
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 正直な心 A 2 正直、誠実 まどガラスと魚

ガラスを割ったことを
謝ろうと思った千一郎
の気持ちについて考え
ることを通して、正直
な心のよさを共感的に
理解し、過ちを素直に
改め、正直であろうと
する道徳的判断力を高
める。

○ボール遊びをしていて、ものを壊してしまう状況を想像
させ、題材への意識付けを図る。
○千一郎は（にげちゃいけない、あやまらなきゃいけな
い）と思っていたのに、どうして逃げ出してしまったので
しょう。
○千一郎は、どうして遠回りしてまで、窓ガラスを割った
家を見に行ったのでしょう。
◎あじの大きな目で見つめられたように思って「はっ」と
した後、千一郎は、どんなことを考えて、窓ガラスを割っ
たことをお母さんに話す決心をしたのでしょう。
○千一郎のように、自分の過ちを正直に話すことができた
ことはありますか。その時、どんな気持ちでしたか。
○うそをついてしまうとどんな気持ちで生活することにな
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P2の書き込み欄に記入させる。

1

2
真心のこもっ
た礼儀

B 8 礼儀 電話のおじぎ

おばあちゃんの「電話
のおじぎ」についての
晶子ちゃんや洋一君の
捉え方の変化について
考えることを通して、
お辞儀に込められた思
いに気付き、礼儀を大
切にし、真心をもって
接していこうとする道
徳的実践意欲を培う。

○お辞儀をした体験を振り返り、価値への方向付けを図
る。
○晶子ちゃんや洋一君は、どうしておばあちゃんの電話の
お辞儀が面白いと思ったのでしょう。
◎おばあちゃんは、目の前に相手がいないのに、どうして
お辞儀をするのでしょう。
○お母さんの話を聞いた晶子ちゃんと洋一君は、おばあ
ちゃんの電話のお辞儀について、どう考えたのでしょう。
○相手に気持ちを伝える礼儀は、お辞儀以外に、どんなも
のがありますか。
○授業を通して、これから大切にしていきたいと思ったこ
とについて、道徳ノートP24以降の学習の記録に記入させ
る。

1

内容項目

■「「◇」で示している学習活動は、小社ホームページに掲載している学習コンテンツを活用するものです。このため、「◇」で示している学習活動を含んでいる教材を学校の授業以外の場において行う学習活動として行う
ことについては、インターネットの利用環境等を考慮してご判断ください。

令和２年度　道徳科の年間指導計画案【第３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３」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、「学習の記ろく」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」に示されている学習課題を意識しながら「学習の道すじ」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。

　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
学校のよいと
ころ

C 15
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

学校自まん集会

転校してきた学校のよ
さを知り、学校を好き
になった「ぼく」を共
感的に理解するととも
に、自らの学校・学級
について考える学習を
通して、先生や友達と
協力し合って、よりよ
い学校生活をつくって
いこうとする道徳的実
践意欲を培う。

○自分の学校を想起し、題材への意識付けを図る。
○転校してきた「ぼく」は、どんな気持ちで新しい学校に
向かったのでしょう。
◎「ぼく」が学校自慢を増やしたいと思ったのは、どうし
てでしょう。
○学校自慢は、どうしたら増やすことができるのでしょう
か。
○私たちの学校の大切にしたい学校自慢や、増やしていき
たい学校自慢にはどんなものがあるでしょうか。
○これから学校自慢を増やしていくために、自分にできる
ことを道徳ノートP24以降の学習の記録に記入させる。

1

4
約束やきまり
の意義

C 11 規則の尊重
やくそくやきまりを
守って

避難所におけるきまり
について考えたのち、
学校にきまりがある理
由を考えることを通し
て、約束やきまりのよ
さや意義について理解
し、それらを守ろうと
する道徳的態度を養
う。

○避難所の様子を写した写真からきまりを守る人々の姿を
捉え、価値への方向付けを図る。
◎学校の約束やきまりは何のためにあるのでしょう。また
誰のためにあるのでしょう。
○これらのきまりがなかったら学校生活はどうなるでしょ
う。
○学校の外にはどんな約束やきまりがあるでしょう。
◯学校や学級に「あったらいいな」と思う新しいきまりを
考えてみましょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

5
基本的な生活
習慣

A 3 節度、節制 夜ふかししたら

夜更かしをした勇太が
生活習慣を乱す様子に
ついて考えることを通
して、基本的な生活習
慣の大切さに気付き、
安全に気を付け、節度
のある生活をしようと
する道徳的実践意欲を
培う。

