・ソフトボールを楽しんでいるＯさんの心情を話し合ってみよう。
・ソフトボールでの「Ｏさんルール」は、どんなふうに作られて
いったかを推測し、みんなが公平にソフトボールを楽しむことの意
義を考えてみよう。
○道徳ノートを活用する。
・P26の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P27の中段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP27の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

26 良心の声 D 22
よりよく生きる
喜び

銀色のシャープペンシ
ル

本当のことを言い出す
ことができず葛藤する
「僕」の心の動きにつ
いて考えることを通し
て、自己の弱さや醜さ
と向き合い、それらに
打ち勝つ良心の声を自
覚して、よりよく生き
る喜びを見出そうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○P125の「学習の手がかり」に触れ、「自分のずるさ」と
はどのようなことか、具体的にイメージさせる。
○「僕」はどうして正直に言い出せなかったのだろう。理
科の時間、授業後、卓也からの電話、それぞれの場面で考
えてみよう。
○卓也からの電話を受けて、「僕」の顔が真っ赤になった
のはどうしてだろう。
◎思い切り深呼吸して、卓也の家の方にゆっくりと向きを
変えた時、「僕」は心の中でどのようなことを思っていた
のだろう。
○「僕」を卓也の家に向かわせたのは何だろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

27
勤労の尊さや意
義

C 13 勤労 午前一時四十分

家族に止められても新
聞配達を続ける母が働
く理由について考える
ことを通して、勤労の
尊さや意義を理解し、
勤労を通して生きがい
のある人生を実現しよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○「午前一時四十分」というタイトルに触れて、何の時間
かを想像させる。
○話の中で、印象に残ったのはどのようなところだろう。
理由と一緒に考えてみよう。
○死を目前にした父が母に「夜中の折り込みだけはやめな
さい。」と言ったのはどうしてだろう。
◎母はどうしてここまでして働くのだろう。
○人が働く理由について、道徳ノートP31上段に記入させ
る。

1

28
かけがえのない
生命

D 19 生命の尊さ 語りかける目

母の遺骨を「ナベ」に
入れ、語りかける少女
の目に宿る思いについ
て考えることを通し
て、限りある生命のか
けがえのなさを理解
し、自他の生命を尊重
しようとする道徳的態
度を養う。

○P133「考える・話し合う」を参照して、阪神・淡路大震
災について確認する。
○少女が焼け焦げた「ナベ」にじっと見入っていたのはど
うしてだろう。
○「ありがとう。もう逃げなさい。」という言葉を聞い
て、少女はどのような思いで逃げたのだろう。
○少女はどのような思いで母を探し続けたのだろう。
◎少女の哀しくも、美しく、強く、そして生きている目に
は、どのような思いが宿っているのだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・「ありがとう。もう逃げなさい。」という母の言葉を聞いて、ど
んな思いで少女は逃げたのだろう。
・涙が消えた少女の目に、「私」は何を感じたのだろう。
・少女の「目は生きていた」とは、どういう意味だろう。
○道徳ノートを活用する。
・P44の上段の文章を読む。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP45の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

29 思いやりと感謝 B 6 思いやり、感謝 旗

パッチワークのクラス
旗を掲げて少女を励ま
そうとするクラスメー
トの思いを共感的に理
解することを通して、
思いやりの心をもって
人と接し、絆を深めて
いこうとする道徳的実
践意欲を培う。

○少女の置かれている状況と心情を想像させ、教材に入
る。
○少女から、いつもレモン色の旗ばかり見ているという話
を聞きながら、友達はどのようなことを思ったのだろう。
◎少女を訪ねた友達の話を聞いて、クラスメートはどのよ
うな思いを込めてクラス旗を掲げたのだろう。
○パッチワークの旗を目にした少女は、どのようなことを
思ったのだろう。
○少女が「この町に引っ越してきてよかった」と心から
思ったのはどうしてだろう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

