
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
節度のある生
活

A 3 節度、節制 目覚まし時計

夜更かしをして体調を
崩してしまったリカの
姿から、節度のある生
活を送ることの大切さ
と難しさについて考え
る学習を通して、自分
のできることは自分で
やり、よく考えて行動
し、節度のある生活を
しようとする道徳的実
践意欲を培う。

○朝、自分で起きているかを尋ね、教材の意識付けを図
る。
○目覚まし時計をもらったリカは、どんなことを考えて
「わたしのきまり」をつくったのでしょう。
○お母さんに注意されても、テレビを遅くまで見ていたリ
カはどんなことを思っていたのでしょう。
○お母さんの声に返事もせず、ぷんぷんしながら学校へ急
ぐリカは、どんなことを思っていたのでしょう。
◎保健室の天井を見つめながら、リカはどんなことを考え
ていたのでしょう。
○リカは（自分で決めたんだもの、ぜったいに守るわ）と
思っていたのに、どうしてきまりを守れなくなってしまっ
たのでしょう。
○自分にもリカのような心があるかを振り返り、節度ある
生活を送るために大切なことについて、道徳ノートP24以降
の学習の記録に記入させる。

1

2 礼儀の大切さ B 8 礼儀 言葉のまほう

２つの出来事から「ぼ
く」が気付いたことに
ついて考える学習を通
して、礼儀が人間関係
を豊かにして社会生活
を円滑にするものであ
ることに気付き、誰に
対しても真心をもって
接しようとする道徳的
実践意欲を培う。

○「魔法」とはどんなものかを問い、題材へ意識付けを図
る。
○ゲームソフトを買った帰り道、「ぼく」はどんなことを
思っていたのでしょう。
○「ぼく」は、どうして「自分も悪い」と言って、散ら
ばったみかんを集め始めたのでしょう。
◎男の子の笑顔を見てはっとした「ぼく」は、どのような
ことに気付いたのでしょう。
○言葉にはどんな「魔法」があるのでしょう。
○相手を気持ちよくさせる言葉には、どんな心がこもって
いるのでしょう。
○自分の生活を振り返りながら、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。
・二つの出来事をくらべると、「ぼく」と相手の言葉やたい度に
は、どのようなちがいがあるのでしょう。また、それぞれの場合の
心にはどのようなちがいがあるのでしょう。
・男の子のえがおを見てはっとした「ぼく」は、どのようなことに
気づいたのでしょう。
・「言葉のまほう」とはどういうことでしょう。
・あなたは礼ぎにどんな心をこめたいですか。
○道徳ノートを活用する。
・P9の右側の文章を読む。
・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

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４学年】　廣済堂あかつき「みんなで考え、話し合う　小学生の道徳４」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
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

みんな、待っているよ

２つの学級とえみとの
関わりについて考える
ことを通して、みんな
が互いに思いやり、支
え励まし合う学級や学
校のよさに気付き、み
んなで協力し合って、
学級や学校をつくろう
とする道徳的心情を育
む。

○院内学級について簡単に紹介し、題材への意識付けを図
る。
○しぶしぶ院内学級に通うことにしたえみは、どんなこと
を思っていたのでしょう。
○院内学級に登校したえみが、（4年3組の教室みたいだな
……。）と思った理由を挙げてみましょう。
○あさみさんに「みんな、友達だよ」と言われて小さくう
なずいたえみは、どんなことを思っていたのでしょう。
○手術の前日にえみが言った「みんな」とは、誰のことだ
と思いますか。
◎壁に貼ったみんなからの絵や手紙を見ながら、えみはど
んなことを思っていたのでしょう。
○学級の友達と一緒にこれからどのような思い出を作って
いきたいか、道徳ノートP17下段の書き込み欄に記入させ
る。

1

4 自律的な行動 A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

おたまじゃくしの世話

やりたくない仕事は手
を抜いていることを指
摘され、反省する清の
気付いたことについて
考える学習を通して、
責任をもって正しいと
思うことを行う道徳的
態度を養う。

