
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 自分を輝かせる A 3
向上心、個性の
伸長

虎

虎の一役にかけた八輔
の心の変化と、舞台後
の涙のわけについて考
えることを通して、自
分らしさを発揮するこ
とのよさに気付き、個
性を伸ばして充実した
生き方を追求していこ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○自分が役者だったら、どのような役をやりたいと思うか
イメージさせる。
○観客をこれほどまでに感動させたものは何だろう。
○虎の役を振られた八輔はどのような思いでいたのだろ
う。
◎脇役に不満をもっていた八輔が、虎になりきろうと決意
したのはどのような考えからだろう。
○舞台を終えた八輔は、どうして涙を流したのだろう。
○自分らしさについて考え、道徳ノートP7上段に記入させ
る。また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

2
よりよいコミュ
ニケーション

B 7 礼儀
いつでも・どこでも・
誰とでも

レストランでの出来事
における「私」の問題
とその解決について考
えることを通して、礼
儀の根底にある人間尊
重の精神の大切さに気
付き、時と場に応じた
適切な言動で、他者を
思いやる心を伝えてい
こうとする道徳的判断
力を高める。

○様々なコミュニケーションの方法を想起させ、コミュニ
ケーションにおいて大切なことは何か問題提起する。
○「私」が、テーブルの空気が冷たくなっているような気
がしたのはどうしてだろう。
○佳子が嫌な思いをするまで、「私」がSNSを続けていたの
はどうしてだろう。
○佳子は「私」との食事を、どのような時間にしようと
思っていたのだろう。
◎よりよいコミュニケーションに必要なことや大切なこと
をできるだけ多く挙げてみよう。
○自分の生活におけるコミュニケーションの在り方を振り
返りながら、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

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２学年】　廣済堂あかつき「中学生の道徳　自分を考える２」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
自然の雄大さや
悠久さ

D 20 自然愛護 樹齢七千年の杉

縄文杉を前にして心動
かされる筆者の思いを
共感的に理解すること
を通して、人間の力を
超えた自然の雄大さや
悠久さに気付き、畏敬
の念をもって自然を愛
する道徳的心情を育
む。

○屋久島について簡単に紹介する。
○密林を歩く筆者が、「どきどきするほど」感動するのは
どうしてだろう。
○筆者は縄文杉の姿を見て、どのようなことを感じたのだ
ろう。
◎筆者が縄文杉を「飛び抜けて不思議な木」と感じたのは
どうしてだろう。
○人間はどうして自然に感動したり、畏れを感じたりする
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。

1

4
誠実に責任をも
つ

A 1
自主、自律、自
由と責任

ジョイス

誤審の翌日も審判を務
めようとするジョイス
に対する、ガララーガ
やタイガースの監督の
心情を共感的に理解す
ることを通して、誠実
な生き方のよさに気付
き、自律的な行為の結
果に責任をもち、人間
としての誇りを大切に
する道徳的心情を育
む。

○野球の「完全試合」の成立条件とともに、その難しさに
ついて説明する。
○報道陣の前に姿を現したジョイスはどのような思いだっ
たのだろう。
○ジョイスが関係者の勧めを断って翌日の試合も球審を務
めようとしたのは、どのような考えからだろう。
◎タイガースの監督はどうしてガララーガにメンバー表を
交換させたのだろう。
○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

5
新しいものを生
み出す

A 5
真理の探究、創
造

ガストロカメラ

多くの困難と失敗を乗
り越えて、胃カメラと
いう未知のアイデアを
実現させた杉浦睦夫、
宇治達郎らを支えてい
た思いについて考える
ことを通して、真実を
大切にし、真理を探究
して新しいものを生み
出していこうとする道
徳的実践意欲を培う。

○「体の中に機械を入れて撮影する」という胃カメラのア
イデアについて率直な感想を交流させる。
○宇治から「胃の中を写せるカメラを作ってほしい」と言
われた杉浦はどのようなことを思ったのだろう。
○上司に胃カメラを「不可能」だと言われた杉浦はどのよ
うなことを思ったのだろう。
○開発の途中、予想もしていない失敗や困難に直面した杉
浦たちは、その都度、どのようなことを思っていたのだろ
う。
◎杉浦や宇治たちが、困難や失敗にくじけずチャレンジを
続けることができたのは、どのような思いがあったからな
のだろう。
○科学に限らず新しい可能性を探究することについて説話
する。新しいものや考え方を生み出したり、未知のものを
発見したりするために大切なことについて、道徳ノートP11
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

