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【考えよう】
　ウソをついて帰った翌
日の緊急ミーティング
で、なぜ「私」はうわの
空だったのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　演奏会が成功に終わっ
ても、「私」がみんなの
ように喜べず、一人取り
残されたような気持ちが
したのはどうしてか。考
えたことを出し合ってみ
よう。
【見つめよう】
　集団の一員として役割
をもって参加する場合
に、大切な心構えはどん
なことだと思うか。ノー
トなどに書いてみよう。

【考えよう】
　オリンピック・ムーブ
メントのもつ目的、「平
和でよりよい世界の建設
に貢献する」ということ
について、感じたことを
ノートなどに書いてみよ
う。
【考えよう】
　オリンピック・パラリ
ンピック大会が日本で開
催されるということは、
私たち日本人にとって、
どのような意味があると
思うか。考えたことを
ノートなどに書いてみよ
う。
【見つめよう】
　今のあなたができる国
際社会への貢献はどんな
ことだろうか。また、そ
れはどんな思いや願いに
よるものなのだろうか。
ノートなどに書いてみよ
う。

【考えよう】
　あなたがもし、余命三
か月と宣告されたら、ど
んなことを考えるだろう
か。思ったことをノート
などに書いてみよう。
【考えよう】
　余命三か月と宣告され
てからも、踊を続けてい
る真理子さんの姿をどの
ように感じるか。感じた
ことをノートなどに書い
てみよう。
【見つめよう】
　命を輝かせて生きるた
めに、どのようなことを
大切にしたいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。

【考えよう／意見交換】
　「キジア台風」によっ
て錦帯橋が流されていく
姿を見た市民はどのよう
な気持ちだったと思う
か。思ったことを発表し
よう。
【考えよう／意見交換】
　大工たちはどんな思い
で錦帯橋を架け替えてき
たのだろうか。その業績
についてどんなことを感
じるか。思ったこと、感
じたことを出し合ってみ
よう。
【見つめよう】
　あなたの街にある伝統
的な建物や行事などに込
められている先人たちの
思いやエピソードなどに
ついて調べ、どんなこと
を受け継いでいこうと思
うか、考えてみよう。

【考えよう】
　豚の悲鳴を聞いた時、
「僕」はどんなことを
思っただろうか。「僕」
になったつもりで考えた
ことを、ノートなどに書
いてみよう。
【考えよう】
　豚の温かさが伝えてく
れた、言葉以上のものと
はどんなことだろう。考
えたことをノートなどに
書いてみよう。
【見つめよう】
　生き物の命をもらって
生きていることについ
て、思ったことをノート
などにまとめよう。
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【考えよう／意見交換】
　シドニーオリンピック
の予選で敗退した為末さ
んは、その結果からどん
なことを考えたのだろう
か。話し合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　「何が失敗で何が成功
なのかなんて、実は分か
らない……あるのは、今
の姿だけ」とはどういう
ことだと思うか。考えた
ことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　自分自身に起きている
ことについて、どんなふ
うに発想を変えて取り組
んでいきたいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。
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【考えよう／意見交換】
　あなたは、「日本」と
いう国を、どのようなイ
メージで捉えているか。
発表してみよう。
【考えよう／意見交換】
　なぜ王さんは、「国旗
が掲揚されるときには…
…起立ぐらいしたら」と
思っているのか。考えた
ことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　あなたは、「祖国」と
いう言葉に、どのような
思いを重ねていきたい
か。ノートなどに書いて
みよう。
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【考えよう】
　長男は、どんなことを
思いながら魚をきれいに
食べたのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　長男が口に出して言え
なかったどんなことが
「私」に伝わったのだろ
うか。考えを出し合って
みよう。
【見つめよう】
　あなたは、家族にとっ
てどんな存在でありたい
と思うか。ノートなどに
書いてみよう。
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【考えよう】
　四人で組みになって、
先発メンバーについての
不満を言う一年生と茂、
その茂に意見を言う浩二
と信一郎の役を分担し、
それぞれの場面を再現し
て、茂の悩みを感じてみ
よう。
【考えよう／意見交換】
　稔と正夫が練習してい
る姿を見て、茂はなぜ何
も言わないで帰ることに
したのだろうか。話し
合ってみよう。
【見つめよう】
　同じものを目指しなが
らも、さまざまな見方や
考え方があるとき、どの
ようにすればよいだろう
か。ノートなどに書いて
みよう。
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【考えよう】
　ガリレオのどんな思い
が、アリストテレス派と
カトリック教会の権威と
ぶつかる実験結果や観測
結果につながったのだろ
うか。
【考えよう／意見交換】
　二回めの宗教裁判で宣
誓させられたガリレオ
は、どんな思いで『新科
学対話』を著したのだろ
うか。考えたことを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　正しい結論に到達する
ためには、どんな見方や
考え方をもっていればよ
いだろうか。ノートなど
に書いてみよう。