○自分が正しいと思ったことを、自信をもって行うことが
できないことがあるのはなぜかを問い、価値への方向付け
を図る。
○清は、どんなことを考えながら、春子と世話係のきまり
を作ったのでしょう。
○春子に水槽の掃除を頼んで帰ってしまう時、清はどんな
ことを思っていたのでしょう。
◎太一の言葉に対して何も言えなくなった清は、春子がき
れいにした水槽を眺めながらどんなことを考えたのでしょ
う。
○世話係のきまりを作った時の清の心と、春子に水槽の掃
除を押し付けていた清の心は、どんなところが違うので
しょう。
○自分で正しいと思うことをするにはどんな心が大切なの
かを考え、道徳ノートP24以降の学習の記録に記入させる。

1

5
自然環境を守
るために

D 19 自然愛護
ごめんね、オオキンケ
イギク

特定外来生物について
知り、自分と自然環境
との関わりを見直した
めぐみの心の変化につ
いて考えることを通し
て、自分にできるとこ
ろから自然環境を守ろ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○特定外来生物についての予備知識を与え、題材への意識
付けを図る。
○めぐみは、なぜオオキンケイギク駆除活動に参加する気
になれないのでしょう。
○断り切れなくてオオキンケイギクを抜きながら、めぐみ
はどんなことを考えていたのでしょう。
○育てることが禁止されている植物があることを知って、
めぐみはどんな思いが浮かんできたのでしょう。
◎手に力を込めてオオキンケイギクを抜きながら、めぐみ
はどんなことを考えたのでしょう。
○自然環境を守ることについて自分の思いや感想を話し
合ったのち、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

6 約束と責任 C 11 規則の尊重 もどらない本

図書室の本の使い方を
巡る問題について考え
ることを通して、約束
には責任が伴うことを
理解し、約束やきまり
を守ろうとする道徳的
判断力を高める。

○人から物を借りた時に気を付けなければならないことを
問い、題材への意識付けを図る。
○ひさしと一郎の間で本の貸し借りをした時、2人はそれぞ
れどのように考えていたでしょう。
◎誰のどんなところが悪いのでしょう。
○どうして人から借りた物をその人に無断で別の人に貸し
てはいけないのでしょう。
○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

7 精一杯生きる D 18 生命の尊さ お母さん泣かないで

友達を失った「わた
し」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、
生命の尊さを感得し、
生命を大切にしようと
する道徳的態度を養
う。

○ペットや飼育していた動物が死んだ体験などを想起させ
る。
○正子さんが亡くなったという知らせを受けた時、「わた
し」はどんな気持ちになったでしょう。
○「正子ちゃんの分まで、せいいっぱいがんばるのよ」と
お母さんから励まされ、私はどんなことを思ったのでしょ
う。
○写真の中の正子さんは「わたし」に何を話し掛けようと
していたのでしょう。
◎モンちゃんが家に来てからの「わたし」は、どんな思い
を大切にしようとしているのでしょう。
○命を大切にするということについて、自分の考えを道徳
ノートP24以降の学習の記録に記入させる。

1

8
目標のある生
き方

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

文字を書くよろこび

文字を書くことに喜び
を見出した星野さんの
生き方を支えていた思
いについて考えること
を通して、自分の目標
に向かって、希望をも
ち、粘り強くやり抜こ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○P30の「折れた菜の花」を見て感想を交流し合い、星野富
弘さんについて紹介する。
○高久君にうそをついてしまった後、星野さんはどう思っ
たでしょう。
○横向きで初めて文字が書けた時の星野さんの喜びとはど
のようなものだったのでしょう。
◎毎日文字を書く練習をする星野さんを支えていた思いと
は、どのようなものだったのでしょう。
○星野さんの話を読んで、あなたが大切だなと感じたこと
は何ですか。その理由も教えてください。
○自分が目標に向かって努力していることについて、どう
すればやり遂げることができるのかを考え、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

9 本当の親切 B 6 親切、思いやり 心と心のあく手

母の話を聞いてはやと
がとった行動について
考えることを通して、
単に手を差し伸べるだ
けではなく、時には温
かく見守ることも思い
やりの心の表れである
ことに気付き、相手の
立場や状況をよく考え
て親切にする道徳的判
断力を高める。

