
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
わがままをし
ない規則正し
い生活

A 3 節度、節制 るっぺ　どう　したの

るっぺの行動の問題と
その解決について考え
ることを通して、健康
や安全に気を付け、わ
がままをせず、規則正
しい生活を送ろうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○道徳ノートP3を読んで価値への方向付けを図る。
○お母さんに毎朝言われているのに、どうしてるっぺは時
間通りに起きられないのでしょう。
○友達に注意されたるっぺの「だってえ」に続く言葉を考
えてみましょう。
○友達が「やめて」と言うのに、どうしてるっぺは砂を投
げるのをやめないのでしょう。
○友達のぽんこの目に砂が入った時、るっぺはどう思った
でしょう。
◎るっぺのどんなところがよくないと思いますか。
○わがままをせず規則正しい生活を送ることの大切さにつ
いて教師が語ったのち、これからの生活について道徳ノー
トP3下段に記入させる。

1

2
親切にするこ
との喜び

B 6 親切、思いやり
あおいは　りっぱな
二年生

けがをした一年生を保
健室に連れていくあお
いの思いについて考え
ることを通して、親切
にすることの喜びを知
り、身近な人や困って
いる人に温かい心で接
し、親切にしようとす
る道徳的態度を養う。

○本時の教材に簡単に触れ、題材への意識付けを図る。
○あおいがいつもほど楽しくなかったのは、どうしてで
しょう。
○男の子の手を引いて保健室に行く時、あおいはどんなこ
とを思っていたのでしょう。
◎「りっぱな二年生」とは、どんな人でしょう。
○スキップで運動場へ向かいながら、あおいはどんなこと
を考えていたのでしょう。
○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。P7上段の書き込み欄を活用
してもよい。

1

内容項目

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「みんなで考え、話し合う　小学生のどうとく２」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「心のしおり」の「自分を見つめ、考えよう」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、「考えよう 話し合おう」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、一部の例外を除いて原則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。

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
みんなの物や
場所を大切に

C 10 規則の尊重 みんなが　気もちよく

挿絵を基に公共物の使
い方や公共の場所での
過ごし方について考え
ることを通して、みん
なで使う物や場所を大
切にしようとする道徳
的判断力を高める。

○自分のものと学校にあるものとの違いについて考え、価
値への方向付けを図る。
○みんなで使うものです。どのように使えばよいでしょ
う。また、それはなぜですか。
○みんながいる場所です。どのように過ごせばよいでしょ
う。また、それはなぜですか。
◎みんなで使うものや場所を、もう少し考えて使えばよ
かったと思ったことはありますか。また、何がよくなかっ
たのですか。
○何のためにきまりや約束を守るのだと思いますか。
○教師の説話ののち、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。

1

4
ごまかしをし
ない

A 2 正直、誠実 ねこが　わらった

テストの答案をごまか
そうとしたが、最後は
恥ずかしくてできなく
なった一ちゃんの気付
いたことについて考え
る学習を通して、うそ
やごまかしをしない
で、素直に伸び伸びと
生活しようとする道徳
的判断力を高める。

○うそをついたりごまかしをしたりした時の色を理由とと
もに考えさせ、価値への方向付けを図る。
○一ちゃんが「三角を丸に書き直してやろう」と考えたの
はどうしてでしょう。
◎たまの口が動いたように感じて、はっとした一ちゃん
は、その後どんなことを考えたのでしょう。
○三角を丸に直すことができなくなった一ちゃんに、あな
たは何と言いますか。
○正直っていいなあと思ったことや、ごまかしたかったけ
れどそんなことしなくてよかったなあと思えたことはあり
ませんか。
○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

5
気持ちのよい
挨拶

B 8 礼儀 たびに　出て

けいたが始めた挨拶
が、島のさるたちに広
がっていく様子から、
元気で気持ちのよい挨
拶のよさに気付き、は
きはきとした挨拶を心
掛けて、人々に明るく
接しようとする道徳的
実践意欲を培う。

