
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 親切な行為 B 7 親切、思いやり おばあちゃんの指定席

おばあさんや男の人に
席を譲るゆうこの行動
に込められた心につい
て考えることを通し
て、誰に対しても思い
やりの心をもち、相手
の立場に立って親切に
する道徳的実践意欲を
培う。

○学習課題として「思いやり」を提示し価値への方向付け
を図る。
○おばあさんのうれしそうな顔を見て、もっとうれしく
なったゆうこの気持ちを想像してみましょう。
◎おばあさんとの約束があるのに、ゆうこが男の人に席を
譲ろうと思ったのは、どうしてでしょう。
○ゆうこは、どのような思いで、おばあさんに席がないこ
とを伝えたのでしょう。
○笑顔で大きくうなずいたおばあさんは、ゆうこに何と
言ってあげたかったのでしょう。
○授業を通して「思いやり」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。

1

2
立場や考え方
の違いを越え
て

B 11 相互理解、寛容 ブランコ乗りとピエロ

サムの心を理解したピ
エロが気付いたことに
ついて考える学習を通
して、広い心で自分と
異なる意見や立場を尊
重する道徳的態度を養
う。

○サーカスを見たことあるかを尋ね、題材への意識付けを
図る。
○「二人のスター」とはそれぞれどのような人ですか。
○時間を過ぎても演技し続けるサムを見ながら、ピエロは
どんなことを思っていたのでしょう。
○演技を終えてぐったりとしているサムの姿を見て、ピエ
ロはサムのどんな心を理解したのでしょう。
◎サムを憎む気持ちが消えて、ピエロはどんな気持ちに満
たされているでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。P12上段の書き込み欄を活用
してもよい。

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。インターネットの利用環境等を考慮してご指導ください。

つきましては、以下の点にご留意いただき、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。

令和２年度　道徳科の年間指導計画案【第６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６」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」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」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、教科書本冊内で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。

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
自分のよさを
伸ばす

A 4 個性の伸長 心は変わる

個性についての松岡修
造さんの考え方を知
り、その理解を基に自
分の生活を想起する学
習を通して、自分の特
徴を多面的・多角的に
捉え、自分自身を伸ば
していこうとする道徳
的実践意欲を培う。

○松岡修造さんのイメージを交流し、題材への意識付けを
図る。
○変えられる心と、変わらない自分らしさがあると言う松
岡さんの意見について、どう思いますか。
◎松岡さんはどのような思いで「自分の心の置き方しだい
で心は必ず変えることができる」と断言しているのだと思
いますか。
○これから自分らしさを磨いていくためには、どのような
ことを大切にすればよいと思いますか。
○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

4
節度のある生
活

A 3 節度、節制 達也の転校

修司の情報通信機器と
の関わり方について考
えることを通して、節
度のある生活が自分や
他人の快適な生活を守
ることに気付き、節度
を守り、節制を心掛け
る道徳的実践意欲を培
う。

○「ちょっとだけ」という言葉を使う場面について尋ね、
題材への意識付けを図る。
○父からタブレットを手渡され、「よく考えて使うんだ
よ」と言われた時、修司はどんなことを考えたのでしょ
う。
○午前6時8分に届いた達也からのメ－ルを見た時、修司は
どんなことを考えたのでしょう。
◎待ちわびていたはずの達也からのメールに気付かなかっ
たことを、修司はどう思っているでしょう。
○「よく考えて使うんだよ。」という父の言葉に、今、修
司はどんな返事を考えているでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノ－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。
・修司の情報通信機器の使い方には、どのような問題があるので
しょう。
・痛む頭の中でお父さんの言葉がこだましたとき、修司はどのよう
なことを考えたのでしょう。
・自分の生活習慣をふり返り、度を過ごしてしまったことなど、見
直したいところはありますか。
◇webコンテンツの「情報機器の使い方について考える動画」を視
聴する。
○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

5
伝統と文化の
尊重

C 17
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

ヤリガンナ ― 西岡 常
一 ―

西岡常一さんのヤリガ
ンナ復活へかける強い
思いを探ることを通し
て、先人たちが受け継
いできた伝統文化の大
切さを知り、我が国の
伝統や文化を尊重し、
更に発展させていこう
とする道徳的心情を育
む。

