
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
学校生活への
期待

C 14
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

どきどき　わくわく
いちねんせい

場面絵に描かれた様々
な学校生活の様子を通
して、友達とともに楽
しく学校生活を送るこ
とのよさについて考
え、学校の人々に親し
み、学級や学校の生活
を楽しくしようとする
道徳的実践意欲を培
う。

○巻頭詩「はじめのいっぽ」とP1を読み、道徳の時間への
期待感を高める。
○校庭でみんながしていることで楽しそうだなと思うこと
はありますか。
○1年生の子たちの他にどんな人がいますか。
○（それぞれの場面絵について）何をしているところで
しょう。どんな人がいますか。
◎みなさんは、これから○○小学校でどんなことが楽しみ
ですか。また、これは頑張りたいと思うことはあります
か。
○学校生活について教師が語る。

1

2
規則正しい生
活

A 3 節度、節制 きょうも　げんき

場面絵に描かれた一日
の生活の様子を通し
て、毎日を元気に過ご
すにはどうしたらよい
かについて考え、健康
や安全に気を付け、身
の回りを整え、規則正
しくきまりよい生活を
送ろうとする道徳的実
践意欲を培う。

○1日の自分の生活を想起させ、題材への意識付けを図る。
◎それぞれの絵を見て、自分の生活と比べながら考えてみ
ましょう。
○本時の学びを踏まえ、生活習慣の大切さについて教師が
語る。

1

内容項目

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「みんなでかんがえ、はなしあう　しょうがくせいのどうとく１」版

■道徳ノートは、それぞれの内容項目ページ右側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、書き込み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、記述指導にあたっては、巻末の「こころのしおり」の「じぶんをみつめ、かんが
えよう」をご参考にしてください。また、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。

―「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―

■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、「かんがえよう はなしあおう」に示されている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。

　本資料は、小社小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。ただ
し、入学から一定期間は道徳科の学習の進め方が身に付いていなかったり、書く活動が困難であったりすることから、7月までに学習することが想定されるものについてはこの限りとはしていません。この
考え方に基づき、本冊34教材のうち７教材、年間授業時数34時間のうち７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。

廣済堂あかつき



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
気持ちのよい
挨拶

B 8 礼儀
こんな　とき　なんて
いうの

場面絵を手掛かりに日
常生活における時と場
に応じた挨拶や振る舞
い方について考えるこ
とを通して、気持ちの
よい挨拶、言葉遣い、
動作などに心掛けて他
者と明るく接しようと
する道徳的実践意欲を
培う。

○挨拶について考えることに触れ、価値への方向付けを図
る。
○絵を見てどんな挨拶をするか考えてみましょう。
○絵の中の女の子は、どんな顔をしているでしょう。
○絵の中には女の子以外に、どんな人がいるでしょう。そ
の人はどんな顔をしているでしょう。
◎自分が挨拶をして気持ちよくなったことを思い出してみ
ましょう。
○心を込めて終わりの挨拶をさせ、実践意欲を喚起する。

1

4
自分の特徴に
気付く

A 4 個性の伸長 みんなの　はなまる

友達と互いのよいとこ
ろを見付け合う学習を
通して、自分の長所を
知る喜びに気付き、自
分のよさを大切にする
道徳的心情を育む。

○花丸をもらった時の気持ちを想起し、明るい雰囲気作り
をする。
○隣の席の友達のよいところを見付けて、ノートに書きま
しょう。あなたが見つけたよいところに花丸をあげてくだ
さい。
○友達から花丸をもらって、どんなことを思いましたか。
○今度はグループになって、1人ずつよいところを見付け
て、花丸をあげましょう。
◎グループの友達から花丸をもらって、どんなことを思い
ましたか。
○本時の学びを教師が語る。書く活動が可能であれば、友
達に見付けてもらった自分のよいところを、道徳ノートP4
下段の書き込み欄に記入させる。

1

5
やるべきこと
を行う

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

うさぎと　かめ

こつこつと走り続けた
かめの心について考え
ることを通して、やる
べきことをやることの
大切さに気付き、自分
がやるべきことをしっ
かりと行おうとする道
徳的心情を育む。