○親切にした経験について考え、価値への方向付けを図
る。
○思わず声を掛けたが、おばあさんに断られた時、はやと
はどのようなことを思ったのでしょう。
○お母さんの話を聞いたはやとは、どんなことに気が付い
たのでしょう。
◎はやとはどのように考えて、そっとおばあさんの後ろを
ついて歩いていくことにしたのでしょう。
○「本当の親切」とは、どのようなものだと思いますか。
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。

○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。
・お母さんの話を聞いたはやとは、どんなことに気がついたので
しょう。
・はやとはどのように考えて、おばあさんの後ろをついていったの
でしょう。
・これからの生活の中で「心と心のあく手」をするために、どんな
ことを大切にしようと考えますか。
・「本当の親切」とは、どんなものなのでしょう。
○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

10 真心を伝える B 6 親切、思いやり
真心を伝えるコミュニ
ケーション

2つの事例をもとに同
じ言葉が相手に与える
印象の違いについて考
えることを通して、真
心を伝えるためには、
相手の立場や状況をよ
く考えて振る舞うこと
が大切であることに気
付き、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。

○「真心」という言葉について考え、教材への意識付けを
図る。
○2つの場面のやり取りを、役割を交代しながら演じてみま
しょう。それぞれどのような心が表れているでしょう。
○どうして、同じ言葉なのに相手への伝わり方が違うので
しょう。
◎コミュニケーションで真心を伝えるには、どのようなこ
とを大切にしたいですか。
○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

11 正直な心 A 2 正直、誠実 「正直」五十円分

お釣りを返そうと決め
た兄弟の心の動きを共
感的に理解することを
通して、正直であるこ
とのよさに気付き、明
るい心で伸び伸びと生
活する道徳的態度を養
う。

○買い物をしてお釣りが少なかった時、多かった時の状況
を想像させ、題材への意識付けを図る。
○お釣りの間違いに気付いたのに、そのまま財布に入れて
しまったたけしは、どのようなことを思っていたのでしょ
う。
○たけしに（……よし。）とお釣りを返しにいく決断をさ
せたのは、どんな思いなのでしょう。
○五十円を返しにきた兄弟におっちゃんが驚いたり、お客
さんが拍手したりしたのはどうしてでしょう。
◎おっちゃんがくれた「『正直』五十円分」のたこ焼き
を、兄弟がおいしいと感じたのはどうしてでしょう。
○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

12
公徳を大切に
する

C 11 規則の尊重
雨のバスていりゅう所
で

よし子さんがとった行
動から、社会生活の中
にあるきまりや守るべ
き公徳の意義について
考えることを通して、
公共の場所においてみ
んなが安心して生活で
きるよう、進んできま
りを守ろうとする道徳
的態度を養う。

○P43の挿絵を見て物語の場面を想像させ、題材への意識付
けを図る。
○一番前に並んだよし子さんのことをどう思いますか。
○一番前で待っていたよし子さんは、どう思っていたで
しょうか。
○とても怖い顔をしているお母さんを見て、よし子さんは
どんなことを考えましたか。
◎お母さんの横顔を見てよし子さんはどのように考えたの
でしょう。
○生活の中にはどのようなきまりがありますか。それは何
のためにあるのでしょう。
○社会のきまりを守ることについて、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。

○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。
・お母さんがとてもこわい顔をしていたのはどうしてでしょう。
・お母さんの横顔を見て、よし子さんは自分のしたことをどのよう
に考えたのでしょう。
・よし子さんに何か言ってあげるとしたら、あなたなら何と声をか
けますか。
・生活の中には、どんなきまりがありますか。それは何のためにあ
るのでしょう。
○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

13
夢の実現を目
指す

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

ゆめはみるものではな
く、かなえるもの ―
澤 穂希 ―

夢から逃げようとして
いた澤穂希さんの夢を
かなえるまでの思いに
ついて考えることを通
して、強い意志をもっ
て最後まで努力する道
徳的実践意欲を培う。

○澤さんについて紹介し、題材への意識付けを図る。
○ワールドカップで優勝した時、澤さんの活躍を見ていた
人たちは、澤さんのことをどのように思ったでしょう。
○澤さんのどんな思いが、チーム最年少の日本代表へと導
いたのでしょう。
◎澤さんは、トレーナーの言葉を聞き、「私が夢から逃げ
ようとしている」と感じました。これはどういうことで
しょう。
○困難を乗り越え、夢をかなえた澤さんを支えていたのは
どんな思いだったのでしょう。
○夢をかなえるために、あなたはどんなことを大切にした
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。