○古い道具に関心をもったことがあるかを尋ね、題材への
意識付けを図る。
○ヤリガンナが長い歴史の中で姿を消していたのに、西岡
さんがその復元にこだわったのはどうしてでしょう。
○まったく同じ物を作ることができなかった時、西岡さん
はどんな気持ちだったでしょう。
○刀匠の水野さんの協力を得て、昔の鉄でヤリガンナがで
きた時の西岡さんはどんな気持ちだったでしょう。
◎「古いだけがいいんやったら、そこに落ちてる石ころの
ほうが、はるかに古いんや。」という言葉には、西岡さん
のどのような思いが込められているのでしょう。
○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。P19下段の書き込み欄を活用
してもよい。

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 正義の実現 C 13
公正、公平、社
会正義

苦い思い出

筆者の苦い思い出から
いじめの問題について
考えることを通して、
いじめの問題の背後に
ある人間の弱さに気付
き、弱さを乗り越え
て、正義を愛し、いじ
めや不公正な行為を絶
対に許さない道徳的態
度を養う。

○教材に簡単に触れ、学習課題を提示する。
○少女をからかっていた時の筆者は、どんな気持ちだった
のでしょう。
○自分の行為がいじめだと気付いた時の筆者の衝撃とは、
どのようなものだったのでしょう。
◎筆者はどうして50年以上たってもその時の衝撃を忘れる
ことができないのでしょう。
○いじめをなくすために、私たちが出来ることやしなけれ
ばならないことはどのようなことでしょう。
○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

7 誠実な生き方 A 2 正直、誠実 手品師

手品師の迷いと決断に
ついて考えることを通
して、誠実に生きるこ
とのすがすがしさに気
付き、自分自身に対す
る誠実さを大切にしよ
うとする道徳的心情を
育む。

○教材の登場人物に触れ、題材への意識付けを図る。
○手品師が男の子に「きっと来るよ」と約束したのはどん
な気持ちからでしょう。
○「迷いに迷っている」手品師は、どんなことを心の中で
考えているのでしょう。
◎手品師はどんな思いで、きっぱりと「せっかくだけど、
あしたは行けない。」と言ったのでしょう。
○手品師の「ぼくにとっては」という言葉にはどんな思い
が込められているのでしょう。
○手品師はたった一人のお客様を前にどんな気持ちで手品
をしているでしょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。

1

8
自由であるこ
と

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

さとるの夏、みきおの
夏

さとるとみきおの「自
由」に対する考え方の
違いについて考えるこ
とを通して、自由だか
らこそ大切にしなけれ
ばならないものがある
ことに気付き、自律的
に判断し、責任のある
行動をする道徳的判断
力を高める。

○過去にどんな自由研究をしたか、どんなことを基準に決
めたかを想起させ、題材への意識付けを図る。
○さとるとみきおの自由研究に対する考え方には、どのよ
うな違いがあるのでしょう。
◎みきおと別れた後、さとるはどのようなことを考えたと
思いますか。
○自由研究の「自由」にはどんな意味が込められているの
でしょう。
○自由だからこそ大切にしなければならないことは何で
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
自由に伴う責
任

A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

自由だからこそ

自由に関する様々な意
見や、谷川浩司さんの
文章から自由に伴う責
任について考えること
を通して、自由を大切
にし、自律的に判断
し、責任のある行動を
する道徳的態度を養
う。

○学習課題として「自由」について考えることを伝える。
○「自由」についての4人の意見について、あなたはどう思
いますか。
○「自由」にできることが増えてくると、どんなことが起
きるでしょう。グループで話し合ってみましょう。
◎「自由」とはどういうものでしょう。
○谷川さんの文章や「インターネット上の自由と責任」を
読んで、それぞれにどんな自由とどんな責任があるか、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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

10 命の価値 D 19 生命の尊さ 七十八円の命

動物の殺処分について
知った「私」の気持ち
を共感的に理解するこ
とを通して、生命のか
けがえのなさに気付
き、決して軽々しく扱
われてはならないもの
として生命を尊重する
道徳的判断力を高め
る。