○普段、自分の寝ている時間について想起させる。
○勇太は一日を振り返りながら、どんなことを思ったので
しょう。
○勇太が早く寝ていたら、どんな一日を過ごすことができ
たでしょう。
○つい夜更かしをしてしまうことがあるのは、どうしてで
しょう。
◎つい夜更かしをしてしまう心に負けないためには、どん
なことが大切なのでしょう。
○気持ちのよい毎日を過ごすために大切なことには、夜更
かしをしないこと以外にどんなことがあるでしょう。
○気持ちのよい毎日を過ごすために、今後大切にしたいこ
とを考え、道徳ノートP24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
友達と分かり
合う

B 9 友情、信頼 貝がら

「ぼく」と中山君の関
わりについて考えるこ
とを通して、友達と分
かり合うことのよさに
気付き、友達と互いに
理解し、信頼し、助け
合うことを大切にする
道徳的心情を育む。

○新しい友達ができた時の経験を想起し、価値への方向付
けを図る。
○話し掛けても話をしてくれない中山君に、「ぼく」はど
んな気持ちになったでしょう。
○中山君が話をしない理由が分かった時、「ぼく」はどん
なことを考えたのでしょう
◎貝殻を握り締めながら、「ぼく」はどんなことを思った
のでしょう。
○元気になって学校に行ったら、中山君にどう声を掛ける
か考えてみましょう。
○授業を通して「友情」について感じたことや考えたこと
を道徳ノートP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・中山君がわらわれてだまってしまったとき、「ぼく」はどんなこ
とを考えたのでしょう。
・「ぼく」が「今度こそ、中山君となかよしになれる」と思ったの
はどうしてでしょう。
・友だちとたがいに心が通じ合えたと思ったことはありますか。そ
れは、どのようなときですか。
○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P24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

7
郷土を愛する
心

C 16
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

村をすくった「長十郎
なし」

梨作りに一生をささげ
た当麻辰次郎の思いに
ついて考えることを通
して、その根底にある
郷土を愛する心に気付
き、自己の郷土を大切
にし、地域と積極的に
関わっていこうとする
道徳的実践意欲を培
う。

○自分たちの地域の名産品や伝統文化について想起させ、
題材への意識付けを図る。
○当麻辰次郎はどんな思いで、一年中、手間のかかる梨作
りに忙しくしていたのでしょう。
○完成した長十郎梨が、村人に相手にされなかった時、当
麻辰次郎はどんな気持ちだったのでしょう。
◎当麻辰次郎は、どんな思いで被害を受けた人々に苗木を
分けてあげたのでしょう。
○当麻辰次郎の記念碑には、村の人たちのどのような思い
が込められているのでしょう。
○自分の地域の名産や伝統文化について語り、授業を通し
て感じたことや考えたことを道徳ノートP24以降の学習の記
録に記入させる。

1

8
かけがえのな
い生命

D 18 生命の尊さ たん生日おめでとう

自分が生まれた頃の話
を聞いた「ぼく」が感
じたことや考えたこと
を共感的に理解する学
習を通して、かけがえ
のない生命の尊さを知
り、生命を大切にする
道徳的心情を育む。

○自分の生まれた時のことで知っていることについて考
え、学習課題を意識させる。
○アルバムの中の小さかった自分を見て、うれしくなった
のはなぜでしょう。
○「ぼく」は、どうしておへそが大切な命なのだと思った
のでしょう。
◎「ぼく」は、どうしてプレゼントのことばかり考えてい
たことが恥ずかしくなったのでしょう。
○この話から、あなたは自分の命についてどのようなこと
を考えましたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・「ぼく」は、どうしておへそが大切な命なのだと思ったのでしょ
う。
・「ぼく」は、どうしてプレゼントのことばかり考えていたことが
はずかしくなったのでしょう。
・あなたが生まれたころの話を、家の人などに聞いてみましょう。
○道徳ノートを活用する。
・P21の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P21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P24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

9
限りある生命
を精一杯生き
る

D 18 生命の尊さ 電池が切れるまで

宮越由貴奈ちゃんが詩
に込めた思いについて
考えることを通して、
自分や他の生命のかけ
がえのなさを知り、限
られた生命を精一杯生
きようとする道徳的心
情を育む。