○「挨拶」を学習課題として提示し、生活体験を振り返
る。
○けいたはどうして「あいさつ島」から旅に出たのでしょ
う。
◎夜、「あいさつ島」のことを思い出していたけいたは、
どんなことを考えていたのでしょう。
○けいたは、次の日どうして思い切って挨拶をしてみたの
でしょう。
○けいたが元気な挨拶をしていたら、どうして他のさるた
ちもしてみようと思ったのでしょう。
○元気な挨拶があふれるようになった「あいさつのない
島」には、何が生まれたのでしょう。
○どのような挨拶をすると、自分も相手も気持ちよく過ご
せるのかについて、生活を振り返りながら道徳ノートP23以
降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・けいたはどのように考えて、思い切ってあいさつをしたのでしょ
う。
・どのようなあいさつをすると、自分もあい手も気もちよくすごせ
るのでしょう。
○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「心のしおり」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

6
みんなのため
に働くこと

C 12
勤労、公共の精
神

みんなの　ニュースが
かり

みんなが怒ったわけを
考えて、もう一度喜ん
でもらえるニュースを
書き直したけいすけ君
の姿から、誰かのため
に働くことのよさに気
付き、進んでみんなの
ために働き、役に立と
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○自分のクラスの係について想起させ、題材への意識付け
を図る。
○けいすけ君は、ニュース作りをどんな気持ちで頑張った
のでしょう。
○みんなはどうして怒ってしまったのでしょう。
◎けいすけ君はどんな思いで、もう一度ニュースを書くこ
とにしたのでしょう。
○自分が書いたニュースを、みんながうれしそうに読んで
くれて、けいすけ君はどんなことを思ったでしょう。
○友達から「みんなの○○がかりだね」と言ってもらえる
のは、どんな人なのでしょう。
○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

7
よいと思うこ
とを行う

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

ぬれた　ボール

ぬれたボールを見付け
た時のしんいちの思い
を共感的に理解し、自
律性に関わる道徳的な
問題とその解決につい
て考える学習を通し
て、よいと思うことを
進んで行おうとする道
徳的実践意欲を培う。

○ドッジボールは好きかどうか尋ね、題材への意識付けを
図る。
○みなさんは、誰がボールを片付けるべきだと思います
か。
○どうしてしんいちは（ぼくがとりにいこうかな。）と考
えたのでしょう。
◎次の日、ぬれたボールを見付けた時、しんいちはどんな
ことを考えていたのでしょう。
○一度は自分が取りに行こうかと思っていたのに、どうし
てしんいちは取りに行かなかったのでしょう。
○よいと思うことをできなかったことはありますか。それ
は、どうしてでしょう。
○道徳ノートP1の解説文を読んだのち、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。

1

8
みんなで使う
物や場所

C 10 規則の尊重 黄色い　ベンチ

スカートを汚してし
まった女の子を見たた
かし君とてつお君の気
付いたことについて考
える学習を通して、み
んなで使う物や場所を
大切にする道徳的態度
を養う。

○みんなが自由に使える場所や、そこにあるものについて
想起させ、価値への方向付けを図る。
○何度も紙飛行機を飛ばしている時、２人はどんな気持ち
だったのでしょう。
○女の子のスカートの泥をふいているおばあさんは、どん
な気持ちだったのでしょう。
◎「はっ」として顔を見合わせた２人は、どんなことを
思ったのでしょう。
○みんなで使う物や場所を使う時には、どんなことに気を
付けなければいけないのでしょう。
○道徳ノートP12の解説文と上段のいろいろなきまりを読ん
だのち、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。

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
よいことと悪
いことを区別
する

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

ポケット　二つ

大切なかぶと虫をなく
したとし君が気付いた
ことについて考える学
習を通して、よいこと
と悪いことの区別を
し、よいと思うことを
進んで行おうとする道
徳的態度を養う。

