
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 生命の連続性 D 19 生命の尊さ
自分の番　いのちのバ
トン

「自分の番　いのちの
バトン」の詩から生命
がつながっていること
に思いを巡らせなが
ら、生命の連続性に気
付くことを通して、生
命の尊さを知り、生命
を尊重する道徳的心情
を育む。

○自分の先祖の名前をどれくらい知っているかを尋ね、題
材への意識付けを図る。
○「自分の番　いのちのバトン」を読んで、どんなことを
感じましたか。
○私たちに受け継がれている「いのちのバトン」とはどう
いうものなのでしょう。
◎「自分の番を生きる」とはどういうことなのでしょう。
○友達の意見を聞いて、素敵だなと思った考えはありまし
たか。
○詩の後半をもう一度読んでから、授業を通して感じたこ
とや考えたことを道徳ノートP26以降の学習の記録に記入さ
せる。

1

2
思いやりの温
かさ

B 7 親切、思いやり バスと赤ちゃん

バスの中での出来事に
おけるお母さん、運転
手、乗客のそれぞれの
思いについて考えるこ
とを通して、人と人と
が互いを思いやる心の
すばらしさに気付き、
誰に対しても親切にす
る思いやりの心を大切
にする道徳的心情を育
む。

○満員のバスの状況を想像させ、題材への意識付けを図
る。
○この話に、どんなことを感じましたか。
○お母さんはどうして「待ってください。おります。」と
言ったのでしょう。
○運転手は、どんな思いから乗客にアナウンスをしたので
しょう。
◎乗客全員の拍手には、どんな思いが込められていたので
しょう。
○筆者がこの光景を思い出すと、今でも目頭が熱くなり、
じいんときてしまうのは、どんなことが心にしみているか
らなのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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５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５」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10教材、年間授業時数35時間のうち10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
互いを尊重す
る友情

B 10 友情、信頼
章太と孝治 ― 二つの
えがお ―

孝治と小川さんのどち
らも大切に思う章太の
気持ちについて考える
ことを通して、一人一
人の友達を尊重してそ
れぞれとよい関係を築
くことの大切さについ
て気付き、互いに信頼
し友情を深めていこう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○友達のよさについて考え、価値への方向付けを図る。
○孝治の笑顔を気にする章太は、自分のどんなところに腹
を立てていたのでしょう。
○孝治の笑顔が気になる一方で、小川さんの笑顔がちらつ
くのはなぜでしょう。
◎章太はどうすればよかったのでしょう。
○友情を育てていくために大切なのはどんなことでしょ
う。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。

1

4 本当の自由 A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

うばわれた自由

ガリューと改心した
ジェラール王とのやり
取りを通して、自由に
は、自律的に判断し、
行動したことによる自
己責任が伴うことに気
付き、自由を大切に
し、自律的に判断し行
動をする道徳的判断力
を高める。

○「自由」とはどういうことかを問い、価値の前理解を確
認する。
○ジェラール王は、涙を流しながらどんなことに気付いた
のでしょう。
◎「本当の自由」とはどういうことでしょう。
○あなたが考える「自由」とはどのようなことでしょう。
また、それを大切にする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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

5
法やきまりの
意義

C 12 規則の尊重
法やきまりはだれのも
の

社会生活における身近
な例から法やきまりの
意義について考えるこ
とを通して、自他の権
利を重んじ義務を果た
すことの大切さに気付
き、法やきまりを遵守
する道徳的態度を養
う。

○きまりを守ることが面倒くさいと思った経験を問い、価
値への方向付けを図る。
○自分勝手な行動の例を見て、誰がどんなふうに困るのか
考えましょう。
◎このような問題は、どのような心が引き起こすのでしょ
う。
○法やきまりは何のためにあるのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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。
・身近な生活の中で、法やきまりが守られていない例をあげなが
ら、どうして法やきまりが必要なのかを考えてみましょう。
・義務を果たさずに、権利ばかりを主張していたら、わたしたちの
生活はどうなってしまうのでしょう。
・あなたには、どのような権利があり、その権利のために、どのよ
うな義務を果たしていますか。身の回りの法やきまりをもとに考え
てみましょう。
○道徳ノートを活用する。
・P14の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P14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P26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
節度を守り節
制に心掛ける