○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。
・「わたしがゆめからにげようとしている」とはどういうことで
しょう。
・こんなんを乗りこえ、ゆめをかなえた澤さんをささえていたの
は、どんな思いだったのでしょう。
・ゆめをかなえるために、あなたはどんなことを大切にしたいです
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 節度を守る A 3 節度、節制 少しだけなら

お母さんとの約束を破
りそうになったあつし
の心の動きについて考
えることを通して、生
活の中で自分を律する
力が必要であることに
気付き、自分自身で考
えて、度を過ごすこと
なく、節度のある生活
を送ろうとする道徳的
実践意欲を培う。

○家の人に「もうその辺でやめておきなさい。」と言われ
た体験などを振り返らせる。
○お母さんが出掛ける時に言った「だいじょうぶね、しっ
かり守るのよ」という言葉を聞いたあつしは、どのような
ことを思ったのでしょう。
○「少しだけなら、だいじょうぶだろう」と言うあつし
は、本当に大丈夫だと思っていたのでしょうか。どうして
「だいじょうぶだろう」と言ったのか理由も教えてくださ
い。
◎タイマーを止め、じっとパソコンの画面を見つめている
時、あつしはどんなことを考えていたのでしょう。
○下を向いているあつしにどんな言葉を掛けてあげたいで
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。

○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。
・あつしは、どうして何度も「少しだけなら」という気持ちになっ
たのでしょう。
・あつしは、タイマーの音を止めてパソコンの画面を見つめなが
ら、どんなことを考えていたのでしょう。
・あなたは、「少しだけなら」という弱い気持ちに打ち勝ったこと
はありますか。そのとき、どんな気持ちになりましたか。
◇webコンテンツの「インターネットの安全な使い方について学習
できるページ」を参照する。
○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

15
友達と助け合
う

B 9 友情、信頼 同じ仲間だから

仲間外れにされそうに
なっている光夫に対す
るとも子の心の動きに
ついて考えることを通
して、友達と互いに理
解し、助け合っていこ
うとする道徳的態度を
養う。

○運動会での「勝ちたい」「負けたくない」という気持ち
を想起させ、題材への意識付けを図る。
○幸治の提案に対して、とも子が返事に困ったのはどうし
てでしょう。
○かおりは、どうしてとも子に手紙を送ってきたのでしょ
う。
○言葉の違いからみんなに笑われたり、仲間外れにされた
りしているのに「でも、がんばってみます」というかおり
に、とも子はどんなことを思ったのでしょう。
◎幸治たちに「同じ仲間じゃないの」と言ったとも子は、
かおりの手紙のことを思い出して、どんなことに気付いた
のでしょう。
○一段と大きくなった応援の声が聞こえたとも子は、どん
な思いだったのでしょう。
○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。

○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。
・幸治のてい案に対して、とも子が返事にこまったのはどうしてで
しょう。
・かおりからの手紙を思い出し、はっとしたとも子は、どんなこと
に気づいたのでしょう。
・友達とよりよい関係をきずいていくために、あなたはどんなこと
を大切にしたいですか。
○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の上段や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

16
学級のための
仕事

C 13
勤労、公共の精
神

わり切れない気持ち

兄の言葉を聞いた「わ
たし」の心の動きにつ
いて考えることを通し
て、学校や学級のため
に働くことのよさや大
切さに気付き、進んで
みんなのために働こう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○もやもやした気持ちについて想起させ、題材への意識付
けを図る。
○「わたし」はどうして窓を開けたり教室をきれいにした
りしたのでしょう。
○「わたし」がもやもやした気持ちになったのは、どうし
てでしょう。
◎兄の言葉を思い出しながら、布団の中で、「わたし」は
どんなことを考えていたのでしょう。
○学級の仕事をするのには、誰かにほめられること以外に
どんな理由があるでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP24以
降の学習の記録に記入させる。