家庭科

C-14 家族愛、家庭生活
の充実

保健体育、特別活動

【考えよう／意見交換】
　「あんな不良」と思っ
ていた「私」の判断の根
拠は何だろう。考えたこ
とを出し合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　「なんで彼を不良だな
んて思っていたのだろう
か、と初めて思った。」
時の「私」の心情の変化
について、どんな理由で
変化したのか話し合って
みよう。
【見つめよう】
　友情を育むために大切
なことはどんなことか。
考えをまとめてノートな
どに書いてみよう。

【考えよう】
　なぜ、「私」は仕事中
の父を羨ましいと感じて
しまったのだろうか。
【考えよう／意見交換】
「才能がないと気づいた
ら、こうやって才能を作
りなさい。」と、ちびた
鉛筆を見せられた時、
「私」はどんなことを感
じたのだろうか。考えた
ことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　目標を決めて達成する
ためには、どんな心を
もっていればよいだろう
か。

特別活動 家庭科、特別活動 特別活動

大輔、雄一、健二、そ
れぞれの判断や行動、
心情を考えることを通
して、何が正しく、何
が誤りであるかを自ら
判断し、自らの行為に
責任をもって物事に取
り組んでいこうとする
心情を深める。

「僕」の小林さんに対
する視線を通して、異
性との間においても互
いに励まし合い、高め
合う人間関係について
考え、それを深めてい
こうとする心情を深め
る。

総合的な学習の時間、
特別活動

特別活動 美術、技術、特別活動

10月9月7月
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【考えよう】
　ガラスを割ったことな
ど全然気にせず、ひなの
命を救ったんだから、少
しぐらい遊んでも罰は当
たらないと言う大輔に対
する感想を、ノートなど
に書いてみよう。
【考えよう】
　ガラスの片づけを始め
ようとしていた健二は、
大輔の誘いに対してどん
な判断をし、遊ぶことに
したのか。判断とその理
由をノートなどに書いて
みよう。
【考えよう】
　次の日健二は、二枚め
のガラスのことについ
て、どのように思い直し
て職員室に向かったのだ
ろうか。その心の様子を
ノートなどに書いてみよ
う。
【見つめよう】
　自主的に考え、判断
し、それに従って行動す
るために大切なことは何
か。ノートなどに書いて
みよう。
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【考えよう】
　「僕」は、泣いていた
子供を笑わせた小林さん
を見て、どんなことを感
じていたか。ノートなど
に書いてみよう。
【考えよう】
　「あの時輝いていたと
オレは思う！！」という
「僕」の言葉は、小林さ
んの心にどのような形で
残っただろうか。考えた
ことをノートなどに書い
てみよう。
【見つめよう】
　男女間の信頼とはどの
ようなものだろうか。
ノートなどに書いてみよ
う。
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家庭科 国語

ソーセージ作りを見学
に行き、解体されたば
かりの豚に触れて、改
めて食品と命との関係
を認識した「僕」を通
して、生命と生命の関
わり合いを理解し、生
き、生かされているこ
とに感謝する心情を深
める。

長い間「正しい」と思
い込まれていた物事に
対して疑問をもち、真
理を追究したガリレオ
の姿勢を通して、真実
を大切にし、真理を求
めようとする心情を深
める。

出稼ぎに出ていた
「私」に、精一杯の手
料理を作って迎える長
男の思いを考えること
を通して、家族の中の
自分について考え、充
実した家庭生活を築こ
うとする心情を深め
る。

A-5 真理の探究、創造

生かされていることへ
の感謝
10 命ということ

真理を求めようとする
姿勢
16 真実から真理を求め
る　―ガリレオ・ガリ
レイ―

家族を思う心
20 ごちそう

外見やその態度から、
人となりを判断してい
た「私」が、イサ男と
気心の知れた間柄に
なっていくエピソード
について考えることを
通して、互いに励まし
合い、高め合いなが
ら、信頼し合っていこ
うとする心情を深め
る。