A 3 節度、節制 流行おくれ

母や弟とのやり取りか
らまゆみが気付いたこ
とについて考える学習
を通して、自分の生活
を見直し、節度を守り
節制に心掛ける道徳的
実践意欲を培う。

○自分が知っている流行について意見交流し、題材への意
識付けを図る。
○まゆみがジーンズを欲しがっているのは、どうしてだと
思いますか。特に強い理由を考えてみましょう。
○ジーンズを買ってもらえなかったまゆみは、どんなこと
を思っていたのでしょう。
◎母やわたるの言葉が気になりだしたまゆみは、どんなこ
とを考えたのでしょう。
○まゆみはこれからどんなことを大切にしていくとよいで
しょう。
○自分自身の生活を見直して、気付いたことを道徳ノート
P3上段の書き込み欄に記入させる。原因や理由も含めて考
えさせる。

○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。
・まゆみの考え方のどのようなところに問題があるのでしょう。
・母や弟の言葉が気になりだしたまゆみは、どのようなことを考え
たのでしょう。
・自分自身の生活を見直してみましょう。まゆみのように何か気づ
いたことはありますか。
○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P26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
目標に向かっ
て努力する

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

イチロー選手のグロー
ブ

グローブ作りにかける
岸本耕作さんの思いに
ついて考えることを通
して、努力の積み重ね
で求めるものに近付く
ことができることに気
付き、自分の目標に向
かって、困難があって
もくじけずに努力して
物事をやり抜く道徳的
実践意欲を培う。

○野球のイチロー選手に触れ、題材への意識付けを図る。
○最初の挑戦に惨敗した岸本さんが、一睡もできずに考え
たことはどんなことでしょう。
○岸本さんは、どんな思いで何度も何度もグローブを作り
直し続けたのでしょう。
◎イチロー選手の九年連続のゴ－ルドグラブ賞受賞を、岸
本さんはグローブ職人としてどんな思いで受け止めたので
しょう。
○高い目標に向かっていくためには、どんなことが大切な
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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

8
自分のよさを
生かして

A 4 個性の伸長 グラウンドにひびく声

松本さんとのやり取り
から、光太が気付いた
ことを考える学習を通
して、自分の特徴を理
解し、自分のよさを一
層伸ばそうとする道徳
的実践意欲を培う。

○主人公の光太になりきって考えていくことを確認する。
○光太の大声とともにグラウンドに残ったものは何でしょ
う。
○松本さんが帰った後、光太はどんなことを考えていたの
でしょう。
◎光太は何に気付いて言葉を飲み込んだのでしょう。
○チームメイトを励ます光太の声とともに残ったものは何
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P26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
自律的な判断
と行動

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

金曜日の班活動

委員会活動で起きた出
来事の原因と問題の解
決を考え、自律的な判
断と責任のある行動の
大切さに気付くことを
通して、自分の意志で
判断し、責任をもって
行動する道徳的判断力
を高める。

○委員会活動や係の仕事で大切だと思うことについて考
え、題材への意識付けを図る。
○広人はうさぎ係の仕事をどのように思っていたのでしょ
う。
○広人ににらまれた文夫は、どうして黙ってしまったので
しょう。
○広人の発表を聞きながら、文夫はどんなことを考えてい
たのでしょう。
◎本当のことを発表しなかった広人と、班長ではないのに
勇気を出して発言した文夫の考え方は、どんなところが違
うのでしょう。
○三人の班活動はどんなことを大切にすれば、うまくいく
のでしょう。
○道徳ノートP1のピタゴラスの言葉から自律的に行動する
ことの大切さについて考え、本時の振り返りを道徳ノート
P26以降の学習の記録に記入させる。

1

10 探究する心 A 6 真理の探究
はじめての実験 ― 山
中 伸弥 ―

山中伸弥さんの研究を
支えている思いや考え
方について考えること
を通して、知らないこ
とや分からないことを
解き明かしたいという
思いは誰にでもあるこ
とに気付き、真理を大
切にし、物事を探究し
ようとする道徳的実践
意欲を培う。