○「うさぎとかめ」の歌から題材への意識付けを図る。
○うさぎとかめのかけっこが始まります。かめは心の中で
どんなことを思っていたのでしょう。
○こつこつと走り続けるかめはどんなことを思っていたの
でしょう。
○かめは途中で休んでいるうさぎを追い抜いていきます
ね。かめは休みたいと思わなかったのでしょうか。
○うさぎよりも先にゴールした時、かめはどんなことを
思ったのでしょう。
◎かめはどうしてかけっこに勝てたのだと思いますか。
○書く活動が可能であれば、これから大切にしたいことを
道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

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 正直な心 A 2 正直、誠実
ひつじかいの　いたず
ら

誰からも信じてもらえ
なくなってしまった羊
飼いの子どもの姿か
ら、うそをついたりご
まかしたりすることの
問題点について考える
ことを通して、うそを
ついたりごまかしたり
しない正直な心を大切
にする道徳的心情を育
む。

○「正直」と「うそつき」の言葉を提示し、学習課題を意
識させる。
○「おおかみがきたよう」という声が聞こえて、羊飼いの
ところに向かっている時、みんなはどんなことを話してい
たのでしょう。
○みんなが慌てている様子を見た羊飼いは、どんな気持ち
だったのでしょう。
○羊飼いは、どうして何度も同じことをしたのでしょう。
○本当におおかみがきた時、誰も信じてくれませんでし
た。羊飼いは、どんなことを思ったのでしょう。
◎どうして羊飼いのことを信じて、助けてくれる人がいな
くなってしまったのでしょう。
○本時の学びを教師が語る。書く活動が可能であれば、授
業での学びを基に、これから大切にしていきたいことを道
徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

7
よいことと悪
いことを判断
する

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

どんな　いちねんせい
に　なるのかな

いけないことをしてい
る場面を見ているかば
おくんの思いについて
考えることを通して、
人としてしてはならな
いことを正しく区別
し、考えて行動する道
徳的判断力を高める。

○教材の主人公に簡単に触れ、題材への意識付けを図る。
○最初の絵を見ながら、何がいけないのか考えてみましょ
う。
○いぬさんは、耳を引っ張られてどんな気持ちだと思いま
すか。
○おさるさんは、どうして耳を引っ張ったのでしょう。
○（以下、それぞれの場面で）かばおくんは、どう思って
いるのでしょう。
○「いけないこと」とは、どんなことでしょう。
◎かばおくんは、どんな1年生になろうと思ったのでしょ
う。
○本時の学びを教師が語る。書く活動が可能であれば、ど
んな1年生になりたいかを道徳ノートP23以降の学習の記録
に記入させる。

1

8
よいことを進
んで行う

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

ぽんたと　かんた

遊びたいという気持ち
をおさえて裏山に入ら
ないことを決めたぽん
たとかんたの決断を共
感的に理解することを
通して、自分がよいと
思うことを進んで行う
道徳的判断力を高め
る。

○「してはいけないこと」をやってみたくなる気持ちを想
像させ、価値への方向付けを図る。
○「ぼくもかんたのようにあそびたいな。でも……。」の
後に続く言葉を考えてみましょう。
○ぽんたは「ぼくはいかないよ。」と言いますね。どうし
て大きな声で言ったのでしょう。
◎ぽんたの言葉を聞いて黙って考えるかんたは、どんなこ
とを考えていたのでしょう。
○あなたは、ぽんたやかんたにどのようなことを言ってあ
げたいですか。
○本時の学びを教師が語る。書く活動が可能であれば、ど
うするのがよいか迷った時に大切にしたいことについて、
道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