30
希望と勇気を
もって生きる

A 4
希望と勇気、克
己と強い意志

終わりなき挑戦 ― 成
田 真由美 ―

大きな困難を乗り越え
て挑戦を続けようとす
る成田真由美さんの強
い意志について考える
ことを通して、希望と
勇気をもって生きるこ
との大切さに気付き、
より高い目標に向かっ
て、困難や失敗を乗り
越え、着実にやり遂げ
ようとする道徳的実践
意欲を培う。

○P147のプロフィールを参照して、成田真由美さんについ
て簡単に紹介する。
○母が悪いわけではないのに、成田さんが叫びを止められ
なかったのは、どうしてだろう。
○「高校に行く」というはっきりとした目標ができて、成
田さんがだんだん変わっていったのは、どうしてだろう。
◎事故で大きな怪我を負っても「また泳ごう」「きっとま
た泳げる」と成田さんが思えたのは、どうしてだろう。
○成田さんにとって「挑戦」とはどのようなものなのだろ
う。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートに記
入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・闘病生活を余儀なくされた中学・高校時代、成田さんはどんなこ
とを思っていたのだろう。
・車椅子バスケットボールの試合を見て、成田さんはどのように変
わったのだろう。
・パラリンピックに誘われたとき、成田さんはどんなことを考えた
のだろう。
・逆境を乗り越え、高い目標を達成するために、私たちの心には、
どのような力が必要なのだろう。
○道徳ノートを活用する。
・P8の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P9の「目標」についての書き込み欄に記入す
る。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP9の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

31
人間としての誇
りある生き方

D 22
よりよく生きる
喜び

よみがえった良心

すべてを捨てることに
なってもアガサを助け
ることを選んだジミー
の思いについて考える
ことを通して、人間に
は気高く生きようとす
る心があることを理解
し、人間としての誇り
ある生き方を見出そう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○道徳ノートP50上段を読んで、「良心」を学習課題として
提示する。
○ジミーが靴屋になろうと決心したのは、どのような思い
からだろう。
◎正体がばれて捕まるかもしれないのに、ジミーが銀行の
金庫室を開けようと決心したのは、どのような思いからだ
ろう。
○ベンがジミーを「スペンサーさん」と呼んで、捕まえな
かったのはどうしてだろう。
○ジミーの「良心」は、ジミーのどのような思いに表れて
いるのだろう。
○自分に恥じない生き方、人間としての誇りある生き方と
はどういうものなのか、授業を通して感じたことや考えた
ことを道徳ノートに記入させる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・ジミーが靴屋になろうと決心したのは、どんな思いからだろう。
・ジミーが銀行の金庫室を開けようと決心したのはなぜだろう。
・人間としての誇りある生き方とはどのようなものだろう。
・探偵ベンの立場になって考えてみよう。
・探偵ベンは、なぜジミーを「スペンサーさん」と呼んだのだろ
う。
○道徳ノートを活用する。
・P50の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P51の中段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP51の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1

32 支え合う家族 C 14
家族愛、家庭生
活の充実

ふたりの子供たちへ

「私」が「ふたりの子
供たちへ」の手紙に込
めた思いについて考え
ることを通して、家族
が互いに愛情をもって
支え合うことの大切さ
に気付き、家族への敬
愛を深め、家庭の一員
として充実した家庭生
活を築こうとする道徳
的実践意欲を培う。

○「私」の病状を確認し、余命幾ばくもない状態で書いた
手紙であることを伝える。
○死を前にして痛みに苦しむ「私」を支え続けていたもの
は何だろう。
○「目には見えないが、私はいつまでも生きている」とい
う言葉には、どのような思いが込められているのだろう。
○「再婚させてあげなさい」という言葉にはどのような思
いが込められているのだろう。
○「家の中に灯がともった」家族とは、どのような家族だ
ろう。
◎死を前にして痛みに苦しみながら、「私」はこの手紙に
どのような思いを込めて書いたのだろう。
○thinking❸を読んで、余韻をもって終わる。