○悪いと分かっているのにしてしまった経験を想起させ、
価値への方向付けを図る。
○とし君は、どうして悪いことばかりしてしまうのでしょ
う。
○もしとし君が「いい気持ちのポケット」に入っている気
持ちを大切にしていたら、どうなっていたでしょう。
◎とし君は、大切なかぶと虫を探しながら、いつか自分が
「買って返せばいい」と友達に言っていた時のことをどん
なふうに思っていたでしょう。
○いつも「いい気持ちのポケット」に入っている気持ちを
大切にするためには、どうしたらよいのでしょう。
○ポケットの掲示物を使って教師が語ったのち、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。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・としくんはなきながらどんなことに気づいたのでしょう。
・わるいこととわかっているのにしてしまうことはありますか。そ
れはどうしてでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P1の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P1の左側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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

10 健康な生活 A 3 節度、節制
あゆくんと　カレーラ
イス

「カレーにいろいろな
野さいを入れてよ」と
言ったあゆ君の思いに
ついて考えることを通
して、健康に心掛け、
快適な毎日をつくって
いこうとする道徳的実
践意欲を培う。

○嫌いだったけれど食べられるようになった食べ物がある
かを問い、題材への意識付けを図る。
○ブロッコリーを皿の隅によけながら、あゆ君はどんなこ
とを考えていたのでしょう。
○「すききらいをせずに食べなければいけない」とお父さ
んに言われて、黙っていたあゆ君は、どんなことを考えて
いたでしょう。
○どうしてお母さんはカレーにブロッコリーを入れたので
しょう。
◎どんなことを考えて、あゆ君は「カレーにいろいろな野
さいを入れてよ」と言ったのでしょう。
○どうして好き嫌いをなくした方がよいのでしょう。
○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。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・あゆくんはどんな思いで「カレーにいろいろな野さいを入れて
よ」と言ったのでしょう。
・すききらいをしないで食べることは、どうして大切なのでしょ
う。
○道徳ノートを活用する。
・P3の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P3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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

11
生命のつなが
り

D 17 生命の尊さ おはかまいり

おじさんの話を聞い
て、生命の様々なつな
がりを実感したなおと
の思いを共感的に理解
することを通して、生
きることのすばらしさ
を感じ、生命を大切に
する道徳的心情を育
む。

○お墓参りに行ったことがあるかを尋ね、題材への意識付
けを図る。
○なおとは、どうして胸がじいんと熱くなったのでしょ
う。
○どうして、「おじさんたちがこのせかいにいるのは、ご
先ぞさまのおかげ」なのでしょう。
○おじさんに、「おはかまいりをしてくれるかな。」と言
われたなおとは、どんな思いで、「もちろん。」と言った
のでしょう。
◎おじさんに抱き締められながら、なおとはどんなことを
考えていたのでしょう。
○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



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
郷土や郷土の
文化に親しむ

C 15
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

ぎおんまつり

やめたいと思いながら
も練習を続け、鉾の上
で気持ちよく鐘を叩く
「ぼく」の思いについ
て考えることを通し
て、自分の郷土や郷土
の文化に親しもうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○祇園祭の写真から気付いたことを発表させ、題材への意
識付けを図る。
○鉾が上手く曲がれて拍手が起こった時、「ぼく」はどの
ようなことを思ったでしょう。
○「もうやめたい」と思った「ぼく」は、お父さんの言葉
を聞いて、どんなことを思ったのでしょう。
◎「ぼく」が、お囃子の練習を続けてきて本当によかった
と思えたのはどうしてでしょう。
○みなさんの住んでいる地域の行事にはどのようなものが
ありますか。また、その行事のどんなところが好きです
か。
○自分の地域の自慢したいところについて、道徳ノートP23
以降の学習の記録に記入させる。

1

13 感謝の気持ち B 7 感謝 お手紙　書いたよ

日頃より自分の世話を
してくれている人の気
持ちを考えることを通
して、日々の生活を支
えてくれている人の善
意に気付き、感謝の気
持ちをもち、その思い
を伝えていこうとする
道徳的実践意欲を培
う。