○キキと子猫を板書提示し、題材への意識付けを図る。
○「私」はどう思って、キキや子猫たちを自分の飼い猫の
ようにかわいがったのでしょう。
◎猫の命が、七十八円で処分されているという現実を知っ
た「私」は、どんなことを考えたのでしょう。
○「私」はキキをぎゅっと抱きしめた時、言葉が分かるな
らキキにどんなことを話したいと思っていたのでしょう。
○これまでに命の価値や重さについて考えたことがありま
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たのち、命のかけがえのなさに
ついて教師が語る。

1

11
互いを理解
し、信頼する
友情

B 10 友情、信頼
章太と孝治 ― かげぼ
うし ―

孝治と小川さんとの関
係から友情について見
つめ直した章太の心情
を共感的に理解するこ
とを通して、互いに理
解し合い、信頼を基盤
としたよりよい友達関
係を築いていこうとす
る道徳的実践意欲を培
う。

○「本当の友情」とはどのようなものかを尋ね、価値への
方向付けを図る。
○楽しそうに話す孝治と小川さんを見掛けてから、章太は
どのようなことを考えていたのでしょう。
○まっすぐな孝治の目を見て、章太は何を恥ずかしく感じ
たのでしょう。
◎かげぼうしの先を見つめながら、「本当の友情」につい
て章太はどんなことを考えていたでしょう。
○授業を通して「本当の友情」について感じたことや考え
たことを道徳ノートP11の書き込み欄に記入させる。

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
ふるさとを愛
する心

C 17
伝統と文化の尊
重、国や郷土を
愛する態度

高らかにひびけ

震災の年にも祭りを開
いた気仙町の人々と
「私」の思いについて
考えることを通して、
郷土を愛し、郷土の伝
統と文化を大切にしよ
うとする道徳的実践意
欲を培う。

○ふるさととはどんなところかを尋ね、価値への意識付け
を図る。
○「私」の心に笛や太鼓の音、人々の笑顔が浮かんだのは
どうしてでしょう。
○「私」が演奏に込めた思いとは、どんなものだったので
しょう。
◎「私」は、どうしてお年寄りの涙にぬれた笑顔を忘れる
ことができないのでしょう。
○今日の話を通して考えたことを基に、「ふるさととはど
んなところなのか、もう一度考えてみましょう。
○授業を通して感じたことや考えたことを道徳ノートP26以
降の学習の記録に記入させる。

◇webコンテンツの「気仙町けんか七夕」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。
・生きることにせいいっぱいな避難所での生活にも関わらず、人々
はどうして祭りを開こうと決めたのでしょう。
・お年寄りのなみだにぬれたえがおを見て、「私」はどのような思
いをいだいたのでしょう。
・あなたは自分が生まれ育った地域と、これからどのように関わっ
ていきたいですか。
○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

13 家族のきずな C 15
家族愛、家庭生
活の充実

三六五×十四回分のあ
りがとう

佐江子さんとお母さん
との関係やそれぞれの
思いについて考えるこ
とを通して、愛し合
い、支え合う家族のき
ずなのすばらしさを感
じ、家族に対して感謝
と尊敬の念をもって敬
愛する道徳的心情を育
む。

○家族とはどんな存在かを想起させ、価値への方向付けを
図る。
○この手紙で印象に残ったところはどこでしょう。
○手術の日が決まってから、お母さんはどんな思いで何度
も「がんばれ」と言っていたのでしょう。
◎「三六五×十四回分の『ありがとう』を言いたい」とい
う言葉には、佐江子さんのどのような思いが込められてい
るのでしょう。
○佐江子さんにとってのお母さんとは、どのような存在
だったのでしょう。
○P57「佐江子へ」を読んだのち、自分にとって家族とはど
んな存在か、道徳ノートP17上段の書き込み欄に記入させ
る。

1

14
夢や高い目標
に向かう

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

夢に向かって

3人のアスリートがそ
れぞれ夢に向かって努
力を続けた姿について
考えることを通して、
夢や希望をもつことが
課題や困難を乗り越え
る人間の強さにつなが
ることに気付き、より
高い目標に向かって、
くじけずに物事をやり
抜こうとする道徳的実
践意欲を培う。

○世界的に活躍している日本のスポ－ツ選手を想起させ、
題材への意識付けを図る。
○3人の選手のエピソ－ドを読んで、どんなことが印象に残
りましたか。
○3人の選手が壁にぶつかった時、どんなことを考えたので
しょう。
◎3人の選手が夢の実現に向けて見つめ続けたものは何で
しょう。
○夢や理想を実現するためには、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。