○命の大切さを感じた経験について考え、学習課題を意識
させる。
○詩を読んで、心に残ったことや考えたことはどのような
ことですか。理由も教えてください。
○「命の電池は交換できない」というのは、どういうこと
でしょう。
◎「命が疲れたと言うまでせいいっぱい生きよう」という
言葉には、由貴奈さんのどのような思いが込められている
のでしょう。
○この由貴奈さんの詩から、あなたは自分の命についてど
のようなことを考えましたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。教材との関連でP21下段の書
き込み欄を活用してもよい。

1

10
節度のある生
活

A 3 節度、節制 金色の魚

金色の魚へのお願いが
エスカレートするおば
あさんの気持ちについ
て考えることを通し
て、欲張らず、節度を
守ることを大切にする
道徳的心情を育む。

○何でも欲しいものをくれる金色の魚がいたら、何が欲し
いかを考え、題材への意識付けを図る。
◎おばあさんは、どうして次から次へと欲張りなお願いを
したのでしょう。
○金色の魚は、どうして海の底へ隠れてしまったのでしょ
う。
○粗末な小屋の前に座っているおばあさんに、あなたはど
んな言葉を掛けますか。
○これまでの生活の中で、我慢ができたと思うことはあり
ますか。それはどんなことですか。
○教師の説話の後、授業を通して感じたことや考えたこと
を道徳ノートP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・おばあさんは、どうして次から次へとよくばりなおねがいをした
のでしょう。
・金色の魚は、どうして海のそこへかくれてしまったのでしょう。
・そまつな小屋の前にすわっているおばあさんに、どんな言葉をか
けますか。
○道徳ノートを活用する。
・P３の右側と上段の文章を読む。
・（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P24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
勇気をもって
正しいことを

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

よわむし太郎

殿様の前に立ちはだ
かった太郎の姿を通し
て、正しいと思ったこ
とをやり通すことの大
切さについて考え、正
しいと判断したこと
は、自信をもって行う
道徳的態度を養う。

○「よわむし太郎」という人物がどういう人物か想像す
る。
○太郎がせっせと鳥たちに餌をやって世話をしていたのは
なぜでしょう。
○殿様の前に立ちはだかった太郎に、みなさんは何と声を
掛けますか。
◎自分が撃たれるかもしれないのに、太郎が殿様に頼むこ
とができたのはどうしてでしょう。
○殿様はなぜ鳥をとらないで城に帰っていったのでしょ
う。
○正しいと思ったことをやり通すためには、どんな心が大
切なのか、感じたことや考えたことを道徳ノートP24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
日本の伝統と
文化のよさ

C 16
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

ふろしき

ふろしきのよさを体験
したのち、ゆう子とお
母さんとのやり取りに
ついて考えることを通
して、ふろしきには日
本人らしい知恵と心の
文化が表れていること
に気付き、我が国の伝
統と文化を大切にする
道徳的心情を育む。

○ふろしきの使い方を実演し、題材への意識付けを図る。
○物を包むことには、どんなよさがあると思いますか。
○ゆう子は、どうしてふろしきが魔法の布のように思えた
のでしょう。
○ふろしきに表れている「日本人らしいちえと心の文化」
とはどういうものでしょう。
◎ゆう子は、どうしてもっと色々な使い方ができないかみ
んなで話し合ってみようと思ったのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

13
正直に生きる
ことのよさ

A 2 正直、誠実 ぬれた本

借りた本をぬらしてし
まった少年のその後の
行動や思いを共感的に
理解することを通し
て、正直に生きること
のよさに気付き、過ち
を素直に認め、正直な
心を大切にする道徳的
心情を育む。

○失敗をした時、ごまかしたりしないですぐに謝った経験
を想起し、価値への方向付けを図る。
○「ワシントン伝」を借りた少年はどんな気持ちで本を読
んでいたのでしょう。
○大切な本をぬらしてしまった時、少年はどんなことを考
えたのでしょう。
○仕事をしながら少年はどんなことを考えたのでしょう。
◎本をプレゼントしてもらった少年は、どんな思いが心の
中に湧いてきたのでしょう。
○授業を通して「正直」について感じたことや考えたこと
を道徳ノートP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・少年は、ぬれた本をかかえたままどんなことを考えていたので
しょう。
・少年は、どのように考えておじさんの仕事の手つだいをすると決
めたのでしょう。
・おじさんは、どのような思いで少年に本をプレゼントしたので
しょう。
・正直につたえることができてよかったことはありますか。
◇webコンテンツの「エイブラハム・リンカンのしょうかい」の動
画を視聴する。
○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P24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