6
相互理解の大切
さ

B 9 相互理解、寛容
野生の猛禽を守るため
に

一人のハンターとの出
会いから、筆者が気付
いたことについて考え
ることを通して、相互
理解を図ることの大切
さに気付き、自分の考
えや意見を相手に伝え
るとともに、それぞれ
の個性や立場を尊重
し、他者のものの見方
や考え方から学んでい
こうとする道徳的態度
を養う。

○筆者や猛禽類について簡単に紹介する。
○鉛中毒の問題を訴えたことで、強烈な反発が押し寄せた
ことについて、筆者はどのようなことを思っていたのだろ
う。
○筆者はハンターに対してどのような印象をもっていたの
だろう。
◎一人のハンターとの出会いに「目からうろこが落ちるよ
うな思い」をした筆者は、どのようなことに気付いたのだ
ろう。
○敵味方に分かれないでコミュニケーションをとるために
はどのようなことが大切なのだろう。
○thinking❶を読んだ後、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 節度、節制 A 2 節度、節制
これは駄目？　これも
駄目？

節度や節制に関わる具
体的な例について、自
分の判断の基準を見つ
め、話し合うことを通
して、節度を守り、節
制に心がけて、心身と
もに健康で安全な生活
を送ろうとする道徳的
判断力を高める。

○自分の生活を振り返って、道徳ノートP5中段に記入させ
る。
○P33の例について、それぞれ「節度を守り、節制に心がけ
る」という視点から、いいか悪いかを考えてみよう。理由
も含めて考えてみよう。
○それぞれどのような理由で判断したのだろうか。
◎節度、節制にかなっているかどうかを、自分はどのよう
な基準で考えているだろう。
○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

8
生きることの意
味

D 19 生命の尊さ 燃え盛る炎

難病に向き合い生き抜
いた石川正一君の姿か
ら、人が「生きる」と
いうことについて考え
ることを通して、かけ
がえのない生命を尊
び、限りある人生を懸
命に生きていこうとす
る道徳的態度を養う。

○P34の詩を読んで、作者の紹介を行う。詩の中の問いかけ
を本時の学習課題として提示する。
○正一君が自分の病気や死について、お父さんに話を切り
出したのはどうしてだろう。
○正一君が目指した「完全に燃えつきること」とは、どう
いうことなのだろう。
◎「生きる意味」「生きる価値」「生きる資格」への疑問
に、正一君はどのような答えを出したのだろう。
○自分自身の生命をどのように燃やし輝かせたいか、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

君、想像したことあ
る？

いじめの卑劣さを訴え
る春名風花さんの主張
を共感的に理解するこ
とを通して、いじめを
する人間の醜さに気付
き、自分の弱さに打ち
勝って、差別や偏見、
いじめのない社会の実
現に努める道徳的態度
を養う。

○「いじめ」を学習課題として提示し、教材に入る。
○いじめをする人にとって、いじめは「遊び」「ゲーム」
「どうでもいいこと」だという春名さんの意見について、
どう思うだろうか。
○「いじめをする人」とは、どのような人間なのだろう。
◎春名さんは、誰にどのようなことを伝えたくて、この文
章を書いたのだろう。
○春名さんのように「いじめをしている君へ」、自分自身
の主張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。
・「いじめをする人」というのは、どのような人間なのだろう。
・春名さんはどのような思いで、この文章を書いたのだろう。
・あなたの周りにいじめはないか。もし、いじめに気がついたら、
あなたはどうするだろう。
○道徳ノートを活用する。
・P26の上段の文章と下段の「いじめの構造」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