○山中伸弥さんの研究について簡単に紹介し、題材への意
識付けを図る。
○必死に記録を続けながら、山中さんはどんなことを考え
ていたのでしょう。
○「はじめての実験」で、山中さんが研究者に向いている
と思ったのはどうしてでしょう。
◎山中さんは、どんな思いで研究者としての第一歩を踏み
出したのでしょう。
○生活の中で当たり前に思っていることでも、よく考えて
みると分からなかったり、疑問に感じたりすることはあり
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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

11
自然環境を大
切にする

D 20 自然愛護 一ふみ十年

立山の雄大な自然に触
れるとともに、自然を
守ってきた人々のこと
を知った勇の心の動き
について考えることを
通して、自然の偉大さ
を知り、自然環境を大
切にしようとする道徳
的実践意欲を培う。

○立山の自然やチングルマの写真を見ながら高山植物の生
育環境について補足し、題材への意識付けを図る。
○松井さんから注意を受けて勇はどんなことを考えたので
しょう。
○勇は、どうして頬が熱くなったのでしょう。
◎チングルマの茎がマッチ棒の太さになるまでに10年以上
もかかることを知った時、無意識に高山植物を踏んだこと
を振り返って、勇はどのように考えたのでしょう。
○「一ふみ十年」という言葉から、あなたはどのようなこ
とを考えますか。
○地域の自然保護活動などを紹介し、授業を通して感じた
ことや考えたことを道徳ノートP26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 感謝の心 B 8 感謝 小さかったお返し

武じいさんの心と、そ
れを深く受け止める
「わたし」の家族の姿
から、温かな人間関係
のよさを共感的に理解
する学習を通して、
人々の善意に気付き、
感謝する心を大切にす
る道徳的心情を育む。

○アジ、アジのたたき、マロングラッセの写真を提示し、
題材の共通理解を図る。
○いただいたアジを食べた私の家族はどんな気持ちだった
でしょう。
○お母さんはどんな気持ちでお返しにマロングラッセを届
けに行ったのでしょう。
○武じいさんはどんな気持ちで、またアジを持ってきたの
でしょう。
◎何が、「私の家族」の心にしみたのでしょう。
○どうして、「二度目のアジは格別によい味でした」と感
じたのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。

1

13
いじめを許さ
ない心

C 13
公正、公平、社
会正義

魚の世界

魚の世界の話と筆者の
体験から、いじめの残
酷さやいじめをなくす
ために必要なことにつ
いて考える学習を通し
て、誰に対しても公
正、公平に接し、正義
を貫く道徳的態度を養
う。

○「正義」とは何だと思うかを問い、価値への方向付けを
図る。
○どうして水槽に入れられたメジナは仲間外れをつくって
しまうのでしょう。
○筆者はどうして、「なんで？」と聞けなかったのでしょ
う。
◎筆者はどうしてよく仲間外れの子と魚釣りに行ったので
しょう。
○筆者の魚釣りに誘おうという思いは、どこからくるので
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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

14 寛容の心 B 11 相互理解、寛容 半助の投あみ

半助の人知れぬ努力を
知った万七の心の変化
について考えることを
通して、寛容の心の大
切さに気付き、広い心
で自分と異なる相手の
意見や立場を受け入れ
る道徳的態度を養う。

○鮎や投網漁を紹介し、題材への意識付けを図る。
○万七は、網打ちの下手な半助のことを、どう思っていた
のでしょう。
○半助が丹念に網を作っているのを見た時、万七はどんな
ことを思ったのでしょう。
○半助の様子を見た時、万七はどうして心苦しくなったの
でしょう。
◎万七は、空をながめながらどんなことを考えていたので
しょう。
○他の人と互いに理解し、認め合うにはどんな心が大切な
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P26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
誠実で明るい
心