○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。
・三人のどのようなところが印象に残りましたか。それはどうして
でしょう。
・かべをこえた三人がもっていた、共通する心とは、どんな心で
しょう。
・あなたは、今、どんな夢をもっていますか。これから、どのよう
にして夢を実現したいですか。
○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

15 自由と責任 A 1
善悪の判断、自
律、自由と責任

頂上はすぐそこに

登頂を続けるか否かの
決断を迫られた「私」
の心の動きから、自由
に伴う責任について考
えることを通して、自
律的に判断し、責任の
ある行動をする道徳的
判断力を高める。

○「自由」から連想されることを考え、価値への方向付け
を図る。
○仲間たちから不安や注意を言われても、「私」が単独登
山を決行しようとしたのはどうしてでしょう。
○霧が出て動けなくなっている間、「私」はどのようなこ
とを思っていたのでしょう。
○霧の中から現れた美しい頂きを見て、「私」はどんなこ
とを考えていたのでしょう。
◎「私」はどのようなことを考えて下山を決意したので
しょう。
○下山しながら、「私」はどんなことを考えていたので
しょう。
○自由や責任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。
・きりの中から現れた美しい頂きを見たとき、「私」はどんな気持
ちだったのでしょう。
・「私」は、どのように考えて引き返すことを決断したのでしょ
う。
・自由のために一人を好む「私」は、今回の登山で、自由について
どんなことを学んだのでしょう。
・自分の行動に責任をもつとは、どういうことだと考えますか。
○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
相手の立場に
立って親切に

B 7 親切、思いやり 車いすの少女

車いすの少女に対する
お母さんと啓太のそれ
ぞれの思いについて考
えることを通して、単
に手を差し伸べること
だけが親切な行為の表
れではないことに気付
き、相手の立場に立っ
て親切にする道徳的態
度を養う。

○今までに親切にした経験を尋ね、価値への方向付けを図
る。
○少女のお母さんは、どのような考えで「やめてくださ
い」と言ったのでしょう。
○啓太が手を貸そうとしたことは、間違ったことなので
しょうか。理由と一緒に答えてください。
◎2人を見送っている時、啓太はどんなことを考えていたで
しょう。
○本当の思いやりや親切とは、どのようなものなのでしょ
う。
○親切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

17
物事を探究す
る心

A 6 真理の探究
この本のすべてを ―
「解体新書」の誕生 ―

未知なるものに挑んだ
杉田玄白、前野良沢ら
の熱意と苦難を想像
し、彼らを支えていた
思いについて考えるこ
とを通して、真理を尊
び、物事を探究しよう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○宿題の中に全く分からない問題があったら、どうするか
を考え、価値への方向付けを図る。
○「ターヘナル・アナトミア」に初めて触れた玄白は、ど
のようなことを考えたのでしょう。
○「oog」は「目」、「oor」は「耳」を表します。では
「wenkbrauw」（眉）は何だと思いますか。
○「○に十字」ばかりが続く時、3人はどんなことを思った
のでしょう。
○これだという訳が見付かった時の「最高の宝を手に入れ
た気持ち」とはどのようなものだったのでしょうか。その
時の玄白たちになったつもりで表現してみましょう。
◎翻訳を成し遂げた時、玄白たちはどのようなことを考え
たのでしょう。
○玄白たちを支えていた思いについて考え、道徳ノートP6
の書き込み欄に記入させる。また、自分にも同じような思
いがあるか考え、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

18 家族の幸せ C 15
家族愛、家庭生
活の充実

はじめてのアンカー

父の本当の思いを知っ
たまきの心について考
えることを通して、家
族が互いに信頼し合
い、固いきずなで結ば
れていることの尊さに
気付き、家族の幸せを
求めて、進んで役に立
とうとする道徳的実践
意欲を培う。

○てるてるぼうずに注目するよう伝え、題材への意識付け
を図る。
○あさみにVサインを出したまきは、どんな気持ちだったの
でしょう。
○「うそ……、うそでしょ。」と言った時のまきは、どん
な気持ちだったのでしょう。
◎夕焼けに染まった坂道を走りながら、まきはどんなこと
を考えていたでしょう。
○肩を落として玄関を出て行ったお父さんは、どんなこと
を思っていたのでしょう。
○今回のことで、まきが気付いた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。