4
週

D-19 生命の尊さ

音楽、特別活動 国語 美術、技術、総合的な
学習の時間

保健体育、部活動

日本の国籍はもたない
が、中国と日本のどち
らも祖国であると認識
している王貞治さんの
愛国観を通して、国民
としての自覚をもって
国を愛するということ
を考えようとする心情
を深める。

心から信頼し、高め合
う
19 千五百メートル走
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集団の中の自分
3 私の存在

祖国を愛する
6 国

先人の業績に感謝し、
受け継ぐ
9 脈々と受け継がれる
錦帯橋

個性や立場の尊重
15 茂の悩み

みんなで取り組み、成
功した演奏会であった
にもかかわらず、今ひ
とつその喜びに同調で
きない「私」の思いを
考えることを通して、
集団の一員として利己
心を克服し、協力し
合ってよりよい集団生
活を送ろうとする意欲
を高める。

何度流されても、それ
に負けずに錦帯橋の架
け替えを行った先人た
ちや、その技術を受け
継ぎ、より美しい錦帯
橋をつくった職人たち
の姿を通して、地域社
会に尽くしてきた先人
たちの思いを考え、彼
らへの尊敬と感謝の気
持ちをもって郷土を愛
していこうとする心情
を深める。

人にはさまざまな立場
や考え方があることを
理解した上で、それぞ
れの個性や立場を尊重
し、互いに考えを伝え
合うことの大切さを考
え、いろいろなものの
考え方があることを理
解し認め合おうとする
意欲を高める。
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3
週

C-15 よりよい学校生
活、集団生活の充実

C-17 我が国の伝統と文
化の尊重、国を愛する
態度

C-16 郷土の伝統と文化
の尊重、郷土を愛する
態度

B-9 相互理解、寛容 B-8 友情、信頼

2
週

C-10 遵法精神、公徳心 A-3 向上心、個性の伸
長

D-22 よりよく生きる喜
び

C-18 国際理解、国際貢
献

C-16 郷土の伝統と文化
の尊重、郷土を愛する
態度

二人の子供に対する優
しい心遣いが、結果的
に規則を破ることにな
り、このことをきっか
けに自ら職を辞した元
さんの行動を考えるこ
とを通して、法やきま
りの意義を考えるとと
もに、「私」を大切に
する心と「公」を大切
にする心の関係につい
て考えようとする意欲
を高める。

「明らかな失敗という
ものはない」「失敗は
成功の種である」とい
う筆者の主張を通し
て、今自分に起きてい
ることを見つめ、自己
の向上を図って、充実
した生き方を追求しよ
うとする意欲を高め
る。

余命三ヶ月を宣言され
てなお、自分のできる
ことをし続け、弟子を
育てようとする真理子
さんの姿を通して、自
分を奮い立たせ、誇り
ある生き方をすること
について考えようとす
る心情を深める。

1964年の東京オリン
ピック招致におけるエ
ピソードから、2020年
東京オリンピックに思
いをはせる主人公を通
して、オリンピック・
パラリンピックの機会
を捉えて国際社会の中
の日本人としての自覚
をもち、世界と触れ合
おうとする心情を深め
る。

郷土の発展に努める
14 台風の島に生きる

目標に向かう強い意志
18 木箱の中の鉛筆たち

石垣島に赴任して後の
一生を、島の伝統文化
の発掘や、人々の生活
の向上のために費やし
た岩崎卓爾の生き方を
考えることを通して、
地域の一員として郷土
を愛し、郷土の発展に
努めようとする心情を
深める。

自分の夢に一度は挫折
しかけたが、父親の一
言に改めて目標をも
ち、その達成を目指す
筆者の思いを通して、
困難や失敗を乗り越え
て、希望を実現させよ
うとする克己の心情を
深める。

特別活動 保健体育 保健体育 歴史、外国語 歴史、理科 特別活動
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【考えよう】
　「合点がいかぬ。」と
言っていた卓爾は、なぜ
島の言い伝えを調べてみ
ると言ったのだろうか。
卓爾の考えを、ノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　なぜ卓爾は、図書館や
盲学校などを設立したの
か。考えたことをノート
などに書いてみよう。
【見つめよう】
　あなたが将来に向けて
残していきたい、あるい
はもっと発展させたいと
思う、地域の文化や産業
などにどんなものがある
か。その理由も挙げて、
ノートなどに書き出して
みよう。
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【考えよう】
　なぜ元さんは、規則を
知っていながら姉弟を園
内に入れたのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　二通の手紙を見比べな
がら、「新たな出発がで
きそうだ。」と言った元
さんは、どんなことを考
えていたのだろうか。話
し合ってみよう。
【見つめよう】
　きまりは何のためにあ
るのだろうか。考えたこ
とをノートなどに書いて
みよう。