A 2 正直、誠実 かすみのハンカチ

自分の勘違いに気付い
たかすみの心の動きを
共感的に理解すること
を通して、正直で明る
い心を大切にして、誠
実に生きようとする道
徳的判断力を高める。

○自分の大切にしている物、お気に入りの物を思い浮か
べ、題材への意識付けを図る。
○次の日もみんなで探してもハンカチが見付からず、かす
みはどんなことを思っていたのでしょう。
○なくなったハンカチが、体操着袋の中から見付かった
時、かすみはどんなことを考えたのでしょう。
◎このまま正直に話さなかったとしたら、かすみは、どん
な気持ちで毎日を送るのでしょう。
○この後、あなたならどうしますか。それはどうしてで
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P26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。
・ハンカチが体そう着ぶくろから出てきたとき、かすみはどんなこ
とを考えたのでしょう。
・このまま正直に話さなかったとしたら、かすみは、どんな気持ち
で毎日を送るのでしょう。
・このあと、あなたならどうしますか。それはどうしてでしょう。
○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P26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
相手を敬い尊
重する心

B 9 礼儀
礼儀作法にこめられた
心

礼儀作法に込められた
心について考えること
を通して、そこには相
手を敬い、尊重する心
が込められていること
に気付き、時と場をわ
きまえて、礼儀正しく
真心をもって接する道
徳的実践意欲を培う。

○挨拶や礼儀作法を想起し、題材への意識付けを図る。
○教室と職員室での礼儀作法にはどんな違いがあります
か。また、違いに気を付けることがどうして大事なので
しょう。
○顔を合わせる場合と電話や手紙、メールでの礼儀作法に
はどのような違いがありますか。また、礼儀作法の違いに
どうして気を付ける必要があるのでしょう。
◎時と場に応じた礼儀作法には、それぞれどんな心が込め
られているでしょう。また、挨拶や礼儀作法について大切
にしなければならないことは何でしょう。
○伝統文化の中にある礼儀作法について教師が語った後、
授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以降
の学習の記録に記入させる。

1

17 自由と責任 A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

だれも知らないニュー
ス

美夏の行動の問題点
と、どうすればよかっ
たのかを考える学習を
通して、自分の行動に
伴う責任の大切さに気
付き、自由を大切に
し、自律的に判断し
て、責任のある行動を
する道徳的態度を養
う。

○「自由」について考えるとともに、インターネットに触
れ、学習課題への方向付けを図る。
◯美夏のどんなところが問題だったのでしょう。
◎美夏はこれからどんなことを心掛けてインターネットを
使えばよいでしょう。
○自由な時間の過ごし方について感じたことや考えたこと
を道徳ノートP26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。
・美夏の書きこみには、どのような問題があったのでしょう。
・商店街でのさわぎを知って、美夏はどんなことを考えたのでしょ
う。
・自由だからこそ気をつけなければならないのはどのようなことで
しょう。
・インターネットを利用して、情報を得たり発信したりするときに
心がけなければならないことはどんなことでしょう。
◇webコンテンツの「ＳＮＳなどへの投こうについて考える動画」
を視聴する。
○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P26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

18 家族の愛情 C 15
家族愛、家庭生
活の充実

ぼくの名前よんで

両親の願いを知った太
郎の思いを共感的に理
解することを通して、
家族の深い愛情に気付
き、幸せを求めて家族
の信頼関係を大切にし
ようとする道徳的心情
を育む。

○手話が出てくる話であることに触れ、題材への意識付け
を図る。
○太郎は、涙とともにどんな思いがぼろぼろとこぼれたの
でしょう。
○太郎は、どんな思いで泣き叫びながら手話を始めたので
しょう。
◎何が太郎のまばたきを止めてしまったのでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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。
・太郎は、泣きさけびながら、どんな思いで「ぼくの名前よん
で！」と伝えたのでしょう。
・手話をする父をまばたきもせず見つめる太郎は、どんなことを
思っていたのでしょう。
・家族が幸せにくらしていくために、あなたにはどんなことができ
るでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P17の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P17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P26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
日本や郷土の
伝統と文化