10
高い目標に挑戦
する生き方

A 4
希望と勇気、克
己と強い意志

「キング」と呼ばれる
理由 ― 三浦 知良 ―

ワールドカップ出場を
目指し、その夢が破れ
てもなおサッカーを続
ける三浦知良選手の生
き方について考えるこ
とを通して、高い目標
に挑戦していくことの
素晴らしさに気付き、
困難や失敗に直面して
も、希望や勇気を失わ
ずに努力を続けていこ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○サッカー日本代表がワールドカップに初出場した時の話
であることを紹介する。
○ブラジルの厳しい環境で挑戦を続けるカズを支えていた
のは、どのような思いなのだろう。
○周囲は懐疑的な目で見ていた状況にもかかわらず、ワー
ルドカップ本戦出場がカズの中で夢から明確な目標になっ
たのはどうしてだろう。
○夢にまで見たワールドカップの日本代表から外され、記
者会見を終えたカズは、どのような思いでグラウンドへ向
かったのだろう。
◎カズがキングと呼ばれる理由は、何だろう。
○自分自身の夢や目標について振り返りながら、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。
・夢に見たワールドカップの日本代表から外され、記者会見を終え
たカズは、どのような思いでグラウンドへ向かったのだろう。
・カズが「キング」と呼ばれる理由はなんだろうか。
・あなたはどのような夢をもっているか。その夢の実現に、どれほ
どのこだわりをもち、挑んでいるか。
○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の上段や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

11 感謝の心 B 6 思いやり、感謝 ありガトオヨ

加藤だいさん、橋本公
男さん夫妻、加藤はつ
江さんの心の交流か
ら、感謝の心のよさや
大切さについて考える
ことを通して、人間愛
の精神を深め、人と人
との支え合いを可能に
する思いやりや感謝の
心を大切にする道徳的
心情を育む。

○タイトルやP49の挿絵を見て、どのような人が書いたのか
想像させながら教材に入る。
○だいさんはどのような思いで「センセエ　オクサン　あ
りガトオヨ」を書いたのだろう。
○診察室で「遺言」を見た橋本さんは、どのような思いで
ぽろぽろ涙を流したのだろう。
○掛軸を見て、目が涙でいっぱいになったはつ江さんはど
のようなことを思っていたのだろう。
◎だいさんは、どうして「人間の一番きれいな言葉は『あ
りがとう』」だと言うのだろう。
○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
郷土に受け継が
れた伝統や文化

C 16
郷土の伝統と文
化の尊重、郷土
を愛する態度

相馬野馬追の季節

東日本大震災で大きな
被害を受けながら、葛
藤を乗り越えて相馬野
馬追を開催した相双地
方の人々の思いについ
て考えることを通し
て、郷土に受け継がれ
た伝統文化のよさや大
切さに気付き、地域社
会の一員として郷土の
伝統と文化を大切にし
ていこうとする道徳的
実践意欲を培う。

○自分の地域の祭りを想起させる。
○震災の後の厳しい状況で、人々が相馬野馬追を開催する
ことに決めたのは、どのような思いからなのだろう。
○野馬追が終わった後、人々が「やってよかった」「これ
でよかったんだ」と思えたのは、どうしてだろう。
◎相馬野馬追は、相双地方の人々にとってどのような意味
をもつのだろう。
○郷土の伝統や文化に受け継がれてきた思いについて、道
徳ノートP37中段に記入させる。また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 集団生活の充実 C 15
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

明かりの下の燭台

チームの勝利のために
献身し、マネージャー
に徹した鈴木恵美子さ
んの生き方について考
えることを通して、集
団における自分の役割
と責任を自覚し、集団
生活の充実に努めてい
こうとする道徳的実践
意欲を培う。

○「東洋の魔女」と呼ばれた女子バレーボール日本代表が
1964年東京オリンピックで金メダルを獲得したことを紹介
する。
○鈴木恵美子さんが笑顔を絶やさなかったのはどうしてだ
ろう。
○マネージャー役を頼まれて、泣きながら長い間じっと
座っていた鈴木恵美子さんは、どのようなことを考えてい
たのだろう。
◎鈴木恵美子さんはどうして涙を笑顔に変えることができ
たのだろう。
○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

14
社会の規律を守
る

C 10
遵法精神、公徳
心

仏の銀蔵

「お天道様が見てござ
る」と借金を返そうと
する人々の姿から、銀
蔵が気付いたことにつ
いて考えることを通し
て、社会の規律を守ろ
うとする規範意識の大
切さに気付き、自他の
権利を大切にし、義務
を果たしていこうとす
る道徳的判断力を高め
る。

○法やきまりについての印象を想起させる。
○銀蔵が二十両を賽銭箱に入れてでも、証文つづりを取り
返そうとしたのはどうしてだろう。
○証文つづりがないのに、人々がお金を返し始めたのはど
うしてだろう。
◎銀蔵はどのようなことを思って「そうか、お天道様か」
と膝を打ったのだろう。
○「お天道様」とは何だろうか。
○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