A-4 希望と勇気、克己
と強い意志
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【考えよう／意見交換】
　「僕」が将棋をしてい
る時の行動や判断の、ど
こがよくなかったと思う
か。問題点を挙げてみよ
う。
【考えよう／意見交換】
　なぜ「僕」は敏和の
ツッコミに笑えなかった
のか。考えたことを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　相手や自分自身に誠実
であるために、どんな心
構えでいたいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。
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【考えよう／意見交換】
　伝統を受け継ぐ仕事と
いうものに、どのような
感想をもったか。思った
ことを出し合ってみよ
う。
【考えよう／意見交換】
　自分が今思い浮かべる
職業に就いて働くとした
ら、どのような責任が生
じてくるだろうか。班や
グループで話合ってみよ
う。
【見つめよう】
　仕事を全うすることに
よって、どんなことが得
られると思うか。ノート
などに書いてみよう。

C-13 勤労【考えよう】
　叔父の歓迎ぶりに「私
たち」はどのような思い
をもっただろうか。
【考えよう／意見交換】
　叔父が書いた「のんき
なものだ――。」の「の
んき」とは、「私たち」
のどんなことを指してい
るのだろう。話し合って
みよう。
【見つめよう】
　相手からの心遣いなど
を受けた際、感謝の心を
もつとともに、大切にす
べきなのはどのようなこ
とか。ノートなどに書き
出してみよう。

将来の生き方を考える
17 父の言葉の意味を
知って

いじめやそれに類する
行為が行われていて
も、それに対して無関
心であったり関わらな
いでいたりすることに
よって顕在化した問題
を考えることを通し
て、常に正義と公正さ
を重んじ、いじめをさ
せない・許さないとい
う心情を深める。

礼状を書かなかった
「私」がどんなことを
後悔しているか考える
ことを通して、礼儀が
感謝の気持ちを表す行
為であることを理解
し、適切な言動をとろ
うとする心情を深め
る。

見えない相手に対する
「僕」の不誠実な態度
について考えることを
通して、相手が目の前
にいる、いないにかか
わらず、自らの行動に
責任をもって物事にあ
たろうとする心情を深
める。

伝統技能の継承者であ
る父親の職と、その重
要性を改めて見つめて
いる「僕」の考えを通
して、働くことの意義
と、その責任を全うす
ることについての考え
を深めようとする心情
を深める。
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A-1 自主、自律、自由
と責任

B-8 友情、信頼 C-11 公正、公平、社会
正義

B-7 礼儀

自覚をもってきまりを
守る
2 二通の手紙

自己と対話し、向上を
図る
5 負けを生かす技術

誇りある生き方
8 最後まで踊り続けた
い

世界の中の日本人とし
て
12 僕にとっての東京オ
リンピック

月 5月

○本資料は、中学校「特別の教科　道徳」の年間指導計画において、「学校の授業以外での学習が可能と考えられる教材・学習活動」についての参考資料となります。
○基本的な考え方としては、学習指導要領に掲げられた同一の内容項目に対して、教科書で２教材を用意しているものについては、そのうちの１教材を挙げています。
○なお、「感染症対策の観点から、指導順序を変更することが考えられる教材・学習活動」については、該当する教材はありませんので、示していません。
○本資料は、各学校の状況によって、年度当初に予定していた学習内容の指導を、本年度中に終えることが困難な場合に、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。
  そのうえでなお、学習内容を年度内に終えることが困難な場合は、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。

年間指導計画参考資料（中学校　特別の教科道徳）

……　学校の授業以外での学習が可能と考えられる教材・学習活動

自主的な判断と行動
1 裏庭でのできごと

友情を築き、共に成長
する
4 ゴリラのまねをした
彼女を好きになった

不正を憎み否定する心
7 傍観者でいいのか

礼儀のあり方
11 一枚の葉書

【考えよう／意見交換】
　学級の中で、Ｂさんと
いっしょにＡさんをから
かった人は、なぜそのよ
うなことをしたのだろう
か。考えたことを出し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　ＢさんたちにＡさんが
からかわれているのを見
ても、なぜほとんどの人
は何も言わず、何もしな
かったのだろう。考えた
ことを出し合ってみよ
う。
【考えよう／意見交換】
　このようなことが起き
たクラスを、どのように
思うか。思ったことを発
表してみよう。
【見つめよう】
　このようなことが起こ
らないようにするため
に、あなたはどのように
ありたいと思うか。ノー
トなどに書いてみよう。