C 17
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

日本のよさを知って

日本の四季折々の風景
や様々な伝統と文化の
写真を手掛かりに日本
のよさについて考える
ことを通して、日本や
郷土の伝統と文化を大
切にする道徳的心情を
育む。

○写真を見ながら、美しい風景を見た体験について想起さ
せ、価値への方向付けを図る。
○教科書に掲載されている様々な日本の伝統や文化の写真
の中で、自然との関わりが見られるものを教えてくださ
い。
○写真の中で日本の「高度な技術力」が使われていると思
うものを教えてください。
○日本に様々な「高度な技術力」があるのはどうしてだと
思いますか。
○他の国の人たちが、日本の伝統や文化を高く評価するの
はどうしてだと思いますか。
◎あなたが考える日本の伝統や文化のよさとは、どのよう
なところでしょう。
○自分が大切にしていきたいと思う国や郷土のよさについ
て、感じたことや考えたことを道徳ノートP19下段の書き込
み欄に記入させる。

1

20
誠実に明るい
心で

A 2 正直、誠実 妹のカード

妹をだまそうとしたさ
やかの心の動きについ
て考えることを通し
て、誠実であることの
よさに気付き、誠実に
明るい心で生活しよう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○うそをついた時の気持ちを想起させ、価値への方向付け
を図る。
○さやかはどうしてどきどきしてしまったのでしょう。
○さやかの心臓が音を立てて早くなっていったのはどうし
てでしょう。
◎どんな思いが込み上げてきて、さやかは泣いてしまった
のでしょう。
○さやかの胸にずきんと痛みを走らせたのは何でしょう。
○明るい心で過ごすために、どんな心を大切にしていきた
いかを道徳ノートP26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
相手の立場に
立った言動

B 7 親切、思いやり ちゃんとやれよ、健太

「ぼく」の送ったメー
ルの問題点について考
えることを通して、相
手の立場に立って気持
ちを想像することの大
切さに気付き、相手の
立場に立って思いやり
の心をもって接しよう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○最近励まされたことについて想起させ、教材の意識付け
を図る。
○「ぼく」は「心が通じ合っているから平気だ」と言って
いますが、何が平気だと思うのでしょう。
○健太への励ましのメ－ルで「ぼく」が伝えようとしたの
は、どんなことでしょう。
○実際に「ぼく」のメールを読んで、どう感じますか。
◎真司に「だれだって落ちこむ」と言われ、「ぼく」はど
んなことをもう一度考え始めたのでしょう。
○本当に相手を励ますために大切なのは、どんなことで
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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

22
法やきまりの
意義

C 12 規則の尊重 ぼくは伴走者

ひろしのことを思う気
持ちと伴走者としての
義務の間で揺れる「ぼ
く」の心について考え
させることを通して、
法やきまりの意義を理
解し、それらを進んで
守る道徳的判断力を高
める。

○アンデルセン選手について紹介し、題材への意識付けを
図る。
○「ぼく」はどうしてアンデルセン選手の姿に感動したの
でしょう。
○「ぼく」はどうしてひろしの伴走者を引き受けたので
しょう。
○「ぼく」がどうすべきか迷っているのは、どうしてで
しょう。
◎この後、「ぼく」は、どうすべきだと思いますか。それ
はどうしてでしょう。
○伴走者のきまりは、どうして設けられているのでしょ
う。
○「きまり」を守ることについて、授業を通して感じたこ
とや考えたことを道徳ノートP26以降の学習の記録に記入さ
せる。

1

23 生命の重さ D 19 生命の尊さ その思いを受けついで

じいちゃんの死を体験
した大地の思いを共感
的に理解することを通
して、自己の生命が多
くのつながりの中にあ
るかけがえのないもの
であることに気付き、
生命を尊重しようとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○誕生日はどんな日かを問い、題材への意識付けを図る。
○大地はどんな思いで、じいちゃんとお弁当を食べたので
しょう。
◎大地はどんな思いでじいちゃんからの手紙を読んだので
しょう。
○次の誕生日をどのように迎えたいですか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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
かけがえのな
い生命

D 19 生命の尊さ
明日もまた生きていこ
う

横山さんのメッセージ
に込められた思いを共
感的に理解することを
通して、生命のかけが
えのなさ、生きること
のすばらしさに気付
き、自他の生命を尊重
する道徳的態度を養
う。