○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。
・父が漁に出ると聞いたとき、まきはどんな気持ちになったでしょ
う。
・おばあさんの言葉に、まきの胸はどうしてちくりと痛んだので
しょう。
・てるてるぼうずを持って父を追いかけるまきは、どんなことを考
えていたのでしょう。
・あなたは、家族のために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

19
生命に対する
畏敬

D 19 生命の尊さ メジロ

メジロを捕まえたこと
で起こった出来事から
「私」が抱いた思いに
ついて考えることを通
して、かけがえのない
命を奪うことに対する
畏れを共感的に理解
し、多くのつながりの
中にある生命を尊ぶ道
徳的心情を育む。

○メジロの写真を見せ、題材への意識付けを図る。
○祖父に反対されても、「私」がメジロを捕ろうとしたの
はどうしてでしょう。
○弱ったメジロを抱いたまま、「私」が祖父の部屋に駆け
込んだのはなぜでしょう。
◎冷たくなったメジロを巣に戻し、夢中になって逃げ出し
た「私」は、どんなことを思っていたのでしょう。
○半世紀たった今でも、「私」がこの出来事を忘れられな
い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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

20 本当の礼儀 B 9 礼儀 客には言わんのですか

フジ三太郎の体験につ
いて考えることを通し
て、礼儀のよさは相手
を敬愛する心と形が一
体となって初めて表れ
ることに気付き、礼儀
の意義を理解し、真心
をもって接する道徳的
実践意欲を培う。

○学習課題として「本当の礼儀」という言葉を提示する。
○「客には言わんのですか」というフジ三太郎は、どんな
気持ちだったのでしょう。
○男の子がこのような挨拶をしたのは、両親の厳しいしつ
けで、礼儀作法をどのようなものだと考えているからなの
でしょう。
○男の子はどんなことを思いながら挨拶をしているので
しょう。
◎「本当の礼儀」とは、どういうものなのでしょう。
○生活を振り返り、これから自分が大切にしていきたいと
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

21
自他の権利と
義務

C 12 規則の尊重 自由という名の席

新幹線の中での出来事
について考えることを
通して、公共の場所に
おいて公徳を重んじる
ことの大切さに気付
き、社会生活上のきま
りを守って、自他の権
利を尊重し、自らの義
務を進んで果たす道徳
的態度を養う。

○自分の地域にある公共の施設や公共交通機関を想起さ
せ、学習課題を提示する。
○2人のそれぞれの言い分を聞いて、どのように思います
か。
○自分以外の席を占領している様子を見て、吉村さんが
（ちょっと自分にはできないなあ。）と思ったのはどうし
てでしょう。
○うでを組んで目を固くつむっている男性や、窓におでこ
をくっつけている女性は、心の中でどんなことを思ってい
るのでしょう。
◎吉村さんは「自由席」と書かれたプレートを見上げなが
ら、どんなことを考えていたのでしょう。
○すべての人が暮らしやすい社会にするために大切にした
いことを道徳ノート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。
・車両のおくで言い合う男女それぞれの言い分を、あなたはどう思
いますか。
・吉村さんは「自由席」と書かれたプレートを見上げて、どんなこ
とを考えていたのでしょう。
・だれもが気持ちよく過ごせるように、公共の場では、どんなこと
に注意しなければならないのでしょう。
○道徳ノートを活用する。
・P14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

22
友達を信頼す
る

B 10 友情、信頼 ロレンゾの友達

友人としてどうするべ
きか悩む3人のそれぞ
れの思いについて考え
ることを通して、友達
を信頼することの大切
さに気付き、友達と互
いに信頼し合える人間
関係を築いていこうと
する道徳的判断力を高
める

○学習課題として「本当の友達」を提示する。
○みなさんは、3人の誰の考えに賛成するでしょうか。理由
も合わせて教えてください。
○3人の考えに共通するのはどのような思いなのでしょう。
○あらん限りの力で抱きしめ合ったとき、3人はどのような
思いだったのでしょう。
◎かしの木の下で話し合ったことを、3人が口にしなかった
のはどうしてでしょう。
○本当の友達であるためには、どのようなことが必要なの
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。