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
うそをついた
りごまかしを
したりしない

A 2 正直、誠実 きんの　おの

二人のきこりと神様と
のやりとりから正直な
心のよさに気付き、う
そをついたりごまかし
をしたりしない正直で
素直な心を大切にする
道徳的心情を育む。

○金・銀が宝物であることを話し、共通理解を図る。
○金の斧、銀の斧をきこりに渡しながら、神様はどんな気
持ちだったのでしょう。
○どうしてきこりが正直にしたことがえらいと思ったので
しょう。
○黙って池の中へと消えていった神様は、どんな気持ち
だったのでしょう。
◎黙って池の中へと消えていった神様を見ながら、仲間の
きこりは心の中でどんなことを言ったのでしょう。
○うそをついたり、ごまかしたりしないで、よかったと
思ったことはありますか。
○本時の学びを教師が語る。書く活動が可能であれば、授
業を通して正直にすることのよさについて感じたことや考
えたことを道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

10
身の回りを整
える

A 3 節度、節制
にゃんたくんと　みけ
ちゃん

にゃんたくんとみけ
ちゃんの部屋のそれぞ
れの問題点について考
えることを通して、整
理整頓されていること
のよさや便利さに気付
き、自分の身の回りの
物を使ったらすぐに元
の場所に片付けようと
する道徳的実践意欲を
培う。

○色々な物が使いたい時にどこにいったか分からなくて
困った経験を想起させ、価値への方向付けを図る。
○2つの部屋のよいところを見付けて〇を付けましょう。
○なぜよいのですか。
○2つの部屋の直した方がよいところを見付けて×を付けま
しょう。
◎×のところは、次に使う時にどうなると思いますか。
○整理整頓をしていてよかった経験等について、教師が身
近な例を取り上げて語る。書く活動が可能であれば、本時
の学びを道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

11
生命のすばら
しさ

D 17 生命の尊さ
まりちゃんと　あさが
お

種から栽培して花を咲
かせた朝顔が、やがて
新しい命を生み出して
いくことを知ったまり
ちゃんの思いから、生
命のすばらしさを感じ
取り、生命を大切にし
ようとする道徳的心情
を育む。

○生活科の学習など自己の体験を想起させ、教材への意識
付けを図る。
○毎朝、水やりをしていたまりちゃんはどんなことを思っ
ていたのでしょう。
○種から育てた朝顔が花をつけた時、まりちゃんはどんな
ことを思ったのでしょう。
○朝顔の花がしぼんでしまった時、まりちゃんはどんなこ
とを思ったのでしょう。
○花がしぼんで朝顔の命は終わってしまったのでしょう
か。
◎「いのちは、つながっていくんだな」とつぶやいたまり
ちゃんは、どんなことを考えたのでしょう。
○教師が命のつながりについて語り、自己の生命にも目を
向けさせる。書く活動が可能であれば、授業を通して感じ
たことや考えたことを道徳ノートP23以降の学習の記録に記
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
みんなが使う
物を大切に

C 10 規則の尊重
みんなで　つかう　ば
しょなのに

公園の様子が描かれた
一枚絵から、いけない
ことや迷惑になる行為
に気付き、それがどう
してだめなのかを考え
る学習を通して、みん
なが使う物を大切にす
る道徳的態度を養う。

○公園ではどんな遊びをするかを問い、題材への意識付け
を図る。
○絵の中で、いけないところを見付けて「×」を付け、な
ぜいけないのか理由も考えましょう。
◎みんなで使う公園なのに、いけないことをしている人は
どんな「気持ち」が足りないのでしょう。
○足りない気持ちが増えれば、どんな公園になるでしょ
う。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録またはP12上段の書き込み欄に記入させる。

1

13
わがままをし
ない

A 3 節度、節制 かぼちゃの　つる

自分勝手につるを伸ば
し続けた結果、つるを
切られて涙をこぼすか
ぼちゃの姿から、わが
ままをしない生活の大
切さに気付き、周囲に
対する気配りや思いや
りをもち、わがままを
せず、安全にきまりを
守って生活する道徳的
態度を養う。