○どんな時に「生きている」と感じるかを問い、価値への
方向付けを図る。
○横山さんのどんな思いが覚悟を生んだのでしょう。
◎横山さんはどんな思いで今という瞬間を大事に生きて欲
しいと訴えているのでしょう。
○「生きる」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P26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。
・横山さんの命のメッセージを読んで、あなたはどのようなことを
感じましたか。
・「命をすてるくらいなら、わたしにください！」という言葉に
は、横山さんのどんな思いがこめられているのでしょう。
・「今という瞬間を大事に生きてください」という横山さんのメッ
セージを、あなたはどのように受け止め、これからの自分の生き方
にどのように生かしていこうと思いますか。
○道徳ノートを活用する。
・P22の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P22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P26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

25 温かい心 B 7 親切、思いやり
くずれ落ちただんボー
ル箱

誤解された「わたし」
の心の動きを共感的に
理解することを通し
て、相手が分かってく
れなくても親切にする
ことの大切さに気付
き、誰に対しても思い
やりの心をもち、親切
にしようとする道徳的
実践意欲を培う。

○P102の教材名脇の「温かい心」を学習課題として提示
し、価値への方向付けを図る。
○「わたし」が、「わたしたちが整理しますから」と言っ
たのは、どのような思いからでしょう。
○「いいえ、いいんです」と言って立ち去った時、「わた
し」はどのような思いだったのでしょう。
○校長先生の話を聞いて、「わたし」は自分たちの行動に
ついて、どのようなことを思ったのでしょう。
◎この話の中には、誰のどんな「温かい心」があるでしょ
うか。
○自分がこのような温かい気持ちになった経験はあります
か。それはどんなことでしたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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。
・「わたしたちが整理しますから」と言ったのは、どのような思い
からでしょう。
・「いいえ、いいんです」と言って立ち去ったとき、「わたし」
は、どんな思いだったのでしょう。
・校長先生の話を聞いて、親切にしたことについてどう思ったので
しょう。
・あなたは、見知らぬ人にも親切にしたことはありますか。どうし
て親切にしたのでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P８の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P８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P26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

26
弱さに打ち勝
とうとする気
高さ

D 22
よりよく生きる
喜び

銀のしょく台

ミリエル司教にゆるさ
れたジャン・バルジャ
ンの行動と心の動きに
ついて考えることを通
して、人間のもつ弱さ
とそれに向き合い打ち
勝とうとする気高さを
知り、人間としてより
よく生きる喜びを感じ
ようとする道徳的心情
を育む。

○燭台について簡単に説明し、共通理解を図る。
○刑務所から出てきたジャンは、世の中や、世の中の人々
のことをどう思っていたのでしょう。
○ベッドの上で、銀の食器とミリエル司教の顔が浮かんで
は消えていく間、ジャンはどんなことを考えていたので
しょう。
○捕えられたジャンは、ミリエル司教の言葉をどのような
思いで聞いたのでしょう。
◎声を上げて泣いたジャンは、これからどのように生きて
いこうと決意したのでしょう。
○その後のジャンや人間の気高さについて教師が語り、授
業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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
美しいものへ
の感動と自然
への畏敬

D 21 感動、畏敬の念
百一さいの富士 ― 奥
村 土牛 ―

大いなる自然に挑み続
けた奥村土牛の姿を通
して、美しいものに心
を動かされる思いを共
感的に理解し、美しい
ものや気高いものに感
動する心や人間の力を
超えたものに対する畏
敬の念を大切にする道
徳的心情を育む。

○富士山について知っていることやイメージについて意見
交流し、題材への意識付けを図る。
○百歳の奥村土牛は、どうして富士山を描こうと思ったの
でしょう。
○「早く富士をえがかないと、富士はわたしの前から遠ざ
かってしまう。」とはどういうことなのでしょう。
◎「芸術には完成はありません」という言葉には、土牛の
美しいものに対するどのような考え方が表れているので
しょう。
○自然や芸術作品に感動したり、驚いたりした経験はあり
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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