1

17
生活を支えて
くれる人々へ
の感謝

B 7 感謝 朝がくると

詩と写真を手掛かりに
生活を振り返る学習を
通して、自らの生活が
様々な人々の支えに
よって成り立っている
ことに気付き、家族な
ど生活を支えてくれて
いる人々や現在の生活
を築いてくれた高齢者
に尊敬と感謝の念を
もって接する道徳的実
践意欲を培う。

○ 今朝起きてから今までにどんなことをしたかを振り返ら
せ、題材への意識付けを図る。
○「ぼく」はどんなことに気付いたのでしょう。
○「ぼく」が大人になったら何かを作ることができるよう
になりたいと思ったのは、どうしてでしょう。
◎自分の生活を振り返って、どんな人たちに支えられてい
るかをグループで話し合ってみましょう。
○自分を支えてくれている人たちに感謝の気持ちを伝える
ために、あなたはどんなことをしたいですか。
○今の生活を作ってくれた高齢者や先人たちについての説
話を聞く。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

18
生命あるもの
を大切に

D 18 生命の尊さ ヒキガエルとロバ

新しいわだちを付けて
進むロバの行動を見て
アドルフが気付いたこ
とについて考える学習
を通して、生命の尊さ
を知り、生命あるもの
すべてを大切にする道
徳的態度を養う。

○ロバとヒキガエルについて簡単に紹介し、題材への意識
付けを図る。
○どんな気持ちで、アドルフたちはヒキガエルに石を投げ
付けていたのでしょう。
○荷車がヒキガエルに近付いていくのを見ながら、アドル
フたちはどんなことを思っていたのでしょう。
◎手から石がすべり落ちていった時、アドルフは石と一緒
にどんな心を捨てたのでしょう。
○去っていくロバの姿を見ながら、アドルフはどんなこと
を思っていたのでしょう。
○今日の話を読んで、命とはどのようなものだと思いまし
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。

1

19 思いやりの輪 B 6 親切、思いやり 一まいの写真から

力を合わせて電車を押
した乗客たちの思いに
ついて考えるととも
に、「OMOIYARIのう
た」の言葉を共感的に
理解することを通し
て、思いやりや親切の
よさを感じ取り、思い
やりの心をもち相手の
立場に立って進んで親
切にしようとする道徳
的実践意欲を培う。

○P65の写真を提示し、何をしているところかを想像させ
る。
○「人がはさまれています」というアナウンスを聞いた
時、電車の乗客たちはどんなことを考えたでしょう。
◎どんな思いが、「女の人を助けよう」と、大勢の乗客た
ちの心を動かしたのでしょう。
○女の人が無事に救い出され、拍手が起こった時、乗客た
ちはどんな気持ちになったでしょう。
○「OMOIYARIのうた」を読んでみましょう。どの言葉が、
どんな理由で心に残りましたか。
○あなたは、どんな相手に、どんなふうに思いやりや親切
の心を届けたいですか。ノートに書いてみましょう。
○思いやりの温かさについて教師が語る。

1

20
他国の人々や
文化に親しむ

C 17
国際理解、国際
親善

李さんのおひさまスー
プ

李さんに対する夏海の
心の動きについて考え
ることを通して、他国
の人々や文化に親し
み、関心をもとうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○自分の家の隣に外国人が引っ越してくることを想像さ
せ、題材の意識付けを図る。
○夏海が李さんを変な人と思ったのは、どうしてでしょ
う。
◎李さんを「二人目のお母さん」とまで思えるほどに、夏
海の心を変えたのはどんなことなのでしょう。
○様々な国の人と仲良くするには、どんなことが大切だと
思いますか。
○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

21 信頼のきずな B 9 友情、信頼 絵葉書と切手

料金不足を伝えること
を決めたひろ子の思い
について考えることを
通して、友を信頼しよ
うとすることが本当の
友情であることに気付
き、友達との信頼のき
ずなを大切にしようと
する道徳的心情を育
む。

○絵葉書を見せ、題材への意識付けを図る。
○高原の景色が写された絵葉書をもらったひろ子はどんな
ことを思ったでしょう。
○ひろ子は何を迷っているのでしょう。
○ひろ子が一人で考えたのはどんなことでしょう。
◎ひろ子はどんなことを考えて「分かってくれる」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