6月4月

誠実な行動
13 ネット将棋

A-1 自主、自律、自由
と責任

発
問
・
学
習
活
動



内容項目 内容項目 内容項目 内容項目 内容項目

教材名 教材名 教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい ねらい ねらい

関連教科等 関連教科等 関連教科等 関連教科等 関連教科等

内容項目 内容項目 内容項目 内容項目 内容項目

教材名 教材名 教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい ねらい ねらい

関連教科等 関連教科等 関連教科等 関連教科等 関連教科等

内容項目 内容項目 内容項目 内容項目

教材名 教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい ねらい

関連教科等 関連教科等 関連教科等 関連教科等

内容項目

教材名

ねらい

関連教科等

【考えよう／意見交換】
　中井さんに対して
「せっかく訪ねてやって
いるのに……。」と思っ
ている加山さんのこと
を、あなたはどう思う
か。考えたことを出し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　「何かしてもらうのが
嫌いだ。」と言った中井
さんの言葉から、加山さ
んはどんなことに気がつ
いたのだろう。話し合っ
てみよう。
【見つめよう】
　地域や社会の一員とし
て活動するときに、大切
なことはどんなことだと
思うか。ノートなどに書
いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　灯のともった果物屋の
前を初めて通った時、少
女はどのように感じただ
ろうか。
【考えよう／意見交換】
　店が自分のために明か
りをつけておいてくれた
ことを知った時、少女は
どんなことを感じたのだ
ろうか。少女の立場に身
を置いて考えたことを出
し合ってみよう。
【見つめよう】
　あなた自身も、さまざ
まな人に支えられてい
る。そのことについて、
どのように応えていきた
いか。ノートなどに書い
てみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　モースの記録にある当
時の日本人の様子から、
どのような人々の姿が浮
かび上がるか。今の日本
人の様子と比べて、感じ
たことをノートなどに書
いてみよう。
【考えよう】
　モースはなぜ「人々が
正直である国にいること
は実に気持ちがよい。」
と言ったのだろうか。考
えたことをノートなどに
書いてみよう。
【見つめよう】
　お互いが気持ちよく過
ごすことのできる社会を
作っていくためにはどん
な心を大切にすべきだろ
うか。ノートなどに書い
てみよう。

歴史

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　日本の文化がすばらし
いと分かっているのに、
なぜ説明できないのか。
ときかれて、困って黙っ
てしまったなおやは、ど
んな気持ちだったと思う
か。考えたことをノート
などに書いてみよう。
【考えよう】
　空港で別れた後、心の
中で「よしっ！」とつぶ
やいたなおやはどんなこ
とを考え始めていたの
か。なおやになったつも
りで考えたことをノート
に書いてみよう。
【見つめよう】
　今後、他の国の人と接
する機会があったときに
どんな自分でありたいと
思うか。ノートなどに書
いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　水族館に行って「生き
物が何も入っていない青
い水槽」が展示されてい
たら、あなたはどんなこ
とを考えるだろうか。
【考えよう／意見交換】
　「沈黙の海」という詩
に吉田館長はどのような
メッセージを込めたのだ
ろうか。話し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　あなたは身の回りの自
然に対して、どんなこと
を忘れずに思い続けてい
きたいか。ノートなどに
書いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　「ミスしろ！」と心の
中で何度も叫んだ「私」
はどんなことを思ってい
たのだろうか。「私」の
心の様子をノートなどに
書いてみよう。
【考えよう】
　「私」は、一位になっ
た選手の普段の言動か
ら、どんなことに気づい
たのだろうか。考えたこ
とをノートなどに書いて
みよう。
【見つめよう】
　感謝の気持ちをもって
生活することの大切さに
ついて、思ったことを
ノートなどに書いてみよ
う。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　保健婦として働くこと
に孤独と不安を感じてい
た「私」は、どんなこと
を思っていただろうか。
「私」の思いをノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　孤独感も、後悔心も、
きれいに消えてしまった
「私」は、どんなことを
思っていたのだろうか。
考えたことをノートなど
に書いてみよう。
【見つめよう】
　自分が仕事に就いたと
き、どのような気持ちを
忘れずにもっていたいと
思うか。ノートなどに書
いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう／意見交換】
　「お兄ちゃん」に臓器
提供の意思があったと思
うか。話し合ってみよ
う。
【考えよう／意見交換】
　あなたが脳死になって
しまった後、家族の考え
によってあなたの臓器が
他の人のために提供され
るとしたら、あなたはど
う思うか。話し合ってみ
よう。
【見つめよう】
　自分の死後、自分の臓
器が他の人のために役立
つのであれば、提供した
いと思うか。自分の考え
をノートなどに書いてみ
よう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　村人たちが感謝の手紙
を投票箱に入れたのは、
厚仁さんのどのような思
いが伝わったからだろう
か。考えたことをノート
などに書いてみよう。
【考えよう】
　厚仁さんや、その遺志
を継いだ武仁さんのよう
に、世界の人々の幸せを
願い、そのためにできる
ことをしようと思うと
き、あなたにはどのよう
なことができるだろう
か。自分ができること
を、ノートなどに書いて
みよう。
【見つめよう】
　進んで社会参画をする
ために、あなたはどんな
考えを大切にしたいか。
自分が大切にしたい考え
方を、ノートなどに書い
てみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう／意見交換】
　「危険が迫ってい
る。」という情報を与え
られても、「自分は大丈
夫 。」と思うその根拠は
どこにあるのか、話し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　住んでいる土地の様子
に合わせて、避難の最善
のあり方について話し合
い、確かめ合ってみよ
う。
【見つめよう】
　突然起こる災害に備え
て、普段からどのような
ことを心がけたいと思う
か。ノートなどに書いて
みよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　どうして一村は、「私
は売る絵を描くのは気が
進まないのです。」と
言ったのだろう。
【考えよう／意見交換】
　「不喰芋と蘇鐵」の絵
について、なぜ一村は、
「閻
魔大王への土産品」と
言ったのだろうか。考え
たことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　自分の信じることを追
求した一村の姿とその作
品を通して、あなたはど
んなことを思ったか。
ノートなどに書いてみよ
う。