14 親切の広がり B 6 親切、思いやり 親切の旅

友ちゃんの心情に共感
し、書いたり話し合っ
たりすることを通し
て、誰かの親切が巡り
巡ってみんなに広がる
すばらしさについて考
え、進んで親切にしよ
うという道徳的心情を
育む。

○親切にして欲しいと思った経験を想起させ、価値への方
向付けを図る。
○お母さんが、友ちゃんとおばあちゃんのために、空いて
いる席を見付けてくれた時、友ちゃんはどんな気持ちに
なったでしょう。
○三人組のおじいさんとおばあさんが乗ってきた時、友
ちゃんはどんなことを考えたでしょう。
◎友ちゃんは、どんな思いで、「よかったら、どうぞす
わってください」と言ったのでしょう。
○友ちゃんの心はどうして幸せな気持ちでいっぱいになっ
たのでしょう。
○これからの生活の中で、あなたはどんな時に親切にした
いと思いますか。
○教師の子どもの頃に親切にしてよかった体験を語ったの
ち、授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24
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
受け継がれる
生命

D 18 生命の尊さ すず虫

すず虫の命がつながっ
ていることを知って、
あやが感じたことや考
えたことから、生命の
連続性に気付き、自他
の生命の尊さを知り、
生命あるものすべてを
大切にする道徳的心情
を育む。

○生命について感じたり考えたりした経験を話し合い、価
値への方向付けを図る。
○死んでしまったすず虫を丁寧に埋めている時、あやは心
の中でどんなことを言っているのでしょう。
○生まれてきたのが去年のすず虫の子どもたちと知った時
のあやの気持ちを考えてみましょう。
◎あやは「お父さん、命って、すごいんだね。」と言いま
したが、どんなところがすごいと思ったのでしょう。
○「つながる」ということから、自分の命について考えた
ことや感じたことを道徳ノートP24以降の学習の記録に記入
させたのち、他の生き物の命について、教師の説話をもっ
て終わる。

1

16
家族の一員と
しての自覚

C 14
家族愛、家庭生
活の充実

ぼくがいるよ

お母さんのために自分
のできることをしよう
と行動した「ぼく」の
気持ちを共感的に理解
することを通して、家
族の一員としての自覚
をもち、家族と協力し
合い楽しい家庭をつ
くっていこうとする道
徳的実践意欲を培う。

○家族のために自分が頑張っていることを想起させ、価値
への方向付けを図る。
○退院したお母さんの姿を見て「ぼく」はどんなことを考
えたでしょう。
◯「ぼく」はどんな思いから料理作りを手伝おうとしたの
でしょう。
◎久しぶりにお母さんの笑顔を見て「ぼく」はどんな気持
ちになったでしょう。
○これから家の人をどんなことで支えていきたいかについ
て考え、道徳ノートP16下段またはP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・「ぼく」はどう考えて、お母さんときょう同でりょう理を作るこ
とにしたのでしょう。
・「ぼく」は、どんな気持ちで「ぼくがいるよ」と心の中でくり返
したのでしょう。
・家の人に、「ぼく（わたし）がいるよ」と言えることがあります
か。これからは、どんなことで、「ぼく（わたし）がいるよ」と言
いたいですか。
○道徳ノートを活用する。
・P16の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P16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P24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
働くことの大
切さ

C 13
勤労、公共の精
神

ぶどう畑のたからもの

「たからもの」という
言葉を手掛かりに、働
くことが嫌いだった息
子たちが真面目に働く
ようになった理由につ
いて考えることを通し
て、働くことの大切さ
を知り、進んでみんな
のために働こうとする
道徳的態度を養う

○どんなことを考えて係活動をしているかを想起させ、価
値への方向付けを図る。
○父の死んだ次の日、息子たちは、どんなことを考えて畑
を掘り返していたのでしょう。
○何日たっても宝物が見付からなかった時、息子たちはど
んなことを考えたのでしょう。
○息子たちが、毎年、真面目に働くようになったのはどう
してでしょう。
◎息子たちは「父さんが言っていたたからもの」をどう考
えたのでしょう。
○授業を通して働くことについて感じたことや考えたこと
を道徳ノートP24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
自分の特徴や
よさに気付く A 4 個性の伸長 いいね！