○学習課題として「感謝」を提示し、簡単に意味を説明す
る。
○お世話になっている人を思い出してみましょう。どんな
ことでお世話になっているでしょうか。
○お世話をしてくれている人たちは、どんな思いでみなさ
んを支えてくれているのでしょう。
○お世話をしてくれている人たちの思いについて考えて、
どんなことを感じましたか。
◎自分が一番「ありがとう」の気持ちを伝えたい人に、手
紙を書いてみましょう。
○感謝の思いを大切にすることや、その思いを表すことに
ついて教師が語る。

1

14
家族の役に立
つ

C 13
家族愛、家庭生
活の充実

おばあちゃんの　おふ
ろ

手伝いをしていい気持
ちになったまりこの心
を共感的に理解するこ
とを通して、家族の役
に立つことのよさを感
じ、家族を敬愛し、進
んで手伝いなどをして
家族の役に立とうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○教材の内容に簡単に触れ、題材への意識付けを図る。
○まりこは、どうして手伝おうと考えたのでしょう。
◎まりこは汗びっしょりなのに、お風呂に入った時のよう
にいい気持ちになったのはどうしてでしょう。
○家族の役に立つことをしたことがありますか。その時、
どんな気持ちになりましたか。
○友達の意見を聞いて心に残っているのはどんなことです
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。

○教材文を読む。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・まりこもおふろに入ったときのようにいい気もちになったのは、
どうしてでしょう。
・自分でできるてつだいをして、家ぞくによろこんでもらって、う
れしくなったことはありますか。
○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の左側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「心のしおり」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

15
友達と仲良く
する

B 9 友情、信頼 言えなかった　ことば

友達と仲直りできずに
いるしょうたの心の動
きを共感的に理解する
ことを通して、友達の
大切さに気付き、仲良
くしようとする道徳的
実践意欲を培う。

○教材名脇の言葉に触れ、「友達だから」に続く言葉を考
え、学習課題を意識させる。
○しょうたは、なぜすぐに謝らなかったのでしょう。
○帰り道で、しょうたは何に腹を立てているのでしょう。
○うつむいたまま全力で走りながら、しょうたは、何を考
えていたのでしょう。
◎しょうたは布団の中で、繰り返しどんなことを考えてい
たのでしょう。
○授業を通して友達について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。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・夜、ふとんの中で一日をふりかえったしょうたは、どんなことを
考えていたのでしょう。
・ともだちとけんかをしてしまったことはありますか。どうすれば
なか直りできるのでしょう。
○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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

16
素直に伸び伸
びと生活する

A 2 正直、誠実 お月さまと　コロ

自分の非を認められな
かったコロがギロに会
いに行こうと決断した
理由について考えるこ
とを通して、素直で明
るい心のすがすがしさ
に気付き、正直で素直
な心を大切にしようと
する道徳的心情を育
む。

○「素直」という言葉を提示し、価値への方向付けを図
る。
○ギロが「もう、きみとはあそばない。」と言ったのはど
うしてでしょう。
○二つの心が戦っているコロの心の中をのぞいてみましょ
う。
○コロは、どうして涙が出てきたのでしょう。
◎コロが、（あしたギロくんに会いにいこう。）と決めた
のはどうしてでしょう。
○明日ギロに会ったらコロは何と言うでしょう。
○「素直」とはどういうことなのか、自分の考えを道徳
ノートP23以降の学習の記録に記入させる。

○教材文を読む。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・お月さまは、コロに何が言いたかったのでしょう。
・心が晴れ晴れとすると、どんな顔になるのでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P2の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P2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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

17
物を大切にす
る

A 3 節度、節制 えんぴつは　何さい

鉛筆が長い時間をかけ
て作られていることを
知り、物の価値を改め
て考え直すあきらの思
いを共感的に理解する
ことを通して、物を大
切にして、無駄遣いし
ない道徳的態度を養
う。

○鉛筆の話であることに触れ、電動鉛筆削りを使ってみる
などして、題材への意識付けを図る。
○あきらは、どんな気持ちで何度も鉛筆を削っていたので
しょう。
○短くなってしまった鉛筆は使えなくなってしまいます
が、あきらはそれでもよかったのでしょうか。
○おじいちゃんの話を聞いたあきらは、どんなことを思っ
たのでしょう。
◎削りすぎて短くなった鉛筆を眺めながら、あきらはどん
なことを考えていたのでしょう。
○物を大切にするには、どんなことに気を付けなければな
らないのでしょう。
○生活を振り返り、物を大切にできなかった経験を想起さ
せ、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