○深呼吸をして、気持ちのいい天気を想像し、物語の世界
に入りやすくする。
○かぼちゃが、みつばちの言うことを聞かなかったのはど
うしてでしょう。
○かぼちゃが、ちょうちょの注意も聞かなかったのはどう
してでしょう。
○すいかの頼みも聞こうとしないでぐんぐん伸びていった
時、かぼちゃはどんな気持ちだったのでしょう。
○かぼちゃが「またいでとおればいいじゃないか。」と
言ったのは、どんな気持ちが心の中にあったからでしょ
う。
◎かぼちゃは涙をぽろぽろこぼして泣くほど痛い思いをし
てしまいました。こうならないためには、どうしていたら
よかったのでしょう。
○自己を振り返って、わがままをしない生活ができている
か、道徳ノートP23以降の学習の記録に記述させる。

1

14 郷土に親しむ C 15
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

目じるしの　木

地域の人々と協力して
中央公園を掃除する
「ぼく」の思いを共感
的に理解することを通
して、自分の郷土に親
しみをもって生活しよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○地域の人達と一緒に活動したり、行事に参加したりした
経験を想起させ、価値への方向付けを図る。
○中央公園を「くすのきこうえん」と呼ぶのはどうしてで
しょう。
○くすのき公園のお祭りの時、「ぼく」はどんな気持ち
だったのでしょう。
○「ぼく」は、どんなことを考えてくすのき公園を掃除し
ていたのでしょう。
◎「ぼく」もみんなも、くすのき公園が好きなのは、どう
してでしょう。
○あなたが好きな場所はどこですか。どうしてそこが好き
なのですか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

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
美しいものへ
の感動

D 19 感動、畏敬の念 七つの　ほし

物語の世界やそこに描
かれた少女の心の美し
さに触れることを通し
て、美しいものに感動
する心を大切にしよう
とする道徳的心情を育
む。

○北斗七星を紹介し、題材への意識付けを図る。
○水を探している時、女の子はどんなことを考えていたで
しょう。
○女の子は、自分が我慢したのに、どうして子犬に水をあ
げたのでしょう。
○お母さんは、どんなことを考えて女の子に水を飲みなさ
いと言ったのでしょう。
○女の子は、どんなことを考えて旅人に水を飲ませてあげ
ようとしたのでしょう。
◎物語の中で不思議なことがたくさん起きました。どうし
てこんなことが起きたのだと思いますか。
○この話を読んで、素敵だと思ったことや心に響いたこと
を道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

16
家族のために
できること

C 13
家族愛、家庭生
活の充実

大すきな　かぞく

家族との関わりを考え
る学習を通して、家族
の役に立てることの喜
びに気付き、自分にで
きることを進んで行お
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○自分の家族を想起させ、価値への方向付けを図る。
○家族と一緒にしていてうれしいことはどんなことです
か。
◎どんな時に家族から大切にされていると思いますか。
○家族のためにどんなことができそうですか。
○家族のためにしていることや授業を通して感じたことや
考えたことを道徳ノートP15上段の書き込み欄またはP23以
降の学習の記録に記入させる。

1

17 家族の愛情 C 13
家族愛、家庭生
活の充実

ぼくの　おとうさん

お父さんの話を聞いて
涙を流したたけるの心
の動きについて考える
ことを通して、家族の
無私の愛情に気付き、
家族を敬愛する道徳的
心情を育む。

○前時の学習を想起させ、価値への方向付けを図る。
○どうしてめったに怒らないお父さんは、たけるを怒った
のでしょう。
○お風呂に入る時のたけるは、どんな気持ちだったでしょ
う。
◎たけるは、どうして涙が出てきてしまったのでしょう。
○たけるのように、家族に「ありがとう」と伝えたいこと
はありますか。
○家族への手紙を書き、自分と家族との関わりについて考
えを深める。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・たけるは、どうしてなみだが出てきてしまったのでしょう。
・かぞくに手がみをかいてみましょう。
○道徳ノートを活用する。
・P15の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P15の下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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に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
みんなが気持
ちよく

C 10 規則の尊重 はっぴょうかい

発表会がうまくいかな
いことへのうさこの悩
みに共感しながら、問
題の解決について考え
る学習を通して、周囲
のことを考え、約束や
きまりを守り、みんな
が気持ちよく過ごせる
ようにする道徳的判断
力を高める。