ゆきちゃんとかなちゃ
んのやりとりを通し
て、人それぞれに特徴
やよさがあることに気
付き、ありのままの自
分を受け止め、自分の
よいところを伸ばして
いこうとする道徳的実
践意欲を培う。

○友達のよいところを発表させ、教材への意識付けを図
る。
○ゆきちゃんが大きなため息をついたのはどんな気持ち
だったからでしょう。
○かなちゃんが見付けたゆきちゃんの「いいね！」はどん
なことだと思いますか。
◎かなちゃんに「いいね！」と言われたゆきちゃんは、ど
うして胸がぽかぽかしたのでしょう。
○自分のよいところはどんなところでしょう。また、そこ
をどのように伸ばしていきたいですか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

19
友達とのきず
な

B 9 友情、信頼 森のげいじゅつてん

たぬきの言葉を聞いた
きつねの思いについて
考えることを通して、
友達とのきずなを共感
的に理解し、互いに信
頼し、助け合う友情を
大切にする道徳的心情
を育む。

○友達に守ってもらったり助けてもらったりした経験があ
るかを問い、教材への意識付けを図る。
○きつねは、疑われているたぬきがじっと黙っているのを
見て、どんなことを考えていたでしょう。
○森を出て行ってもらうと言われても黙っているたぬきを
見たきつねは、どんなことを考えて自分が枝を折ったと
言ったのでしょう。
◎「ぼくもいっしょに行くよ」と言われて、きつねは涙が
あふれます。この時、きつねは、心の中でどんなことをた
ぬきに伝えていたのでしょう。
○作品を壊されたのに、くまは、どうして「出ていかなく
てもいいよ」と言ったのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

20
公共の場所に
おけるきまり

C 11 規則の尊重 みんなのわき水

きれいな湧き水がくめ
る理由が分かったこう
ちゃんの気付きについ
て考えることを通し
て、公共物や公共の場
所に関わる約束やきま
りの意義を理解し、進
んでそれらを守ろうと
する道徳的判断力を高
める。

○湧き水について説明し、題材への意識付けを図る。
○しばらく黙っていたこうちゃんは、どんなことを考えて
いたのでしょう。
◎こうちゃんは、ほうきがそこに置かれている理由をどの
ように考えたのでしょう。
○どうして「きれいにしてください」「掃除してくださ
い」ではなく、「ご自由にお使いください」なのでしょ
う。
○私たちの身の回りにある「みんなの○○」といえる場所
や物はありますか。それぞれ使う時にどのようなことが大
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P24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・しばらくだまっていたこうちゃんは、どんなことを考えていたの
でしょう。
・こうちゃんは、ほうきがそこにおかれている理由をどのように考
えたのでしょう。
・身の回りにある「みんなの○○」といえる物や場所を見つけ、ど
のように使えばよいか考えてみましょう。
○道徳ノートを活用する。
・P13の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P13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P24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

21 目標に向かう A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

きっとできる ― 高橋
尚子 ―

つらく苦しい練習を乗
り越え、自分への挑戦
を続けた高橋尚子さん
を支えていた思いにつ
いて考えることを通し
て、自分の目標に向
かって粘り強く努力し
ていこうとする道徳的
実践意欲を培う。

○高橋尚子さんを紹介し、題材への意識付けを図る。
○小学生の高橋尚子さんは、どんな子どもだったと思いま
すか。
○高校、大学で自分より速い選手がいる中で、尚子さんが
「何を目ひょうにして走っているんだろう……」と思った
のは、どうしてでしょう。
◎（がんばれば、きっとできる）という思いで、尚子さん
が自分への挑戦を続けることができたのは、どうしてなの
でしょう。
○今日の話を読んで、尚子さんのどんなところがすごいな
あと思いましたか。それはどうしてですか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

22
家族を敬愛し
協力する

C 14
家族愛、家庭生
活の充実

ブラッドレーのせい
きゅう書

お母さんの請求書から
ブラッドレーが気付い
たことを共感的に理解
することを通して、家
族を敬愛し、家族の一
員として、家庭生活に
積極的に関わろうとす
る道徳的態度を養う。

○普段の家の手伝いを振り返らせ、価値への方向付けを図
る。
○ブラッドレーは、どんな考えからお母さんに請求書を書
いたのでしょう。
○お金を手に入れたブラッドレーは、どんなことを思った
のでしょう。
◎お母さんからの請求書を読んだブラッドレーは、どんな
ことに気付いて涙を流したのでしょう。
○お母さんの請求書の金額が、すべて０ドルなのはどうし
てなのでしょうか。
○これから自分が家族のためにしたいことを、道徳ノート
P16下段に記入させる。