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 真の友情 B 8 友情、信頼 嵐のあとに

嵐の漁を経て、明夫と
がっちりと手を握り合
う勇太の心の変化につ
いて考えることを通し
て、心から信頼し合う
ことの大切さに気付
き、相互に変わらない
信頼と相手に対する敬
愛の念に基づく真の友
情を育んでいこうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○自分にとって「友達」はどのような存在かをイメージさ
せる。
○父親が明夫を船に乗せる提案をした時、勇太が内心うれ
しかったのはどうしてだろう。
○父親に「上っ面だけで付き合ってるんじゃない」と言わ
れた勇太は、どのようなことを思ったのだろう。
○どうして勇太は、明夫に何も言えないのだろう。
○明夫が「勇太、お前がうらやましかったんよ」と、思っ
ていることを言えたのはどうしてだろう。
◎明夫とがっちりと手を握り合った勇太は、どのようなこ
とを思っていたのだろう。
○自分にとって「友達」がどのような存在か考え直し、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。
・父親に「上っ面だけで付き合ってるんじゃないぞ。」と言われた
勇太は、どんなことを考えたのだろう。
・明夫とがっちりと手を握り合った勇太は、どんなことを思ってい
たのだろう。
・「友情は喜びを二倍にし、悲しみを半分にする」という言葉を参
考にして、自分自身の友人関係について考えてみよう。
○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

16
自らを律し、誠
実に実行する

A 1
自主、自律、自
由と責任

小さなこと

小さい自分のしつけを
続けている筆者の生き
方について考えること
を通して、自らを律し
て誠実に実行していく
ことのよさや大切さに
気付き、自らの規範意
識を高め、自律的に生
きていこうとする道徳
的態度を養う。

○「一日一善」という言葉を紹介し、学習課題として提示
する。
○筆者はどのような思いから、「便所の草履をそろえるこ
と」を自分にしつけているのだろう。
◎ごく小さい自分のしつけが、他のことでも私を支配して
いるとはどういうことだろう。
○「小さなこと」は、本当に小さなことなのだろうか。
○自分の生活を振り返って、自分にとっての「小さなこ
と」を探し、それをどのような気持ちで続けているかを考
えて、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。
・便所の草履の向きを変えてそろえて脱いで出てくるというごく小
さな自分のしつけに、「私」はどんな意味を見出しているのだろ
う。
・「松本さんのこと」を読んだ読者の心に響いたものはなんだろ
う。
・あなたが心がけている「自分のしつけ」はあるか。
○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

17
人間の素晴らし
さ

D 22
よりよく生きる
喜び

ネパールのビール

チェトリが帰ってくる
までの筆者の心の動き
を共感的に理解するこ
とを通して、人を信じ
切ることのできない弱
さとそれを乗り越えた
いと願う気高さに気付
き、人間としての誇り
や深い人間愛を大切に
して、生きる喜びを見
出していこうとする道
徳的心情を育む。

○P72の地図からネパールの山岳地域ゆえの厳しさを押さえ
る。
○チェトリが「ビールを買ってきてあげる」と言ってくれ
た時、筆者はどのようなことを思ったのだろう。
○ビールを買ってきたチェトリを拍手で迎えた時、筆者は
どのようなことを思ったのだろう。
○学校の先生から「それだけの金を持ったのだから、逃げ
たのだろう」と言われて、筆者はどのようなことを思った
のだろう。
◎「近頃あんなに泣いたことはない」という筆者は、どう
してそれほどまでに泣いたのだろう。
○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。
・「それだけの金を持ったのだから、逃げたのだろう」と言われ
て、筆者はどんなことを思っただろうか。
・チェトリの肩を抱いて泣いた筆者は、そのときどんな思いを抱い
ていたのだろう。
・帰ってきたチェトリを見て、「あんなに深く、いろいろ反省した
こともない」という筆者は、どんな反省をしたのだろうか。
○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



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 仕事への誇り C 13 勤労 加奈子の職場体験

カットを進める安田さ
んの背中を見つめる加
奈子の思いについて考
えることを通して、働
くことの厳しさや仕事
への誇りに気付き、勤
労の尊さや意義を理解
して、自分の将来の生
き方を考えていこうと
する道徳的実践意欲を
培う。