○教材文を読む。
○「考える・話し合う」の学習の道すじに示されている黄色枠の学
習課題を意識しながら問いについて考える。
・死を前にして痛みに苦しむ「私」を支え続けていたものはなんだ
ろう。
・「再婚させてあげなさい」という言葉にはどんな思いが込められ
ているのだろう。
・「家の中に灯がともった」家族とは、どのような家族だろう。
・「目には見えないが、私はいつまでも生きている」という言葉に
は、どんな思いが込められているのだろう。
・親の願いを、あなたはどう受け止めているか。
○道徳ノートを活用する。
・P32の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P33の上段の書き込み欄に記入する。
・学習を通して感じたことや考えたこと、友達や先生と話してみた
いことなどをP33の下段またはP56以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「心のしおり」に教材の自己評価を記入する。

1



番号 主題名 教材名 ねらい 学校の授業における学習指導過程（主な発問など） 学校の授業以外の場において行うことが考えられる学習活動 配当
時数

内容項目

33 認め合う心 B 9 相互理解、寛容 言葉の向こうに

自分のコミュニケー
ションの在り方を振り
返る加奈子の気付いた
ことについて考えるこ
とを通して、人それぞ
れにいろいろなものの
見方・考え方があるこ
とを理解し、寛容の心
をもって他者と接して
いく道徳的判断力を高
める。

○インターネットで他人のコメントを読んだ経験などを想
起させ、インターネット上の情報がたくさんの人の目に触
れることを確認する。
○ファンサイトにアクセスしている加奈子は、何が楽しい
のだろう。
○必死で反論する加奈子の言葉が、段々エスカレートして
いくのはどうしてだろう。
○突然真っ暗な世界に一人突き落とされたように感じた加
奈子は、どのようなことを思っていたのだろう。
◎画面から目を離して椅子の背にもたれて考える加奈子
は、どのようなことを発見したのだろう。
○道徳ノートP20の相田みつを氏の詩を読み、自分の心を見
つめさせる。授業を通して感じたことや考えたことを道徳
ノートに記入させる。

1

34 感動、畏敬の念 D 21 感動、畏敬の念 ガジュマルの木

遺跡を覆うガジュマル
の木に衝撃を受けたコ
ウヘイの心を共感的に
理解することを通し
て、美しいものや気高
いものに感動する心、
人間の力を超えたもの
に対する畏敬の念をも
つ道徳的心情を育む。

○自分の知っている遺跡を想起させ、題材への意識付けを
図る。
○アンコール・ワットを見て回りながら、コウヘイはどの
ようなことを思っていたのだろう。
○ガジュマルの木を一目見た瞬間、動けなくなったコウヘ
イはどのようなことを思ったのだろう。
◎大きく息をつきながら、コウヘイはどのようなことを考
えていたのだろう。
○アンコールの方を眺めながら、コウヘイはどのようなこ
とを考えていたのだろう。
○人間は、心を揺さぶられるような体験をしたとき、言葉
を失ってしまったり、涙が出たりするのはなぜか、道徳
ノートP49中段に記入させる。

1

35
よりよい学校生
活

C 15
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

二枚の写真

病室の浩に手を振る同
級生たちの思いについ
て考えることを通し
て、人々の心が一体と
なった学校のよさに気
付き、学校の一員とし
ての自覚をもち、協力
し合ってよりよい学校
生活をつくろうとする
道徳的実践意欲を培
う。

○学校とはどのようなところかを考えさせる。
○宮下が浩の遠足参加を決めたのは、どのような思いから
なのだろう。
○浩が到着するまで、同級生たちが弁当に手をつけなかっ
たのはどうしてだろう。
◎屋上の同級生たちは、どのような思いで病室に手を振っ
ていたのだろう。
○浩はどのような思いで「写真を撮ってください」と頼ん
だのだろう。
○「学校とはなんなのか」という問いに、宮下が出した答
えとは何だったのだろう。
○学校とはどのようなところか、授業を通して感じたこと
や考えたことを道徳ノートに記入させる。

1