1

23
正しいと思う
ことを行う

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

きよしのなやみ

悩んでいるきよしの心
の葛藤について考える
ことを通して、その気
持ちを共感的に理解
し、正しいと判断した
ことを自信をもって行
う道徳的判断力を高め
る。

○正しいと分かっていてもできなかった経験について想起
させ、価値への方向付けを図る。
○帰りの会の時、きよし君は、なぜ胸がどきどきしてきた
のでしょう。
○放課後、きよし君は、どんな気持ちでさくお君に話し掛
けたのでしょう。
○もし、先生に話さなかったら、どうなると思っているの
でしょう。
◎正しいと思っていることを行うには、どうしたらよいの
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P24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
公共の場所に
おけるきまり

C 11 規則の尊重 あめ玉

女の子たちの行動とそ
れを見た「わたし」の
思いを想像し、みんな
が利用する場所のより
よい使い方や過ごし方
を考えることを通し
て、身近な生活の中で
公共の場所におけるき
まりを守ろうとする道
徳的実践意欲を培う。

○ガムを捨てる時のルールやマナーについて考え、簡単に
題材への意識付けを図る。
○ガムを踏んでしまった時、「わたし」はどんな気持ち
だったでしょう。
○女の子は、どのような思いでこぼれたあめ玉を拾ったの
でしょう。
○あめ玉は電車が揺れると転がって、散らばってしまいま
すね。全部拾うのは面倒だと思わなかったのでしょうか。
◎「わたし」がもらった気がしたすてきな心の贈り物と
は、女の子たちのどんな心の贈り物なのでしょう。
○どうして、「わたし」のさっきまでの嫌な気持ちが消え
たのでしょう。
○みんなが利用する場所では、どんなことを大切にするの
がよいのか、P116～117を参照しながら、授業を通して感じ
たことや考えたことを道徳ノートP24以降の学習の記録に記
入させる。

1

25 思いやりの心 B 6 親切、思いやり 落ちていたきっぷ

困っているおばあさん
を想像してじっとして
いられず切符を届けた
明子の思いを共感的に
理解することを通し
て、相手のことを思い
やり、進んで親切にし
ようとする道徳的実践
意欲を培う。

○年の暮れの駅を想像させ、教材の状況を確認する。
○明子はどうして（おばあさん、だいじょうぶかな。）と
思ったのでしょう。
◎重い荷物を抱えてうろうろしているおばあさんを想像し
て、明子がじっとしていられなくなったのはどうしてで
しょう。
○明子は、切符と一緒に、どのような心を込めて届けたの
でしょう。
○明子のようにじっとしていられない気持ちになったこと
はありますか。それはどんな時でしたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

26
生活を支えて
くれる人々へ
の感謝

B 7 感謝 この一食のために

私たちの食事に関わる
人々の苦労や愛情、
様々な思いについて想
像することを通して、
日々の生活が多くの
人々に支えられている
ことに気付き、生活を
支えてくれている人々
に感謝の気持ちをもっ
て接する道徳的態度を
養う。

○今日の給食を基に想起させるなど、一回の食事に関わる
人々について考える。
○私たちの一食にどれだけの人々が関わっているか考えて
みて、どのように感じましたか。
○毎日の食事には、それに関わる人々のどのような思いが
込められているでしょう。
◎食べ物を粗末にしてはいけないのはどうしてでしょう。
◯これからは、食事をする時の「いただきます」にどんな
気持ちを込めたいですか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24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
粘り強くやり
抜く

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

光るえんがわ ― 北里
柴三郎 ―

最後の一日まで熱心に
縁側を磨く北里柴三郎
を支えていた思いにつ
いて考えることを通し
て、自分でやろうと決
めた目標に向かって、
粘り強くやり抜こうと
する道徳的実践意欲を
培う。