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
公共の場所で
の過ごし方

C 10 規則の尊重 おじさんの　手紙

おじさんの手紙から公
共の場所での過ごし方
について考えることを
通して、公共の場所で
きまりを守ることがそ
の場所を心地よいもの
にすることに気付き、
みんなで気持ちよく安
心して過ごそうとする
道徳的実践意欲を培
う。

○電車の中でしてはいけないことを想起させ、学習課題を
意識させる。
○おじさんは、どうして目をつむったのでしょう。
○子どもたちが、「みんなにこにこうれしそう」なのはど
うしてでしょう。
○おじさんは、どうして恥ずかしくなったのでしょう。
○おじさんは、どうして「一日、なんとなくゆかい」だっ
たのでしょう。
◎おじさんには、子どもたちのどんな気持ちが伝わったの
でしょう。
○本時の学び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。P12の書き込み欄を活用してもよい。

○教材文を読む。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・おじさんは、何をつたえたくて手紙を書いたのでしょう。
・あなたはみんなでつかう場しょではどんなことに気をつけていま
すか。
○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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

19
自分の特徴に
気付く

A 4 個性の伸長
とべない　ペンギンく
ん

自分の得意なことに気
付いたペンギン君の思
いについて考えること
を通して、自分の特徴
に気付き、長所を大切
にする道徳的心情を育
む。

○自分の知っている鳥を想起させて、題材への意識付けを
図る。
○「どんなふうにとぶの」と聞かれて、もじもじするペン
ギン君は、どんなことを思っていたのでしょう。
◎大きな声で「ぼくね、とべないけれど、およげるよ」と
言ったペンギン君は、どんなことに気付いたのでしょう。
○みんなが拍手をしてくれた時、ペンギン君はどんな気持
ちだったのでしょう。
○みなさんも、お互いのよいところを伝え合って、拍手を
し合ってみましょう。拍手してもらった時、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

20 温かい心 B 6 親切、思いやり ぐみの木と　小鳥

りすさんのことを思い
やるぐみの木さんと小
鳥さんに共通する心に
ついて考えることを通
して、人を思いやり、
親切にする温かい心を
大切にする道徳的心情
を育む。

○ぐみの木について簡単に紹介し、題材への意識付けを図
る。
○どうして小鳥は「ぼくがりすさんのようすを見にいきま
しょう。」と言ったのでしょう。
○小鳥は、どんな思いで、次の日もりすのところに行った
のでしょう。
◎嵐にも関わらず、小鳥がりすのもとへ向かおうとしたの
はどうしてでしょう。
○小鳥がぐみの実と一緒にりすに届けていたものは何で
しょう。
○ぐみの木と小鳥がもっている同じ心とは、どんな心なの
でしょう。
○ぐみの木や小鳥のような心があるか、また、どんな時に
そんな心を感じるかを、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 生きている証 D 17 生命の尊さ いのちを　かんじて

文章や挿絵を手掛かり
に自分が「生きている
証」について考えるこ
とを通して、生きるこ
とのすばらしさを知
り、生命を大切にする
道徳的心情を育む。

○身の回りの生きているものを想起させ、学習課題として
「生きている」ことを提示する。
○みなさんも心臓に手を当てて、音を感じてみましょう。
○みなさんの生活の中で、命があるからできることには、
他にどんなことがあるでしょう。
○赤ちゃんや動物など、生きているものに触れたことはあ
りますか。その時、どんなことを感じましたか。
◎みなさんは、どのような時に「生きている」と感じます
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

22
育まれてきた
生命

D 17 生命の尊さ
なつこが　生まれた
ころ

お母さんから生まれた
頃の話を聞いたなつこ
の思いを共感的に理解
することを通して、家
族の愛情を受けて育ま
れてきた自分の生命の
かけがえのなさを知
り、生命を大切にする
道徳的態度を養う。