○学校行事など生活体験を想起させ、題材への意識付けを
図る。
○うさこはお母さんとどんなことを話しながら、発表会に
やってきたのでしょう。
○「静かにしてください」と注意しているくまさんや、幕
の後ろで待っているりすさんは、どんなことを思っていた
のでしょう。
○このお話の中で、ここがよくないと思うことを教えてく
ださい。また、なぜそんなことをするのでしょうか。
◎発表会がうまくいくようにするためには、どんなことを
大切にしたらよいのでしょう。
○みんなが気持ちよく生活できるようにするために大切な
ことを道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

19
身近な人に親
切に

B 6 親切、思いやり 空の　クレヨン

みんなを思いやること
ができたけんとくん
と、そのことを知った
おじいちゃんの気持ち
について考えることを
通して、身近な人が気
持ちよく過ごせるよう
に親切にしようとする
道徳的心情を育む。

○友達から優しくしてもらった経験を想起させ、教材への
意識付けを図る。
○おじいちゃんにクレヨンを買ってもらったけんとくん
は、どんな気持ちになったのでしょう。
○けんとくんはクレヨンを包んでいる紙がビリビリと破れ
る音を聞きながら、どんなことを考えたのでしょう。
◎おじいちゃんは、どうしてけんとくんをぎゅっと抱き締
めてあげたのでしょう。
○あなたは、けんとくんにどんなことを言ってあげたいで
すか。
○みんなが気持ちよく過ごせるように親切にできた経験を
教師が語ったのち、授業を通して感じたことや考えたこと
を道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・おじいちゃんは、どうしてけんとくんをぎゅっとだきしめてあげ
たのでしょう。
・けんとくんに、どんなことをいってあげたいですか。
○道徳ノートを活用する。
・P７の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P７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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1

20
友達と仲良く
助け合う

B 9 友情、信頼 およげない　りすさん

りすさんを残して島に
行ったみんなの思いを
共感的に理解すること
を通して、みんなと仲
良くした方が楽しいこ
とに気付き、友達と仲
良くし、助け合う道徳
的心情を育む。

○友達と一緒にして楽しかったことを想起させ、価値への
方向付けを図る。
○「およげないからだめ」と言われたりすさんは、どんな
ことを思ったでしょう。
○島で遊んでいても少しも楽しくないのはどうしてでしょ
う。
◎どうして初めから一緒に行かなかったのでしょう。
○りすさんと一緒に島に行くみんなは、どんなお話をして
いるでしょう。
○授業を通して友達について感じたことや考えたことを道
徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

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
気持ちのよい
振る舞い

B 8 礼儀 わんぱく　だいちゃん

だいちゃんのいけない
ところと、その理由を
考えることを通して、
気持ちのよい振る舞い
や動作に心掛けて、明
るく接しようとする道
徳的実践意欲を培う。

○「行儀がよい」とほめられた経験を想起させ、教材への
意識付けを図る。
○だいちゃんのどんなところがいけないのでしょう。
○正しい行いをしてみましょう。
◎どうしていけないのでしょう。また、それを見たらどん
な気持ちになりますか。
○行儀よくしたら、周りはどんな気持ちになるでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・だいちゃんに、なんといってあげたいですか。
・ぎょうぎよくできたことはありますか。それはどんなときです
か。
○道徳ノートを活用する。
・P９の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P９の下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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1

22
よいこと悪い
ことを区別す
る

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

けいじばんの　らくが
き

ごりおくんにいじわる
されたぱんくんの判断
と行動の問題について
考えることを通して、
よいことと悪いことと
の区別をする道徳的判
断力を高める。

○「掲示板」について説明し、題材への意識付けを図る。
○ぱんくんはどんなことを思いながら落書きをしたので
しょう。
○うさちゃんの言葉に「あっ」と思ったぱんくんは、どん
なことに気が付いたのでしょう。
◎ぱんくんが（どうしよう。早く、けしにいかなきゃ。）
と思ったのは、どうしてでしょう。
○落書きを消そうと思ったぱんくんに、どんな言葉を掛け
ますか。
○何かをする時にはどんなことを考える必要があるのか、
感じたことや考えたことを道徳ノートP23以降の学習の記録
に記入させる。