○職場体験活動の話であることを紹介する。
○行きたかった美容院ではなく、「ヘアーハウス　ヤス
ダ」での職場体験が決まった加奈子はどのようなことを
思ったのだろう。
○ほめられると思って声をかけたのに、怒られてしまった
加奈子は、どのようなことを思ったのだろう。
◎安田さんの背中が大きく見えた加奈子は、どのようなこ
とを思っていたのだろう。
○はさみをしまって目が合った時の安田さんが、温かい目
をしていたのはどうしてだろう。
○「明日こそは」と決意する加奈子は、どのような自分を
見せようとしているのだろう。
○授業を通して感じたことや考えたこと、職場体験に向け
てどのようなことを学びたいかを、道徳ノートに記入させ
る。

1

19 家族の深い愛情 C 14
家族愛、家庭生
活の充実

尊い玉子

「私」の話を聞いた家
の主人の思いについて
考えることを通して、
家族の無私の愛情の尊
さに気付き、自らの健
やかな成長と幸福を願
う家族への感謝と敬愛
の念を深める道徳的心
情を育む。

○戦時中の話であることを紹介し、学徒出陣について説明
する。
○「人の気持ちも知らないで」とは、どのような気持ちの
ことを言っているのだろう。
○母が学生服の襟を直してくれた時、「私」はどのような
ことを思っていたのだろう。
◎話を聞いた家の主人が「私」に温かい言葉をかけ、たく
さんの食べ物を分けてくれたのはどうしてだろう。
○家の主人の言う「お母の立派さ」とは、どのようなとこ
ろだろう。
○自分にとって家族とはどのような存在か、道徳ノートP33
上段に記入させる。

1

20
人間の強さや気
高さへの感動

D 21 感動、畏敬の念
人間であることの美し
さ

アンデルセン選手の姿
に「人間だけが表現し
うる美しさ」を感じた
筆者の心情について考
えることを通して、人
間の強さや気高さに感
動する心に気付き、自
らの感動を大切にする
道徳的心情を育む。

○スポーツを観戦して感動した体験について振り返る。
○極限状態の中で、何がアンデルセン選手をゴールへと駆
り立てていたのだろう。
◎筆者がいう「人間だけが表現しうる美しさ」とはどうい
うことだろう。
○筆者がアンデルセン選手の姿を「美しい」と表現するの
はどうしてだろう。
○これまでに自分が感動したことを振り返り、そこにどの
ような「人間であることの美しさ」があるか、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

21
社会の規範を守
る

C 10
遵法精神、公徳
心

傘の下

自分の都合で他人の傘
を持ち帰り、元に戻し
た「僕」の行為の問題
について考えることを
通して、公徳を重ん
じ、社会の規範を守る
ことの大切さに気付
き、自他の権利を大切
にし、義務を果たして
規律ある社会の実現に
努める道徳的態度を養
う。

○公共の場における、権利と義務について考え、道徳ノー
トP25上段に記入させる。
○何本もの傘が立っている傘立てにくぎづけになった
「僕」は心の中でどのようなことを思っていたのだろう。
○五日後、紺色の傘を元の場所に返した「僕」は心の中で
どのようなことを思っていたのだろう。
◎傘を手にした女性の後ろ姿を見送る「僕」は、どのよう
なことを思っていたのだろう。
○「僕」に欠けていたのは、どのような考え方なのだろ
う。
○もう一度、公共の場における権利と義務について考え、
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。
・五日後、傘を返したとき、「僕」はどんなことを考えていたのだ
ろう。
・「僕」はどのような思いで、傘を手にした女性の後ろ姿を見送っ
ていたのだろう。
・社会のルールが、私たちの生活の中でどのような役割を果たして
いるのかについて、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

22 責任ある行動 A 1
自主、自律、自
由と責任

お前のカワウソがさび
しがっているぞ

父の言葉から筆者が気
付いたことについて考
えることを通して、責
任ある行動の大切さに
気付き、自主的によく
考えて判断し、誠実に
実行して、結果に責任
をもつ道徳的判断力を
高める。