○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。
・あなたなら、三人のだれの考えに賛成しますか。それはなぜで
しょう。
・あらん限りの力でだきしめ合ったとき、三人はどのような思い
だったのでしょう。
・望ましい友情とは、どのようなものだとあなたは考えますか。
○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

23 きまりの意義 C 12 規則の尊重 星野君の二るい打

チームの規則を破った
星野君の行動と、監督
の話を聞いてうつむく
星野君の気持ちについ
て考えることを通し
て、きまりには意味が
あることに気付き、規
則を守って、自らの義
務を果たそうとする道
徳的態度を養う。

○野球のルールについて簡単に説明し、前提となる知識の
共通理解を図る。
○星野君はどう考えて、バントをせずにバットを振ったの
でしょう。
◎うつむいたまま、星野君はどんなことを考えていたのだ
ろう。
○うつむいている星野君に、あなたが声を掛けるとした
ら、何といいますか。
○きまりを守る大切さについて、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



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 感謝に応える B 8 感謝 最後のおくりもの

ジョルジュじいさんの
思いを知ったロベーヌ
の心の動きについて考
えることを通して、
人々に支えられている
ことに感謝し、それに
応えていこうとする道
徳的実践意欲を培う。

○「贈り物」の意味について考え、題材への意識付けを図
る。
○贈り物が届いた時、ロベーヌはどんな気持ちになったで
しょう。
○思わずくちびるをかみながら、ロベーヌはどんなことを
思っていたのでしょう。
○ロベーヌは、しばらくうつむいて何を考えていたので
しょう。
◎ロベーヌは、どうしてきっぱりと「むすこなんです。」
と言えたのでしょう。
○ロベーヌは、どんな決意をしたのでしょう。
○感謝の心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

25
働くことの充
実感

C 14
勤労、公共の精
神

ぼくの仕事は便所そう
じ

おばあさんの言葉に
よって、便所掃除に対
する心構えが一変した
「ぼく」の気持ちを考
えることを通して、働
くことの意義や充実感
を知り、進んで公共の
ために役立とうとする
道徳的実践意欲を培
う。

○筆者の西山登志雄さんの紹介をして、題材への意識付け
を図る。
○「ぼく」は、便所掃除がどうして嫌で嫌で仕方がなかっ
たのでしょう。
◎「ぼく」は何に気付いて「一生けん命にそうじしてみよ
う」と決心したのでしょう。
○「ぼく」はなぜ「真理」を発見することができたので
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

26
人間として生
きる喜び

D 22
よりよく生きる
喜び

花のき村と盗人たち

涙を流す盗人のかしら
の心の動きについて考
えることを通して、人
間の良心を共感的に理
解し、弱さを乗り越え
て、人間としてよりよ
く生きようとする喜び
を感じる道徳的心情を
育む。

○どんな時に人は涙を流すかを尋ね、題材への意識付けを
図る。
○花のき村にやってきた時、かしらは盗人である自分のこ
とをどのように思っていたのでしょう。
○かしらが、子牛だけはどうしても返したいと思ったのは
どうしてでしょう。
○どんなことに気付いて、かしらは、かきの木のそばで立
ち止まったのでしょう。
◎かしらは、涙と一緒にどんな心を捨てたのでしょう。
○かしらの中の、何がそんな心を捨てさせたのでしょう。
○自分にもかしらと同じような心があるか、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

27
よりよい学校
づくり

C 16
よりよい学校生
活、集団生活の
充実

ひるがえる校章旗

卒業生の若い男の人の
話を聞いて、信二が気
付いたことについて考
える学習を通して、自
分の役割を自覚して、
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。

○学校とはどんな場所か、自分の考えを確認させ、価値へ
の方向付けを図る。
○2人が掲揚した校章旗にしばらく見とれたのはどうしてで
しょう。
○信二が係の仕事を引き受けたのを後悔したのはどうして
でしょう。
◎男の人の話を聞いて胸を熱くした信二は、どんなことを
思っていたのでしょう。
○男の人は、どうして校章旗が上がっているのを見るとう
れしくなるのでしょう。
○信二が卒業するまで係を頑張ろうと思えたのはどうして
でしょう。
○後輩たちに受け継いでいきたいこの学校のよさと、それ
を伝えるためにできることを考え、道徳ノートP26以降の学
習の記録に記入させる。