○北里柴三郎について簡単に紹介し、題材への意識付けを
図る。
○「もう一度、ふいておくれ。」とおばさんに呼び止めら
れ、縁側を拭き直す柴三郎になったつもりで、（ふいたの
に。）の後に言葉を続けてみましょう。
○もっとぴかぴかに光る縁側にしようと心に決めた柴三郎
は、どんなことを考えながら毎日縁側を拭き続けていたの
でしょう。
◎最後の拭き掃除を終えた柴三郎は、光る縁側を眺めなが
らどんなことを考えていたのでしょう。
○自分でやろうと決めたことを最後までやり抜くには、ど
んな考えや心が必要なのでしょう。
○途中でくじけたり、諦めたくなったりしてしまうのはど
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P24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・おばさんに「もう一度、ふいておくれ」と言われたとき、柴三郎
はどう思ったのでしょう。
・さい後のふきそうじを終えた柴三郎は、光るえんがわをながめな
がらどんなことを考えていたのでしょう。
・自分でやろうと決めたことをさい後までやりぬくには、どんな心
がひつようなのでしょう。
◇webコンテンツの「北里 柴三郎のしょうかい」の動画を視聴す
る。
○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P24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

28
自律的に行動
する

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

近くの火事

一度はやめようと思い
ながらも、煙の出てい
る家へ駆けていったけ
い子の判断について考
えることを通して、正
しいと思ったことを自
信をもって行おうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○「正しいと思ったことを自信をもってできる人とは、ど
んな人か」という学習課題を提示し、価値への方向付けを
図る。
○あつ子に「でも、本当の火事じゃなかったら、はずかし
いよ。」と言われて、けい子はどんなことを思っていたの
でしょう。
◎けい子は、どのように考えて、煙の出ている家へ向かっ
たのでしょう。
○けい子は、火事であることを知らせてどんな気持ちに
なったでしょう。
○けい子のように、正しいと思うことをできたことはあり
ますか。その時、どんな気持ちになりましたか。
○正しいと思ったことを自信をもってできる人とは、どん
な人でしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・けい子は、どのように考えて、けむりの出ている家へかけていっ
たのでしょう。
・けい子は、火事であることを知らせてどんな気持ちになったで
しょう。
・正しいと思ったことを自信をもってできたことはありますか。そ
のとき、どんな気持ちになりましたか。
・正しいと思ったことを自信をもってできるのは、どのような人な
のでしょう。
○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P24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

29
礼儀作法に込
められた心

B 8 礼儀 心と形が一つになって

挨拶や言葉遣い、振る
舞いなどの礼儀作法に
込められた心遣いにつ
いて考えることを通し
て、そこには相手のこ
とを親身に思いやる心
が込められていること
に気付き、心のこもっ
た挨拶や言葉遣いをし
ようとする道徳的実践
意欲を培う。

○朝の挨拶を想起させ、教材への意識付けを図る。
○「いってらっしゃい。」「いってきます。」の会話に
は、それぞれ、相手へのどんな思いが込められています
か。
○「お持ちします。」「ありがとう。」には、それぞれ相
手へのどんな思いが込められていますか。
○電話で「〇〇ですが、お父さんはいらっしゃいます
か。」「はい、おります。しばらくお待ちください。」と
いう会話で、お互いに相手のことをどう思ったのでしょ
う。
◎挨拶や丁寧な言葉遣いにはどんな意味があるのでしょ
う。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24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 自然とともに D 19
自然愛護

大自然のお客さん

ゴンちゃんを自然に帰
そうとした漁師さんた
ちの思いについて考え
ることを通して、自然
の生き物たちの生命の
営みに感動し、自然や
動植物を愛し、大切に
する道徳的心情を育
む。

○教材名を提示し、どんな話かを想像させ、題材への意識
付けを図る。
○漁師さんたちは、どんな気持ちでゴンちゃんに餌をあげ
たのでしょう。
○死んで生まれた赤ちゃんに息をさせようとしているゴン
ちゃんを見て、漁師さんたちはどんなことを考えたでしょ
う。
◎漁師さんたちは、大自然に帰るゴンちゃんをどんな思い
で見送っていたのでしょう。
○大自然に帰ったゴンちゃんと話ができるとすれば、どん
なことを聞いてみたいですか。そして、ゴンちゃんに語り
掛けたいことはありますか。
○動植物が力強く生きていることに関する教師の感動体験
を語る。

1

31
自分と異なる
意見を大切に

B 10 相互理解、寛容 治作と右平

右平の考えを知った治
作の心の変化とその後
のよりよい関係づくり
について考えることを
通して、相手のことを
理解し、自分とは違う
意見も大切にする道徳
的判断力を高める。