28
働くことの意
義

C 14
勤労、公共の精
神

牛乳配り

やめたいと思っていた
牛乳配りに対する明の
心の動きを共感的に理
解することを通して、
働くことの充実感や意
義を理解し、勤労を通
じて公共のために役に
立とうとする道徳的実
践意欲を培う。

○牛乳配達について簡単に紹介し、題材への意識付けを図
る。
○父から言われて牛乳配りを始めた明は、毎朝どんなこと
を思っていたのでしょう。
○「もうやめたい」と思いながらも、明が牛乳配りを続け
たのはどうしてでしょう。
◎おばあさんの手紙を読んだ明は、どのような気持ちでペ
ダルを強く踏み出したのでしょう。
○「働く」ことのよさとは、どのようなことだと思います
か。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。

1

29 真の友情 B 10 友情、信頼 友のしょう像画

作品に胸を熱くする和
也の思いを通して、友
情のすばらしさを考
え、互いに信頼し、支
え合う友情を大切にす
る道徳的心情を育む。

○親友とはどんな友達のことかを考え、価値への方向付け
を図る。
○和也は、どんな気持ちで正一を見送っていたのでしょ
う。
○正一からだんだん手紙が来なくなった時、和也はどんな
気持ちになったでしょう。
○和也は、正一の作品「友のしょう像画」を見ながら、ど
んなことを考えていたでしょう。
◎和也は、帰りの電車の中で、じっと目をつむりながら、
どんなことを考えていたでしょう。
○正一にあって和也に欠けていたものは何だったのでしょ
う。
○教師が友情のすばらしさについての体験談等を語ったの
ち、感じたことや考えたことを道徳ノートP26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。
・作品を見てなみだを流す和也は、心の中で正一にどんなことを話
しかけていたのでしょう。
・正一はどんな思いで和也のしょう像をほり続けたのでしょう。
・電車の中で目をつむりながら、和也はどんなことを考えていたの
でしょう。
・すばらしい友情とは、どのような関係だと思いますか。
○道徳ノートを活用する。
・P11の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P11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P26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 強い意志 A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

ヘレンとともに ― ア
ニー・サリバン ―

信念をもちくじけず努
力を重ねるアニーの生
き方を共感的に理解す
ることを通して、より
高い目標をもち、困難
があってもくじけず努
力する道徳的実践意欲
を培う。

○ヘレン・ケラーとアニー・サリバンについて知っている
ことを発表させ、題材への意識付けを図る。
○アニーはどうしてヘレンの家庭教師を引き受けたので
しょう。
○アニーはどんな思いで厳しくヘレンの指導をしてきたの
でしょう。
◎アニーは、指で「WATER」と何度も書いたヘレンをどんな
気持ちで抱き締めていたでしょう。
○アニーの思いや生き方からどんなことを学びましたか。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26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。
・アニーは、どんなことを考えてヘレンの家庭教師を引き受けたの
でしょう。
・「WATER」で初めて、ものには名前やそれを表す文字があること
をヘレンが分かったとき、ヘレンとアニーは、それぞれどんな気持
ちになったでしょう。
・こんなんを乗りこえやりぬくために、どんな心を大切にしたいで
すか。
◇webコンテンツの「来日したヘレン・ケラー」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P26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
家族を敬愛し
支え合う

C 15
家族愛、家庭生
活の充実

ごめんね、おばあちゃ
ん

おばあちゃんに謝る聡
の心情を共感的に理解
することを通して、自
分の成長を願って無私
の愛情で育ててくれた
家族を敬愛する道徳的
心情を育む。

○教材名に触れるとともに簡単に学習課題を提示し、価値
への方向付けを図る。
○父に叱られた聡が「だって」と言いかけたその後の言葉
を想像してみましょう。
◎聡はどんな思いで「おばあちゃん、ごめんね」とつぶや
いたのでしょう。
○これまでに「家族っていいな」と思った経験を思い出し
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P26以
降の学習の記録に記入させたのち、家族についての説話で
余韻をもって終わる。