1

28
正直で誠実な
生き方

A 2 正直、誠実
兵後さんのパラリン
ピック

パラリンピックで兵後
さんがとった行動を共
感的に理解することを
通して、誠実に生きる
ことのすばらしさを感
じ取り、自分自身に対
して誠実であろうとす
る気持ちを大切にする
道徳的心情を育む。

○正直に言うと不利になるという経験をしたことがあるか
を尋ね、教材への意識付けを図る。
○厳しい練習に励んできた兵後さんの意気込みはどんなも
のだったでしょう。
○現地の検査で「弱視の程度が少し軽い」と判定された時
の兵後さんの気持ちについて考えてみましょう。
○兵後さんはどんな気持ちで再検査に臨んだのだと思いま
すか。
◎「フェアプレー賞」は、兵後さんのどのようなところに
対して贈られたのでしょう。
○これまで、正直にふるまってよかったなと思った経験は
ありませんか。その時の気持ちも合わせて考えてみましょ
う。
○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。
・検査にのぞむ兵後さんの態度に、医師たちはどうして心を打たれ
たのでしょう。
・「フェアプレー賞」は、兵後さんのどのようなところに対してお
くられたのでしょう。
・兵後さんのような生き方について、あなたはどんなことを感じ、
考えましたか。
○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

29
限りある生命
を懸命に生き
る

D 19 生命の尊さ 星への手紙

衰えゆく身体で残り少
ない人生を生きる北原
敏直君が詩に込めた思
いについて考えること
を通して、限りある生
命を懸命に生きること
の尊さを共感的に理解
し、かけがえのない生
命を尊ぶ道徳的心情を
育む。

○「わけてあげよう」を読み、どんな作者のどんな思いを
込めた詩なのかを想像させ、教材への意識付けを図る。
○高校卒業の時、「進学」でもなく「就職」でもなく、た
だ「笑って、旅立つこと」を目指していた生徒たちは、ど
んなことを考えていたのでしょう。
◎北原君は、どのような思いを込めて詩を書いたのでしょ
う。
○北原君の詩を読んだ多くの人たちが、「詩にはげまされ
た」と感じたのはどうしてでしょう。
○生と死、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P22下段の書き込み欄または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。
・北原君は、どのような思いをこめて詩を書いたのでしょう。
・北原君の詩を読んだ多くの人たちが、「詩にはげまされた」と感
じたのはどうしてでしょう。
・あなたは、生と死、命について、どんなことを感じたり、考えた
りしましたか。
○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
日本人として
の自覚をもっ
た国際親善

C 18
国際理解、国際
親善

太平洋の橋になりたい
― 新渡戸 稲造 ―

国際社会で力を尽くす
新渡戸稲造の生き方を
貫いている思いについ
て共感的に理解するこ
とを通して、他国の
人々と交流して、互い
の文化を尊重し合える
関係を築き、国際親善
に努めようとする道徳
的実践意欲を培う。

○新渡戸稲造について時代背景などとともに簡単に紹介
し、題材への意識付けを図る。
○稲造はメリーに日本の文化について質問された時、どん
なことを考えたでしょう。
○ラブレー先生の疑問に答えられない稲造はどのようなこ
とを考えたでしょう。
◎稲造は、どんな思いを込めて長い歳月をかけ「武士道」
を著したのでしょう。
○あなたが、外国の人に伝えたい日本や日本人のよさはど
こでしょう。
○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

31 心の崇高さ D 21 感動、畏敬の念 青の洞門

村人や実之助の心を動
かした了海の姿につい
て考えることを通し
て、人間の奥深さを感
じ取り、気高いものに
感動する心や崇高なも
のに対する畏敬の念を
大切にする道徳的心情
を育む。

○教材の舞台などを紹介し、題材への意識付けを図る。
○桟道を渡り切った時、どんな思いが了海の心の底から湧
き上がってきたのでしょう。
○最初は見向きもしなかった村人が石工まで雇って手伝お
うとするようになったのは、どうしてでしょう。
○実之助が、仇討ちをしようと洞窟に入ったのに、槌をふ
るう了海を見て何もできなかったのは、どうしてでしょ
う。
◎「そこにすべてを忘れ、感激の涙にむせび合った」とあ
りますが、その時の2人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P26以
降の学習の記録に記入させる。