22 自律の心 A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

げんたの消しごむ

本当のことを言うべき
かどうかと迷う純の心
の動きを共感的に理解
することを通して、正
しいと思ったことを自
信をもって行う道徳的
判断力を高める。

○正しいと思っていることを言えなかった経験を想起さ
せ、価値への方向付けを図る。
○げんたが消しごむを盗んだと疑われている時、純はどん
なことを考えていたでしょう。
○げんたが徹君や紗希さんに責められている時、心臓がド
キンドキンと鳴っていた純はどんな気持ちだったのでしょ
う。
◎純はどんな思いで大きく息をしてみんなに向き直ったの
でしょう。
○純と同じように勇気を出せた自分がいないか振り返って
みましょう。
○道徳ノートP1を活用し、「義を見てせざるは勇なきな
り」について教師が語る。

1

23
正しい判断と
勇気

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

正しいことは勇気を
もって

いろいろな意見や身の
回りにある例を想起し
ながら、自律的な判断
や行動について考える
ことを通して、正しい
と判断したことは、勇
気をもって行う道徳的
態度を養う。

○前時の学習を想起させ、価値への方向付けを図る。
○いじわるをしている子に勇気をもって行動できない6人の
気持ちが書かれています。あなたは誰の気持ちがよく分か
りますか。
○あなたは6人にどんなことを言ってあげたいですか。
○3つの場面では、それぞれどんなことを考えて、どのよう
に声を掛ければよいのでしょう。
◎正しいと考えることを行うために大切にしたいことは何
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

24
父母の無私の
愛情

C 14
家族愛、家庭生
活の充実

妙見山のちかい ― 岩
崎 弥太郎 ―

父母の愛情を受けた岩
崎弥太郎の決意とその
後の生き方の根底にあ
る思いについて考える
ことを通して、父母を
敬愛し、積極的に家庭
生活に関わっていこう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○岩崎弥太郎について簡単に紹介し、題材への意識付けを
図る。
○妙見山の頂上で、海をじっとにらみつける弥太郎は、ど
んなことを思っていたのでしょう。
◎ぬぐってもぬぐってもあふれる涙を流しながら、弥太郎
はどんなことを思っていたのでしょう。
○その後も苦しい出来事がたくさんあった弥太郎を支えて
いたものは何なのでしょう。
○今まで家族に応援してもらって頑張ろうと思ったことは
ありますか。どうしてそう思ったのでしょう。
○道徳ノートP16の長友佑都選手の言葉を読んだのち、これ
から家族の思いにどのように応えていきたいか、道徳ノー
トP24以降の学習の記録に記入させる。

1

25
きまりの大切
さ

C 11 規則の尊重 時計係

友達の文也を思う気持
ちと、時計係として規
則を守る義務の間で揺
れる義男の心を想像
し、その後の行動につ
いて考えることを通し
て、きまりの意義を理
解し、進んで守る道徳
的判断力を高める。

○きまりが大切だと感じた経験を想起させ、価値への方向
付けを図る。
○十秒以上過ぎて合図をした義男は、文也の喜ぶ姿を見て
どのようなことを思ったでしょう。
○義男はどうすべきだと思いますか。それは、なぜです
か。
◎守ることが難しくても、きまりが大切なのはどうしてで
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

26
公正、公平な
社会

C 12
公正、公平、社
会正義

わたしにはゆめがある
― マーティン・ルー
サー・キング・ジュニ
ア ―

人種差別に反対し、
「非暴力主義」の活動
を続けたマーティン・
ルーサー・キング・
ジュニアの生き方を支
えていた思いについて
考えることを通して、
誰に対しても分け隔て
をせず、公正、公平な
態度で接する道徳的態
度を養う。

○「わたしにはゆめがある」がマーティンの言葉であるこ
とを伝え、題材への意識付けを図る。
○6才の時に受けた人種差別で、その歴史まで知ったマー
ティンは、どんなことを思ったのでしょう。
○人種差別に反対する運動のリーダーになるマーティン
は、人種差別についてどんな思いを抱いていたのでしょ
う。
◎「非暴力主義」で人種差別をなくそうと活動するマー
ティンの生き方を支えていたのは、どんな思いだったので
しょう。
○マーティンが決して暴力に訴えない「非暴力主義」を貫
いたのはどうしてなのでしょう。
○差別やいじめをなくすためには、どのような心が大切な
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。