1

32
郷土を愛する
心

C 17
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

時計台の鐘

井上清さん、和雄さん
や札幌の人々の時計台
への思いについて考え
ることを通して、自分
の郷土を愛し、伝統や
文化を大切にする道徳
的実践意欲を培う。

○地域の伝統文化を想起させ、価値への方向付けを図る。
○井上清さんが、許可を待たずに時計台の修理を始めたの
は、どんな思いからでしょう。
○井上清さんから和雄さんへ、そして時計台の職員へと修
理の技術とともに受け継がれているのは、どんな心でしょ
う。
◎時計台は、札幌の人々にとってどんな存在なのでしょ
う。
○私たちの郷土の伝統や文化には、先人たちのどんな思い
が込められているのでしょう。
○自分たちの郷土の伝統や文化について、これから大切に
していきたいと思うことを道徳ノートP26以降の学習の記録
に記入させる。

◇webコンテンツの「札幌市時計台について」を参照する。
○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。
・「もうこの鐘を止めたりはしない」とちかって、清さんが時計台
を守り続けたのはどうしてでしょう。
・時計台は、札幌の人々にとってどんなそん在なのでしょう。
・あなたが生まれ育った地いきには、守っていきたいものはありま
すか。どうしてそれを守っていきたいのでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P19の右側の文章を読む。
・（未記入であれば）P19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P26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

33
節度を守り節
制に心掛ける

A 3 節度、節制
だれにでもある、こん
な心

生活習慣に関する例示
や長谷部誠選手の文章
から、節度を守り、節
制に心掛けることの大
切さに気付き、自分の
生活を見直し、望まし
い生活習慣を築いてい
こうとする道徳的実践
意欲を培う。

○場面絵に触れながら生活を振り返り、価値への方向付け
を図る。
○度が過ぎる生活を続けていると、どうなってしまうので
しょう。
○「時間に正確であり続ける」という長谷部選手の強い決
意を支えるものは何でしょう。
◎節度を守り節制に心掛けた生活が大切なのは、どうして
でしょう。
○節度ある生活をしていくために、どんな思いを大切にし
ていきたいか、道徳ノートP26以降の学習の記録に記入させ
る。

1

34
よりよい学校
生活と集団へ
の貢献

C 16
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

木造校舎の思い出をむ
ねに

木造校舎に対する愛着
をうたった詩を味わ
い、自分の学校生活を
振り返ることを通し
て、自らの学校や先生
を敬愛する道徳的心情
を育むとともに、自分
の役割を考えてよりよ
い学校や集団をつくろ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○よりよい学校生活のために自分にできることを考え、価
値への方向付けを図る。
○筆者は木造校舎に、どのような思いをもっていたので
しょう。
◎「新しい校舎とわたしたちとで新しい一歩をふみ出して
いこうと思う」には、筆者のどんな決意が込められている
のでしょう。
○自分の学級や学校のよいところをたくさん挙げてみま
しょう。
○学級や学校をよりよくするために、あなたができること
を考えてみましょう。
○学校生活の充実にまつわる経験を教師が語り、授業を通
して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以降の学習の
記録に記入させる。

1

35
国際親善に努
める

C 18
国際理解、国際
親善

明日をひらく橋 ― 西
岡 京治 ―

ブータンの農業の発展
に力を尽くした西岡京
治さんとブータンの
人々との関わりについ
て考えることを通し
て、他国の人々や文化
を理解し、日本人とし
ての自覚をもって国際
親善に努めようとする
道徳的実践意欲を培
う。

○ブータンについて簡単に紹介し、題材への意識付けを図
る。
○ブータンに派遣された西岡さんは、どのようなことを
思っていたのでしょう。
○シェムガンの開発に当たって、西岡さんが粘り強く話し
合いを続けたのはどうしてでしょう。
○西岡さんがシェムガンを去る時に現地の人々が流した涙
には、どんな思いが込められていたのでしょう。
◎西岡さんは、ブータンの人々に日本の技術を伝える中
で、どんなことを大切にしたのでしょう。
○道徳ノートP20を読み、授業を通して感じたこと、考えた
ことをP26以降の学習の記録に記入させる。

1