1

23
動植物への優
しい心

D 18 自然愛護
虫が　大すき ― アン
リ・ファーブル ―

虫の観察や研究を行っ
たアンリ・ファーブル
の生き方を通して、動
植物に親しむ優しい心
に気付き、自然や動植
物を大事に守り育てよ
うとする道徳的心情を
育む。

○生活科の学習を想起させ、題材への意識付けを図る。
○草むらから鳴き声が聞こえ、虫を見付けた時、ファーブ
ルはどんなことを言ったと思いますか。
○いつまでも虫のことを見続けていたファーブルは心の中
でどんなことを言っていたのでしょう。
○ファーブルはどんな気持ちで、つかまえた虫たちを逃が
していたのでしょう。
◎ファーブルにとって虫たちはどんな生き物だったので
しょう。
○みなさんが不思議だと思う生き物はいますか。
○これから生き物と触れ合う時に大切にしたいことを道徳
ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

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
親切の気持ち
よさ

B 6 親切、思いやり
はしの　上の　おおか
み

くまの優しさに触れた
おおかみの心の変化に
ついて考えることを通
して、親切にすること
の気持ちよさに気付
き、人々に温かい心で
接し、親切にしようと
する道徳的心情を育
む。

○親切にしてもらってうれしかった経験を想起させ、価値
への方向付けを図る。
○うさぎを追い返して「えへん、えへん」と言っている
時、おおかみはどんな気持ちだったのでしょう。
○くまに出会った時、おおかみはどうして自分が戻ろうと
したのでしょう。
◎おおかみは、橋の上でくまの後ろ姿を見ながら、どんな
ことを考えていたのでしょう。
○うさぎを抱き上げて通してあげた時、どうしておおかみ
は前よりずっといい気持ちになったのでしょう。
○誰かに親切にしたことを覚えていますか。その時、どん
な気持ちがしましたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

1

25
他国の人々に
親しむ

C 16
国際理解、国際
親善

せかいが　一つに

オリンピックやパラリ
ンピックの写真から、
世界には国籍や人種の
異なる様々な人々がい
ることと、その違いを
越えてスポーツを通じ
て交流することのよさ
に気付くことを通し
て、他国の人々や文化
に親しむ道徳的心情を
育む。

○オリンピックやパラリンピックの写真を見せ、題材への
意識付けを図る。
○他の国の人と、どんなことをするのでしょう。
◎なぜ他の国の人たちと一緒に仲良くスポーツができるの
でしょう。
○みんなで楽しむために、どんなことに気を付けていると
思いますか。
○勝っても負けても相手の国の人たちの気持ちを考えるこ
との大切さについて説話し、授業を通して感じたことや考
えたことを道徳ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

1

26
誰とでも同じ
ように

C 11
公正、公平、社
会正義

ちいちゃんと　ブルく
ん

ちいちゃんがブルくん
に謝る理由を考える学
習を通して、自分の好
き嫌いにとらわれず、
誰とでも分け隔てなく
接しようとする道徳的
心情を育む。

○仲良くしたいと思う友達を想起させ、教材への意識付け
を図る。
○ブルくんに「いっしょにあそうぼうよ。」と話し掛けら
れたちいちゃんが逃げ出したのはどうしてでしょう。
○みんながブルくんと楽しそうに遊んでいる姿を見て、ち
いちゃんはどんなことを考えたのでしょう。
◎ちいちゃんが心の中で（ブルくん、ごめんね。）と言っ
たのはどうしてでしょう。
○みんなと仲良くなるにはどんなことが大切だと思います
か。
○授業で感じたことや考えたことを道徳ノートP23以降の学
習の記録に記入させる。

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 生命に触れて D 17 生命の尊さ
ハムスターの　赤ちゃ
ん

すくすくと大きくなっ
ていくハムスターの赤
ちゃんの様子から生命
の不思議さやたくまし
さに気付き、かけがえ
のない生命を大切にし
ようとする道徳的心情
を育む。