○前時の学習内容を想起させ、価値への方向付けを図る。
○熱を出して寝ているなつこは、どんなことを思っていた
のでしょう。
◎お母さんから生まれた頃の話を聞いたなつこは、どんな
ことを考えていたでしょう。
○なつこは、どんな思いで「おかあさん、わたし、すぐに
元気になるからね。」と言ったのでしょう。
○なつこのように、みなさんの命もたくさんの人々に大切
にされてきたから、ここまで大きくなったのですね。命に
ついてどんなことを感じたり、考えたりしましたか。
○命の大切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。

○教材文を読む。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・おかあさんから、生まれたころの話を聞いたなつこは、どんなこ
とを考えていたのでしょう。
・みなさんが生まれたころの話を家の人に聞いて、自分のいのちに
ついて考えてみましょう。
○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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

23
自分で決めた
ことをやり抜
く

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

自分で　きめた　こと
だから ― 福原 愛 ―

お母さんとの約束を思
い出して、もう一度練
習に取り組もうとする
あいちゃんの思いを共
感的に理解することを
通して、自分で決めた
ことを粘り強くやり抜
こうとする道徳的実践
意欲を培う。

○自分からやってみたいと思って始めたことがあるかを問
い、価値への方向付けを図る。
○お母さんが「三つの約束を守れるならいいよ」と言った
時、あいちゃんはどんな気持ちになったでしょう。
◎お母さんから、「あなたがやりたいと言ったからやって
いるのよ。やるのか、やらないのか、どっちなの。」と言
われた時、あいちゃんはどんなことを考えたでしょう。
○お母さんに一枚の手紙を渡したあいちゃんは、どんなこ
とを伝えたかったのでしょう。
○自分で決めたことを、諦めずに努力し続けたことはあり
ますか。どんな気持ちで続けていますか。
○本時の学びを基に教師が語る。

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

24 言葉の力 B 8 礼儀
ふわふわことば　ちく
ちくことば

「ふわふわ言葉」と
「ちくちく言葉」から
受ける印象を自分の生
活を振り返りながら考
えることを通して、言
葉には大きな力がある
ことに気付き、気持ち
のよい言葉遣いに心掛
け、人と明るく接しよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○普段よく使う言葉を想起させたのち、学習課題を提示す
る。
○みんなが使っているふわふわ言葉には、どんな言葉があ
りますか。
○ふわふわ言葉を言われると、どんな気持ちになります
か。
○みんなが使っているちくちく言葉には、どんな言葉があ
りますか。
○ちくちく言葉を言われると、どんな気持ちになります
か。
◎言葉には大きな力があるというのはどういうことでしょ
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

25
学校を愛する
心

C 14
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

わたしの　学校　いい
学校

トットちゃんたちが楽
しく歌った時の気持ち
を考えることを通し
て、その思いを共感的
に理解し、学校を愛
し、よりよい学校にし
ようとする道徳的心情
を育む。

○学校の好きなところについて考え、価値への方向付けを
図る。
○よその学校の男の子たちがひどいことを言った時、トッ
トちゃんたちはどう思ったのでしょう。
○トットちゃんは、どんな思いから「大きな声で」歌を
歌ったのでしょう。
◎心を揃えて、精一杯大きな声で、何度も何度も歌ってい
るトットちゃんや学校のみんなは、どんな気持ちだったの
でしょう。
○この学校を歌にするなら、どんな歌詞にしたいですか。
学校のよいところを挙げてみましょう。
○授業を通して自分の学校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

26
我が国や郷土
の伝統や文化
に親しむ

C 15
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

楽しい　お正月

日本やそれぞれの郷土
特有の正月の伝統文化
について自己の体験な
どを基に想起し、昔か
ら伝わる伝統行事や文
化のよさについて考え
ることを通して、我が
国や郷土の文化に親し
む道徳的心情を育む。