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 本当の礼儀 B 8 礼儀 フィンガーボール

女王様の敬意と真心を
もった振る舞いについ
て考えることを通し
て、相手のことを親身
に思いやる心を形とし
て表すことが誠意のあ
る行為につながること
に気付き、礼儀正しい
行いについての理解を
深め、誰に対しても真
心をもって接する道徳
的実践意欲を培う。

○食事の時のマナーについて考え、教材への意識付けを図
る。
○女王様はどのように考えてフィンガーボールの水を飲ん
だのでしょう。
◎本当の礼儀とはどのようなものでしょう。
◯女王様のように他の人の気持ちや立場を考えて気持ちの
よい行動ができ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P24以
降の学習の記録に記入させる。

1

28
かけがえのな
い生命

D 18 生命の尊さ 人間愛の金メダル

レース中にも関わらず
人命救助を優先したキ
エル兄弟の決断につい
て考えることを通し
て、かけがえのない生
命の尊さを知り、生命
あるものを大切にする
道徳的心情を育む。

○教材が1964年の東京オリンピックで起きた実話であるこ
とを伝え、題材への意識付けを図る。
○キエル兄弟はどんな思いで練習し、このオリンピックに
出場したのでしょう。
◎キエル兄弟はどんなことを考えて、コースとは異なる方
向へヨットを走らせたのでしょう。
○一生懸命練習してきたのに、メダルがとれなくなります
が、それでもよかったのでしょうか。
○2人の行為は、「人間愛の金メダル」と称えられました
が、どんなことに対しての金メダルなのでしょう。
○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。
・オーストラリアの選手が海に落ちたことが分かったとき、キエル
兄弟は目と目でどんなことを語り合ったのでしょう。
・「人間愛の金メダル」には、どんな思いのはく手が送られたので
しょう。
・あなたは「海の男として当然のこと」というキエル兄弟のとった
行動に、どんなことを感じたり考えたりしますか。
◇webコンテンツの「キエル兄弟について」を参照する。
○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 家族の愛情 C 14
家族愛、家庭生
活の充実

ぼくの生まれた日

自分が生まれた時の家
族の思いを知ったのび
太くんの心情について
考えることを通して、
自分に対する両親の思
いや愛情に気付き、家
族への敬愛の念を大切
にする道徳的心情を育
む。

○自分が生まれてきた日のことを聞いたことがあるかを問
い、題材への意識付けを図る。
○両親から厳しく叱られたのび太くんは、どんなことを考
えていたのでしょう。
○おばあちゃんが喜んでいたことを聞いて、のび太くんは
どう思ったのでしょう。
○お父さんから自分の名前の意味を聞いて、のび太くんは
どう感じたのでしょう。
◎自分が生まれた日を見てきたのび太くんの胸をかけめ
ぐったのは、両親に対するどんな思いでしょう。
○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。
・両親が、自分のしょう来を楽しみにしていたことが分かってきた
とき、のび太くんは両親にしかられたことをどう思ったでしょう。
・自分が生まれた日を見てきたのび太くんのむねをかけめぐったの
は、両親に対するどんな思いでしょう。
・のび太くんのように家族のことを思い直したことはありますか。
それはどんなことですか。
・自分が生まれた日のことを、家の人などに聞いてみましょう。
○道徳ノートを活用する。
・P16の右側の文章を読む。
・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

30 明るい心 A 2 正直、誠実 新次のしょうぎ

ずるをして勝った新次
の心の動きについて考
えることを通して、正
直であるからこそ、明
るい心で伸び伸びとし
た生活を送ることがで
きることに気付き、ご
まかしをしたりせず、
正直に明るい心で生活
しようとする道徳的実
践意欲を培う。

○うそをついたりごまかしたりした経験を想起させ、価値
への方向付けを図る。
○どんな考えで新次は自分の桂馬を横へ動かしたのでしょ
う。
○伊三郎おじさんに勝った後、新次は、心の内をかくすた
めににこにこしながら、どんなことを考えていたのでしょ
う。
○佐平おじさんと将棋を指している時、新次はどんなこと
を考えたでしょう。
◎雨の中を帰りながら、どんなことが新次の頭の中をかけ
めぐっていたのでしょう。
○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。
・伊三郎おじさんに勝ったあと、新次はどんな心をかくそうとにこ
にこしたのでしょう。
・雨の中を帰りながら、新次はどんなことを考えてなみだをこぼし
たのでしょう。
・どうして正直な心は大切なのでしょう。
○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の上段や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