○周りに流されてしまったり、よく考えずに行動したりし
てしまうことについて、道徳ノートP3上段に記入させる。
○目的なく故郷に向かう筆者は、どのような気持ちで汽車
に揺られていたのだろう。
○筆者はどのような気持ちで、実家で一日、二日と過ごし
ていたのだろう。
◎父の言葉が稲妻のように筆者の心を貫いたのはどうして
だろう。
○ルトラとの時間を過ごしながら、筆者はどのようなこと
を考えていたのだろう。
○自分が実行したことの結果に責任をもつために大切なこ
とについて、道徳ノートP3中段に記入させる。

1

23
正義を重んじる
心

C 11
公正、公平、社
会正義

路上に散った正義感

社説と投書の意見か
ら、よりよい社会の在
り方について考えるこ
とを通して、社会生活
における正義の大切さ
に気付き、正義と公正
さを重んじ、不正を憎
み、不正な言動を断固
として許さない社会の
実現に努める道徳的態
度を養う。

○実際に起きた事件であることなど、教材について簡単に
紹介する。
○学生たちはどのような思いで犯人たちを追いかけたのだ
ろう。
○不正を見逃したり、関わりを避けたりするのは、人間の
どのような心からなのだろう。
○皆がそのような心で生活していたら、社会はどうなって
しまうのだろう。
◎女子高校生の「青年の勇気を『若い正義感、路上に散
る』の一言で終わらせたくはない」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。
○授業を通して、自分が大切にしたいと思った心について
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

24
生きるというこ
と

D 19 生命の尊さ 天使の舞い降りた朝

母の最期のメッセージ
を受け止め、歌で生き
ていくと決めた「僕」
の思いについて考える
ことを通して、「生き
る」ということの多面
性に気付き、限りある
自分の人生を懸命に生
きていこうとする道徳
的実践意欲を培う。

○「歌う道徳講師」と呼ばれている歌手の大野靖之さんの
話であることを紹介する。
○母の病状を知らされてから、「僕」はどのような思いで
毎日を過ごしていたのだろう。
○「僕」が「歌わなければいけない」と思ったのは、どう
してだろう。
◎「この人生を歌で生きていく」という「僕」の覚悟に
は、どのような思いが込められているのだろう。
○「生きる」ということについて、どのようなことを考え
ただろうか。
○thinking❷を読み、音源があればそれを流す。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

25
気高く生きよう
とする心

D 22
よりよく生きる
喜び

タッチアウト

自分の過失を隠したこ
とについて、良心の呵
責を感じ続ける「僕」
の思いについて考える
ことを通して、人間の
もつ気高く生きようと
する心に気付き、自ら
の弱さや醜さを克服し
て、よりよく生きよう
とする道徳的心情を育
む。

○野球の話であることを紹介し、タッチプレーについて簡
単に説明する。
○ツーアウト・ランナー二塁の状況で「僕」はどのような
ことを思っていたのだろう。
○「僕」は落球に気付いた後、周囲の様子を見ながらどの
ようなことを考えていたのだろう。
○ベンチに戻った「僕」はうつむきながらどのようなこと
を考えていたのだろう。
◎新幹線に乗り込み、うつむいた「僕」に声をかけるとし
たら、あなたは何と言うだろう。
○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

26 思いやりの心 B 6 思いやり、感謝 最後の年越しそば

最後の帰宅をやめて、
お年寄りに年越しそば
を振る舞う父の生き方
について考えることを
通して、思いやりの心
の大切さに気付き、温
かい人間愛の精神を
もって、人と人との支
え合いを大切にする道
徳的心情を育む。

○「二か月」という時間に注目しながら話を読むよう促
し、教材に入る。
○自分ががんであることを知った父は、どのような気持ち
で「家に帰りたい……」と言ったのだろう。
◎父が、最後になるかもしれない帰宅をやめてまで年越し
そばを作ったのは、どのような思いからなのだろう。
○筆者が父を通して学んだ「人間が一生涯の中で自分に求
めるもの」とは、どのようなことなのだろう。
○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

27 家族への敬愛 C 14
家族愛、家庭生
活の充実

一冊のノート

ノートにつづられた祖
母の思いを知り、祖母
と並んで草取りをする
「僕」の心の動きにつ
いて考えることを通し
て、家族を敬愛し、家
庭の一員としての自覚
をもって充実した家庭
生活を築こうとする道
徳的態度を養う。