○「お正月」という言葉からイメージすることを発表させ
る。
○写真を見て気付いたことはありますか。
○みなさんの家ではお正月にどんなことをしますか。
◎こんなにいろいろなことをするお正月を迎えた時は、ど
んな気持ちになりますか。
○お正月以外にも日本にはいろいろな行事があります。み
なさんが好きな行事は何ですか。
○教師の説話ののち、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。

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
国際的なつな
がり

C 16
国際理解、国際
親善

せかいは　つながって
いる

写真を手掛かりに日本
に入ってきている外国
のものによって日本の
生活が変わったことに
気付くことを通して、
他国の文化に親しみ、
国際的な交流を大切に
する道徳的心情を育
む。

○昔の日本の道具や生活の写真を提示し、学習課題を意識
付ける。
○日本で元々使われていなかった物、食べていなかった物
はどれでしょう。
○昔の日本ではこんな物を使ったり、食べたりしていまし
た。
○今まで挙げた物以外で、外国から入ってきた物を考えて
みましょう。
○いろいろな物が外国から入ってきて、日本の生活はどう
変わったでしょう。
◎これからも外国からいろいろな物が入ってきますが、そ
の中で大事にしていかなければならないことは何でしょ
う。
○日本の伝統や文化も、他国の伝統や文化も大切にしてい
くことについて語ったのち、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。

1

28
よいと思うこ
とを行う勇気

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

カメタの　なみだ

勇気を出してコンスケ
に「いっしょになかよ
くあそぼう。」と言っ
たカメタの思いを共感
的に理解することを通
して、よいことと悪い
ことを区別し、よいと
思うことを進んで行う
道徳的心情を育む。

○教材の登場人物に簡単に触れ、題材への意識付けを図
る。
○カメタは、蹴られたところをさすりながらコンスケの後
ろ姿を見つめて、どんなことを思っていたのでしょう。
○カメタは涙をこぼしながら、こうらの中で何をじっと考
えていたのでしょう。
◎カメタが自分でもびっくりするぐらいの大きな声でコン
スケに言えたのはなぜでしょう。
○コンスケの涙を見て、カメタはどんなことを思ったので
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

29
えこひいきし
ない

C 11
公正、公平、社
会正義

だれに　たくさん　あ
げようかな

うさぎくんのケーキの
分け方について考える
ことを通して、自分の
好き嫌いにとらわれず
に公正、公平に接する
道徳的判断力を高め
る。

○物を分ける時に分け方で困った経験があるかを問い、学
習課題を意識させる。
○くまくんに声を掛けられてびっくりしたうさぎくんは、
どんなことを思ったでしょう。
○うさぎくんは、ケーキを眺めてどんなことに困っている
のでしょう。
◎うさぎくんは、ケーキをどのように分けると思います
か。それは、どうしてですか。
○もし、こんな時、あなたがうさぎくんだったらどうしま
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

30
友達と仲良く
助け合う

B 9 友情、信頼 森の　ともだち

みんなを残して逃げて
しまったコンキチの思
いについて考えること
を通して、仲良く助け
合うことのできる友達
を大切にする道徳的心
情を育む。

○学習課題として「友達」を提示する。
○コンキチは、どうして意地悪をしたり、乱暴にしたりす
るのでしょう。
○みんなはどうして引き返してまで、コンキチを助けたの
でしょう。
◎どうしてコンキチは逃げ出したことが恥ずかしくなった
のでしょう。
○これからコンキチと、森のみんなはどんな友達になると
思いますか。
○「友達っていいな」と思ったことはありますか。それは
どんな時でしょう。
○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

31
身近な人への
親切

B 6 親切、思いやり
こんな　とき　どう
するの

場面絵に描かれた困っ
ている人々の考えや気
持ちを想像し、どのよ
うに行動したらよいの
かを考えることを通し
て、身近な人に温かい
心で接し、親切にしよ
うとする道徳的判断力
を高める。