31
伝え合い理解
し合う

B 10 相互理解、寛容 すれちがい

みどりさんとえり子さ
んのすれちがいの原因
や問題の解決について
考えることを通して、
考えや思いを伝え合
い、相手を理解し、認
めていく道徳的判断力
を高める。

○友達とけんかになってしまった経験を想起させ、価値へ
の方向付けを図る。
○2人はそれぞれどうして相手に腹を立てたのでしょう。
○もし相手の事情を知ったら、2人はそれぞれどんなことを
考えるのでしょう。
◎2人にアドバイスをするとしたら、どんなことを言ってあ
げますか。
○2人の思いがすれ違わないようにするためには、どんな心
が大切なのでしょう。
○相手と心のすれ違いが起こった時どうするかを考え、道
徳ノートP11に記入させる。

1

32
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

ふるさとにとどけ、希
望の舞 ― 羽生 結弦
―

自分のできることで傷
付いた故郷の復興を支
えようとする羽生選手
の思いに共感すること
を通して、自らが生ま
れ育った郷土を愛する
道徳的心情を育む。

○羽生選手のことや被災時の様子を概略として知り、題材
への意識付けを図る。
○震災で傷付いたホームリンクや街を見た羽生選手はどの
ような気持ちになったでしょう。
○故郷を離れてスケートを続けながら、羽生選手はどんな
ことを考えていたでしょう。
◎神戸とふるさと仙台を重ね合わせながら滑った時、羽生
選手の胸にはどのような思いが込み上げてきたのでしょ
う。
○羽生選手は故郷にどのような思いがあるのでしょう。
○ふるさとに対する現在の思いや自分と故郷との関わりに
ついて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

33 美しい心 D 20 感動、畏敬の念 花さき山

あやの花がなぜ美しい
のかについて考えるこ
とを通して、美しい心
の尊さに気付き、美し
いものや気高いものに
素直に感動する道徳的
心情を育む。

◯花さき山の場面絵を提示し、題材への意識付けを図る。
○あやはどんな時に「おらの花がさいてるな」と思うので
しょう。
◎花さき山の花が美しいのはどうしてでしょう。
◯「花さき山に花がさいたな」と思える出来事を思い出し
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

34
自分のよさを
伸ばす

A 4 個性の伸長 明の長所

明の長所に気付いた絵
美子の気持ちについて
考えることを通して、
友達や自分を多面的に
理解し、よいところを
伸ばそうとする道徳的
実践意欲を培う。

○多面体の模型を提示しながら、人には多面体のように
様々な面があることを伝え、価値への方向付けを図る。
○絵美子が明に対して直して欲しいと思っているところ
は、どんなところでしょう。
○絵美子が気付いた、明のよいところはどんなところで
しょう。
◎絵美子は、心で捉えた明の長所を、どんなふうに学級の
みんなに知らせるのでしょう。
○絵美子の作文を聞いた明はどんなことを考えるのでしょ
う。
○周りの友達と、お互いにいろんな特徴を探してみましょ
う。
○自分の特徴を見つめて、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

35
伝統文化を受
け継ぐ

C 16
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

日本の伝とう文化

日本に長く受け継がれ
てきた伝統や文化につ
いて考えることを通し
て、それらを大切にす
る日本人の心を共感的
に理解し、日本や自分
の住む地域の伝統や文
化に親しむ道徳的心情
を育む。

○日本らしさについて考えることを伝え、価値への方向付
けを図る。
○教科書で紹介されているような日本の伝統や文化につい
て、知っていることや体験したことはありますか。
○日本に長く受け継がれてきたものについて、素敵だと思
うのはどんなところでしょう。
◎日本に長く受け継がれてきたものの中で、日本人の心を
感じるものはありますか。それはどのような心ですか。
○日本や郷土の自慢できることや素敵なところを考えて、
道徳ノートP18の書き込み欄に記入させる。

1