1

32
相手の立場に
立った言動

B 7 親切、思いやり
「がんばる」はぼくの
宿題

「がんばれ」という言
葉を口にできなくなっ
た鎌田實さんの心の変
化について考えること
を通して、思いやりや
親切には様々な形があ
ることに気付き、相手
の立場を考え相手の気
持ちを想像して、親切
にする道徳的態度を養
う。

○「思いやり」という言葉から思い浮かべることを話し合
い、価値への方向付けを図る。
○鎌田さんはどんな気持ちで、患者さんたちに「がんば
れ」と言っていたのでしょう。
○「もう……、がんばれません」と患者さんに言われた
時、鎌田さんはどんなことを考えたのでしょう。
◎病室に通い続け、そして患者さんと対話し続けること
で、鎌田さんはどのようにありたいと考えたのでしょう。
○思いやりについて、新たに気付いたことはありますか。
それ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P8下
段の書き込み欄または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。
・「もう……、がんばれません」とかん者さんに言われたとき、鎌
田さんはどんなことを考えたのでしょう。
・かん者さんと対話し続けることで、鎌田さんはどのようにありた
いと考えたのでしょう。
・人を思いやることについて、改めて気づいたことや考えたことは
ありますか。
○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

33
「もったいな
い」と感じる
心

A 3 節度、節制
二つの「もったいな
い」

落とし物箱のエピソー
ドとワンガリ・マータ
イさんのエピソードを
基に、「もったいな
い」と感じる自分の心
について考えることを
通して、自分の生活を
見直して、節度を守
り、節制に心掛けよう
とする道徳的実践意欲
を培う。

○生活の中で「もったいない」と感じた体験を想起させ、
教材への意識付けを図る。
○「落とし物箱」を見ながら、二組のみんなは、どんなこ
とを考えていたのでしょう。
○落とし物箱に入っていたのに、みんなはどうして探しに
いかなかったのでしょう。思い付く理由を挙げてみましょ
う。
◎私たちが「もったいない」と感じるのは、どんな心があ
るからでしょう。
○「もったいない」と感じる心を大切にするには、どんな
ことに気を付ければよいのでしょう。
○これからの自分の生活で大切にしていきたいことを道徳
ノートP26以降の学習の記録またはP3下段の書き込み欄に記
入させる。

1

34 自然の偉大さ D 20 自然愛護
地球の時間、ヒトの時
間

46億年の地球の歴史
と、ほんのわずかな時
間でもたらされた人類
による自然環境への影
響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。

○教材文冒頭のクイズについて1メートルの長さを提示して
考えさせ、教材への意識付けを図る。
○地球の長い歴史の中で生まれた、人間が生きていくため
に必要なものを挙げてみましょう。
○長い長い歴史をもつ地球と、ごく短い歴史しかもたない
人類との関係について、どんなことを感じ、考えました
か。
◎人間のどんな考えが、これほどまでに短い時間で環境問
題を悪化させてきたのでしょう。
○美しい地球を未来に残していくためには、どんなことが
大切だと思いますか。
○自然とは人間にとってどんな存在なのか、また、授業を
通して感じたことや考えたことを道徳ノートP23上段の書き
込み欄またはP26以降の学習の記録に記入させる。

1

35
夢の実現に向
けての希望と
勇気

A 5
希望と勇気、努
力と強い意志

未来を変える挑戦 ―
スティーブ・ジョブズ
―

スティーブ・ジョブズ
の夢を実現させるため
の姿勢について考える
ことを通して、夢や希
望をもって好きなこと
に取り組むことの大切
さに気付き、自分の夢
や希望を掲げて、勇気
をもって困難や失敗を
乗り越えて努力する道
徳的実践意欲を培う。

○スマートフォンやタブレットを提示しながらスティー
ブ・ジョブズについて簡単に紹介し、題材への意識付けを
図る。
○会社を追われたジョブズは、一人でどのようなことを考
えていたでしょう。
○ジョブズはどうしてコンピュータの世界に再び戻ってき
たのでしょう。
◎ジョブズの生き方が私たちに教えてくれるのはどのよう
なことでしょう。
○自分の夢を実現することについて考えたことをノートに
書いてみましょう。
○P157の「大好きなことを探し続ける」を読み、余韻を残
して終わる。

1