○困っている人に親切にした体験を想起させ、価値への方
向付けを図る。
○（それぞれの場面について）このような時、あなたなら
どうしますか。
○○枚目の場面では、どうして声を掛けるのですか。
○3枚目の場面で何もしないと答えた人はどうしてそう思っ
たのですか。
○実際に声を掛けなくても、心の中でおばあさんに声を掛
けるとしたら、何と言いますか。
◎もし本当に声を掛けるなど、困っている人を助けた時、
その人が「ありがとう」と言ってくれたら、あなたはどん
な気持ちになりますか。
○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

32 動物の生命 D 18 自然愛護 キリンの　みなみ

みなみの死の原因を知
り、その悲惨さを共感
的に理解することを通
して、優しい心で動植
物の生命を大切にしよ
うとする道徳的心情を
育む。

○教材に簡単に触れ、題材への意識付けを図る。
○生きている時、みなみはどんなキリンでしたか。
○ビニールは、誰が、なぜ捨てたのでしょう。
◎命がなくなってしまうということは、みなみにとってど
ういうことだと思いますか。
○お父さんの話を聞いて、泣きながらうなずいたみおちゃ
んは、どんなことを考えていたのでしょう。
○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



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
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

小さな　ど力の　つみ
かさね ― 二宮 金次郎
―

家の再興を目指して努
力を重ねた二宮金次郎
の生き方を通して、夢
をかなえるために努力
を重ねることの大切さ
に気付き、自分のやる
べき仕事や勉強をしっ
かりと行おうとする道
徳的実践意欲を培う。

○自分の勉強や仕事で頑張ってみたいことを想起させ、価
値への方向付けを図る。
○眠い目をこすりながら、夜遅くまで本を読む金次郎はど
んな気持ちで頑張っていたのでしょう。
○おじさんに叱られた金次郎が、どうしても勉強を諦めら
れなかったのはどうしてでしょう。
○菜種がいっぱいとれて、また勉強ができるようになった
時、金次郎はどんなことを思ったでしょう。
◎金次郎はどうして夢をかなえることができたのでしょ
う。
○金次郎のどのようなところがすごいと思いましたか。
○自分の勉強や仕事で頑張ってみたいことを、これからど
んな気持ちで取り組んでいきたいか、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。
○「考えよう 話し合おう」に示されている問いについて考える。
・金次郎は、どうしてゆめをかなえることができたのでしょう。
・みなさんは、これからどのような気もちで自分のべん強やしごと
をしたいですか。
○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の左側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「心のしおり」に自己評価を記入する。

1

34 家族の愛 C 13
家族愛、家庭生
活の充実

きつねと　ぶどう

ぶどうが実っているわ
けが分かり、お母さん
に思いをはせる子ぎつ
ねの心を共感的に理解
することを通して、家
族の愛情に気付き、深
い敬愛の念をもつ道徳
的心情を育む。

○教材を簡単に紹介し、題材への意識付けを図る。
○お母さんが山を越えてぶどうを取りに行っている間、子
ぎつねはどんなことを思いながら待っていたのでしょう。
○何年もの間、子ぎつねはどんなことを思いながらお母さ
んを探していたのでしょう。
◎「おかあさん、おかあさん」と声を上げる子ぎつねは、
お母さんにどんなことを伝えたかったのでしょう。
○子ぎつねと同じようなことを思ったり、考えたりしたこ
とはありますか。
○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

35 美しい心 D 19 感動、畏敬の念 しあわせの　王子

しあわせの王子とつば
めの行動や思いを通し
て、すべての人のしあ
わせを願い、すべてを
かけてそれを実現しよ
うとする心の美しさに
共感し、美しいものに
感動する心を大切にす
る道徳的心情を育む。

○美しいものとはどういうものかを考えさせ、価値への方
向付けを図る。
○王子はどんなことを考えて、自分の体の宝石や金ぱくを
人々に分け与えたのでしょう。
○つばめは、どうしてずっと王子のそばにいたのでしょ
う。
○「わたしの心は、とてもあたたかい」と言った時、つば
めはどんな思いだったのでしょう。
○飾りがすべてなくなった王子は、美しいものなのでしょ
うか。
◎心が美しいとは、どういうことでしょう。
○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