○生きている実感が得られる時について考え、価値への方
向付けを図る。
○生まれたばかりのハムスターについて、すごいなあと
思ったり、驚いたりしたことを教えてください。
○10日後の成長したハムスターについて、すごいなあと
思ったり、驚いたりしたことを教えてください。
◎ハムスターの小さい体に、どんな力がつまっているので
しょう。
○私たちの身体にも、同じような力があるのでしょうか。
どんなところが同じでしょう。
○これから大切にしていきたい力について、道徳ノートP23
以降の学習の記録に記入させる。

1

28 生きている証 D 17 生命の尊さ とく　とく　とく

人間の体の温もりや心
臓が規則的に鼓動して
いることを実感した
「わたし」の気持ちを
共感的に理解すること
を通して、生きている
証を感じ取り、自分の
生命を大切にする道徳
的心情を育む。

○前時の学習を振り返り、価値への意識付けを図る。
○「わたし」の指を握ろうとするたあちゃんを、「わた
し」はどう思っているでしょう。
○どうしてたあちゃんの手は温かいのでしょう。
○たあちゃんの胸に耳を当てながら、「わたし」はどんな
ことを思っていたのでしょう。
○お父さんやお母さんの胸に耳を当てた「わたし」はどん
なことを思っていたのでしょう。
◎「わたし」が自分の胸に手を置いた時、どうして気持ち
がぽかぽかしてきたのでしょう。
○みなさんも自分の胸に手を置いてみましょう。どんな気
持ちがしますか。
○自分たちの命について感じたことや考えたことを道徳
ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・「わたし」が、じぶんのむねに手をおいたとき、どうして気もち
がぽかぽかしてきたのでしょう。
・ぽかぽかした気もちをだれにしらせたいですか。
○道徳ノートを活用する。
・P20の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P20の下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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1

29
世話になって
いる人々への
感謝

B 7 感謝 いつも　ありがとう

様々な写真から日々の
生活を支えてくれてい
る人々について想起
し、そのありがたさに
気付くことを通して、
家族など日々世話に
なっている人々への感
謝の思いを言葉にしよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○「ありがとう」という気持ちを伝えたい人を想起させ、
価値への方向付けを図る。
○写真には、それぞれどのような人が写っていますか。
○この写真の人たちがいないと、どうなるでしょう。
○この写真の人たちは、どのような気持ちでみんなのお世
話をしてくれているのでしょう。
○みなさんが「ありがとう」という気持ちを伝えたい人
を、ノートに3人書いてみましょう。
◎「ありがとう」という気持ちを伝えたい人に手紙を書い
てみましょう。
○日々の支えや感謝の心について教師が語る。

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
友達を大切に
思う心

B 9 友情、信頼 二わの　ことり

迷いながらもやまがら
の家に飛んでいったみ
そさざいの心の動きと
決断について考えるこ
とを通して、友達を大
切に思う心を共感的に
理解し、友達と仲良く
しようとする道徳的実
践意欲を培う。

○知っている小鳥などについて話し、題材への意識付けを
図る。
○みそさざいは、やまがらの家へ行くか、うぐいすの家へ
行くか迷っていますね。どんなことを考えたのでしょう。
○どうしてみそさざいは、うぐいすの家に行くことにした
のでしょう。
◎どうしてみそさざいはやまがらの家に行くことにしたの
でしょう。
○やまがらの誕生日をお祝いしながら、みそさざいはどん
なことを思っていたのでしょう。
○友達と仲良く助け合うことについて語った後、授業で感
じたことや考えたことについて道徳ノートP23以降の学習の
記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・みそさざいは、うぐいすのいえで、やまがらのどんなことが気に
なっていたのでしょう。
・ともだちがひとりぼっちでいたら、あなたはどうしますか。それ
はどうしてですか。
○道徳ノートを活用する。
・P10の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P10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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1