○祖父母と一緒に過ごす機会を想起させる。
○問題集をなくされた「僕」は祖母に対してどのような思
いになったのだろう。
○外で話しかけてきた祖母を無視して帰宅した「僕」は、
どのような思いで祖母の帰りを待っていたのだろう。
○父から病院での話を聞いて何も言えなくなった「僕」
は、どのようなことを考えたのだろう。「だけど……。」
に続く言葉を考えてみよう。
◎祖母と並んで草取りをしながら、「僕」は心の中で祖母
に何と語りかけていたのだろう。
○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。
・数学の問題集が見つかったとき、「僕」はどう思って祖母を非難
したのだろう。
・部活動の帰りに祖母に話しかけられた「僕」は、心の中で祖母に
なんと語りかけていたのだろう。
・祖母と並んで草取りをしながら、「僕」は心の中で祖母になんと
語りかけていたのだろう。
○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の上段や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

28
人と国との関わ
り

C 17
我が国の伝統と
文化の尊重、国
を愛する態度

国

二つの祖国をもつ王貞
治さんの考え方から、
人と国との関わりにつ
いて考えることを通し
て、日本に生きる者と
しての自覚をもって、
国家及び社会の形成者
としてその発展を願う
道徳的心情を育む。

○王貞治さんについて簡単に紹介する。
○「中国」と「日本」という言葉に胸を熱くする王さん
は、それぞれにどのような思いを抱いているのだろう。
○王さんの二つの祖国に対する思いに共通するのは、どの
ような思いなのだろう。
◎王さんは、国との関わり合いの中で生きる上で、どのよ
うなことが大切だと考えているのだろう。
○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。

1

29
夢や希望をもっ
て生きる

A 4
希望と勇気、克
己と強い意志

本物の将棋指し ― 村
山 聖 ―

病を抱えながらも、将
棋に一生を捧げた村山
聖さんの生き方につい
て考えることを通し
て、夢や目標に向かっ
て生きることの大切さ
に気付き、困難や失敗
を恐れず、自らの夢や
目標に向かって努力し
ていこうとする道徳的
実践意欲を培う。

○将棋棋士、羽生善治さんのライバルについての話である
ことを紹介する。
○周囲に反対されても、村山さんが「奨励会」への挑戦を
決めたのは、どのような思いからなのだろう。
○羽生さんに敗れ、敗戦を続けてもがき苦しんでいた村山
さんは、どのようなことを思っていたのだろう。
○谷川さんに何度も敗れても、村山さんが「いつの日か超
えられるものだと強く信じていた」のはどうしてだろう。
◎村山さんの人生において「将棋で名人になること」に
は、どのような意味があったのだろう。
○夢や希望をもつということは、人生にどのような意味が
あるのか、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。

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
ともに生きる社
会

C 12
社会参画、公共
の精神

迷惑とは何ぞ

映画の登場人物の思い
を共感的に理解し、筆
者の主張について考え
ることを通して、社会
連帯の大切さに気付
き、社会に暮らす人々
と互いに支え合い、と
もによりよく生きてい
こうとする道徳的態度
を養う。

○日常生活を振り返り、「迷惑だな」と感じることについ
て意見交流を図る。
○少女の母親は、どのような思いから少女を家に閉じ込め
ていたのだろう。
○母が自分を外に出さなかった理由を知った少女は、どの
ようなことを思ったのだろう。
○少女はどのような思いで周囲の人に助けを求めたのだろ
う。
◎少女への「迷惑をかければいいじゃないか」とは、どの
ような思いから出たアドバイスなのだろう。
○筆者が「積極的に人の痛み、重荷に関わる人間像」を求
めるのはどうしてか、自分の考えを道徳ノートに記入させ
る。

1

31 信頼と敬愛の念 B 8 友情、信頼
アイツとセントバレン
タインデー

真一と夏樹それぞれの
行動について話し合
い、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
いても相手と理解し合
うことの大切さに気付
き、信頼と敬愛の念を
もってよりよい人間関
係を築いていこうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○１年での「アイツ」の学習を振り返り、題材への意識付
けを図る。
○真一のことをどう思うだろう。
○夏樹のことをどう思うだろう。
◎もしあなたが二人の友人だったら、二人にどのようなア
ドバイスをするだろう。
○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