○教材名を提示し、題材への意識付けを図る。
○治作は右平のことをどう思っていましたか。
○「右平のやつ、何が気に入らんのじゃ！」と言った治作
はどうして怒っているのでしょう。
○「同じ思い」とはどういうことでしょうか。整理してみ
ましょう。
◎治作は、右平夫婦のことを思い出しながら、どんなこと
を考えたのでしょう。
○いつの間にか右平の家の前にやってきた治作は、この
後、右平に何と声を掛けると思いますか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

32
公正、公平な
態度

C 12
公正、公平、社
会正義

母のせなか ― 渋沢 栄
一 ―

どんな人にも平等に接
する母親を見ていた渋
沢栄一の心の変化につ
いて考えることを通し
て、誰に対しても分け
隔てをせず、公正、公
平に接する道徳的態度
を養う。

○渋沢栄一について簡単に紹介し、題材への意識付けを図
る。
○栄一が、りんに近付きたがらなかったのはどうしてで
しょう。
○母が大福をほおばった時、りんが心からうれしそうだっ
たのはどうしてでしょう。
◎最後まで分け隔てなくりんと接し、墓に花を手向ける母
の背中を見て、栄一はどんなことを思ったのでしょう。
○りんさんを仲間外れにしている人たちに、あなたなら何
と言ってあげたいですか。
○道徳ノートP14の文章を読んだのち、授業を通して感じた
ことや考えたことを道徳ノートP24以降の学習の記録に記入
させる。

1
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33
他国の人々や
文化に親しむ

C 17
国際理解、国際
親善

青い目のお友だち

青い目の人形を大切に
しているみんなの思い
について考えることを
通して、他国と交流す
ることのよさに気付
き、他国の文化に関心
をもって親しむ道徳的
心情を育む。

○身の回りにある外国からきたものを想起させる。学習課
題として外国との関わりを提示する。
○人形には、贈ってくれた人たちのどんな思いが込められ
ているのでしょう。
○小学校の子どもたちは、どんな思いでベティ・ジェーン
さんの歓迎会を開いたのでしょう。
○アメリカの人形を捨てるよう命令が出たのに、先生たち
はどうしてベティ・ジェーンさんを天井裏に隠したので
しょう。
◎学級のみんなは、どんな思いでこれからも「ひな祭り音
楽会」が続くようにと誓い合ったのでしょう。
○教材を読んで、素敵だなと感じたことや大切だなと考え
たことを道徳ノートP24以降の学習の記録に記入させる。

1

34
親切にするこ
とのよさ

B 6 親切、思いやり 拾ったりんご

りんごを拾った時の気
持ちを振り返るタク
ちゃんの心の変化を共
感的に理解することを
通して、親切にするこ
とのよさを知り、思い
やりの心を大切にする
道徳的心情を育む。

○「親切」が大切だと感じた体験について想起させ、価値
への方向付けを図る。
○タクちゃんは、歩きながらどうして変な気持ちになって
きたのでしょう。
◎タクちゃんの胸に込み上げてきた温かいものとは、どん
な思いでしょう。
○みなさんは親切にしてもらったことがありますか。その
時、どんな気持ちになったでしょう。
○親切や思いやりのよさについ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P24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」の学習の道すじに示されている白枠の
学習課題を意識しながら問いについて考える。
・タクちゃんは、歩きながらどうしてへんな気持ちになってきたの
でしょう。
・タクちゃんのむねにこみ上げてきた温かいものとは、どんな思い
でしょう。
・親切にしてもらったことがありますか。そのとき、どんな気持ち
になったでしょう。
○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P24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

35 美しい心 D 20 感動、畏敬の念 百羽のツル

百羽のツルの姿を通し
て、美しい心のすばら
しさを感じ取り、美し
いものや気高いものに
感動する心を大切にす
る道徳的心情を育む。

○ツルについて簡単に紹介し、題材への意識付けを図る。
○休みなしに飛び続けてきた百羽のツルはどんな気持ちで
いたでしょう。
○子どものツルは、黙ってぐいぐいと落ちながら、どんな
ことを思っていたのでしょう。
◎九十九羽のツルは、どんな思いで子どものツルを助けよ
うとしたのでしょう。
○この話の中で、誰のどんな心が素敵だなと思いました
か。その理由も教えてください。
○美しい心について説話を行う。その後、物語を読んで自
分で考えたり友達の話を聞いたりして素敵だなと思った心
について道徳ノートP24以降の学習の記録に記入させる。

1