31
きまりの大切
さ

C 10 規則の尊重 あぶら山

あぶら山から一滴のあ
ぶらも出なくなってし
まった時のみんなの思
いについて考えること
を通して、みんなが破
れば自分も破りやすく
なるという規則に対す
る自分たちの弱さを知
り、約束事やきまりを
大切にし、守ろうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○生活の中のきまりについて想起させ、価値への方向付け
を図る。
○「おれはなんてかしこいんだろう。」と言って約束を
破ったいっぺい、村の約束だと知っていても破ったじいさ
まとばあさま、そして、村のみんなは、それぞれどんな考
えで約束を破ったのでしょう。
◎「あぶら山」から一滴のあぶらも出なくなった時、いっ
ぺいやじいさま、ばあさま、村のみんなは、どんなことを
思ったでしょう。
○みんなが約束やきまりを守らなかったら、どうなるので
しょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・あぶら山から一てきのあぶらも出なくなったとき、いっぺいはど
んなことをおもったのでしょう。
・みんながやくそくやきまりをまもらなかったら、どうなるので
しょう。
○道徳ノートを活用する。
・P12の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P12の下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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1

32
やるべきこと
をやり通す

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

なわとび

一人でなわとびの練習
を続けていたしょうく
んの姿を見たけんたの
心の動きを共感的に理
解することを通して、
くじけずにやるべきこ
とをやり遂げようとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○自分ができるようになりたいことや頑張ってみたいこと
を考え、価値への方向付けを図る。
○なわとびの練習を始めた時、けんたはどんなことを思っ
ていたでしょう。
○「ぼく、かえらないといけないんだけど。」と言った
時、けんたはどんなことを考えていたのでしょう。
○家に帰ったけんたは、そわそわしながらどんなことを
思っていたのでしょう。
◎泥で汚れたくつが光って見えた時、けんたはどんなこと
を感じたのでしょう。
○これから自分が大切にしていきたいことについて、道徳
ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「かんがえよう はなしあおう」に示されている問いについて考
える。
・どろでよごれたしょうくんのくつが、けんたにはひかって見えた
のはどうしてでしょう。
・つらいことやくるしいことがあったとき、どんな気もちでがんば
ろうとおもいますか。
○道徳ノートを活用する。
・P５の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P５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P23以降の学習の記録に記入する。
・巻末の「こころのしおり」に自己評価を記入する。

1
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33
温かい心で親
切に

B 6 親切、思いやり
ぼくの　花　さいたけ
ど

育てている花に込めら
れたトトの思いを共感
的に理解することを通
して、温かい心で接
し、親切にしようとす
る道徳的心情を育む。

○誕生日のプレゼントをあげた経験を想起させ、題材への
意識付けを図る。
○トトは毎日花に水をあげながら、どんなことを思ってい
たのでしょう。
○自分の花がとうとう2つだけになってしまったのを見て、
トトはどんなことを考えたのでしょう。
◎トトは、なぜたった2本しかない花のうちの1本をモイラ
のために残したのでしょう。
○トトの育てた花は、誰を笑顔にしたのでしょうか。
○授業で感じたことや考えたことを道徳ノートP23以降の学
習の記録に記入させる。

1

34
みんなのため
に働く

C 12
勤労、公共の精
神

みんなの ために ― フ
ローレンス・ナイチン
ゲール ―

病気で困っている人の
助けになろうとしたフ
ローレンス・ナイチン
ゲールの生き方につい
て考えることを通し
て、みんなのために働
くことのよさと大切さ
に気付き、相手の身に
なってみんなのために
役立とうとする道徳的
実践意欲を培う。

○「人々の役に立てたらいいな」と思いながら物語を読む
よう価値への方向付けを促す。
○服やパンを配っている時、自分の役目が好きだというフ
ローレンスは、どんなところが好きだったのでしょう。
○キースさんが怒って「ふくやたべものはいらん。早くか
えってくれ。」と言い、咳き込む音が聞こえた時、フロー
レンスはどんなことを考えたでしょう。
○フローレンスの歌を聞いて、キースさんはどうして涙が
あふれてきたのでしょう。
◎キースさんに「またきてくれるかい。」と言われた時、
フローレンスはどんなことを思ったでしょう。
○みんなのために、どんな気持ちで仕事をすることが大切
なのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

1