32
人間として誇り
ある生き方

D 22
よりよく生きる
喜び

足袋の季節

取り返しのつかない過
ちを悔いる筆者の心情
について考えることを
通して、人間の弱さや
醜さとそれを克服した
いと願う心に気付き、
自分に恥じない、人間
として誇りある生き方
を追求する道徳的態度
を養う。

○極寒の北海道の情景をイメージさせながら教材に入る。
○「五十銭玉だったね？」と言われ、思わず「うん」とう
なずいた時、筆者はどのような気持ちだったのだろう。
○それからおばあさんの前に立つことができなくなったの
はどうしてだろう。
◎浮きつ沈みつ流れていくかごを見ながら、筆者はどのよ
うなことを考えていたのだろう。
○おばあさんが筆者にくれた心とは、どのような心なのだ
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

33 深い人類愛 C 18
国際理解、国際
貢献

最も悲しむべきこと
は、病めることでも貧
しいことでもなく

誰もが人間らしい生活
を送れるように尽力し
たマザー・テレサの生
き方について考えるこ
とを通して、世界中の
人々と協働し、互いに
尊重し合いながら、国
際平和と人類の幸福に
寄与する道徳的実践意
欲を培う。

○マザー・テレサについて簡単に紹介し、教材に入る。
○死を目前にした老婆を抱えて病院に掛け合ったマザー
は、どのような思いだったのだろう。
○「こういう人はカルカッタには何百人といる」という院
長の言葉を正しいと受け取ったマザーは、どのような思い
だったのだろう。
◎マザーは「死を待つ人の家」に運ばれてくる人々に対し
て、どのような思いで接していたのだろう。
○すべてをささげて貧しい人たちのための活動を続けたマ
ザーの生き方を支えたのはどのような思いなのだろう。
○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

34
思いやりの温か
さ

B 6 思いやり、感謝 地図のある手紙

雪深い沼の原の墓地に
一郎の手紙を配達し、
墓前で代読する源さん
の思いを共感的に理解
することを通して、思
いやりの心の温かさに
気付き、人と人とをつ
なぐ思いやりの心を大
切にしようとする道徳
的心情を育む。

○雪深い山道の情景をイメージさせ、その中を進んでいく
ことの困難さを想像させて教材に入る。
○地図のある手紙を見た源さんは、どのようなことを思っ
たのだろう。
○源さんが沼の原へ急いで手紙を届け、さらには墓前で手
紙を読んであげたのは、どうしてだろう。
◎手紙を読みながら、何度ものどを詰まらせた源さんはど
のようなことを思っていたのだろう。
○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。
・墓地に向かって雪の中を歩き続けるとき、源さんはどんなことを
思っていたのだろう。
・源さんは、どんな思いで、「本物のおろしじんだを食いにけえっ
てこい」と心の中で呼びかけたのだろう。
・一郎はどうして地図のある手紙を書いたのだろう。
・「ところどころインクがにじんで、ぼやけていた」のは、源さん
の涙の跡だろうか、それとも一郎の涙の跡だろうか。二つの場合に
分けて考えてみよう。
○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

35 命の選択 D 19 生命の尊さ 看取りの医者

延命治療を希望しない
桑田さんと、彼を支え
ようとする筆者の思い
について考えることを
通して、人間としての
尊厳をもって生きるこ
との大切さに気付き、
生命の尊さについての
理解を基に、自己の生
き方を考え続けていこ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○在宅医療について簡単に説明し、教材に入る。
○桑田さんに出会う前は、筆者は「命の終わり」の問題を
どのように考えていたのだろう。
○「桑田さん。ここで頑張りますか？」と声をかけること
を、筆者が「絶対に省いてはいけない儀式」というのはど
うしてだろう。
◎筆者はどのような思いから、「桑田さん、ありがとう…
…。」と言ったのだろう。
○thinking❸を読む。その後、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。
・延命措置をとるか、とらないかの判断を本人または家族に任せる
という考え方と、専門家としての医師が判断するという考え方につ
いて考えてみよう。
・延命治療をせず、在宅死を迎えたいという桑田さんの考えをどう
思うか。
・延命措置を受け入れるか否かは、立場や状況によって異なると考
えられる。あなたが「患者本人」だった場合、「患者の家族」だっ
た場合、「担当医」だった場合など、さまざまなケースを考えてみ
よう。
○道徳ノートを活用する。
・P44の上段の文章を読む。
・（未記入であれば）P45の上段や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