特別活動

感動を深める
35 自分自身の絵を追い
求めて　―画家・田中
一村の生涯―

A-2 節度、節制

身の安全を考えて行動
する
34 命を救う防災

発
問
・
学
習
活
動

保健体育、特別活動

12月11月

お互いが気持ちよく過
ごす社会
24 ワンス・アポン・
ア・タイム・イン・
ジャパン

モースの目に映った明
治時代の日本の人々の
姿から気づくことを通
して、かつて日本に
あった「正直である」
在り方についての考え
を深め、規律ある社会
の実現を目指そうとす
る心情を深める。

稲子の人々のために昼
夜を問わずに診療を続
け、自分の役割と責任
を果たそうとする
「私」の姿を通して、
勤労の尊さや意義を理
解し、社会に貢献す
る、生きがいのある人
生を実現しようとする
心情を深める。

カンボジアの人々の平
和な生活の実現を目指
しながら、志半ばで倒
れた息子の遺志を受け
継ぎ、国連ボランティ
ア大使に就任した武仁
さんの思いを考えるこ
とを通して、よりよい
社会の実現を願って社
会連帯をすることの意
義について考えを深め
ようとする心情を深め
る。

C-10 遵法精神、公徳心

勤労を通して社会に貢
献する
30 ふきのとう

よりよい社会を築く
33 大使になった父親

特別活動 歴史

C-13 勤労 C-12 社会参画、公共の
精神

B-6 思いやり、感謝

国語

思いやりに応える
23 夜の果物屋

自然を思う心
27 沈黙の海

D-20 自然愛護

毎晩遅く帰る少女を支
えた果物屋の明かりに
まつわる物語を通し
て、日々の暮らしの中
にも陰で自分を支えて
くれる人たちがいるこ
とに気付き、そのこと
に感謝し、進んでそれ
に応えようとする心情
を深める。

一見すると美しい色を
湛えた水槽と、そこに
添えられたメッセージ
を通して、自然とのつ
ながりを意識し、環境
について考えようとす
る心情を深める。

理科 美術

総合的な学習の時間

総合的な学習の時間

社会連帯のあり方
22 加山さんの願い

日本人としての自覚を
深める
26 日本人として

総合的な学習の時間 国語、歴史

共に生きることを念頭
に、義務としてではな
く互いに支え合おうと
考えるようになった加
山さんの姿を通して、
進んで社会に参画する
ためにはどのような思
いをもって行動するべ
きかを考え、よりよい
社会の実現に努めよう
とする心情を深める。

当たり前だと思ってい
たことが、実は周りの
人々の支えで成り立っ
ているということに気
付いた「私」の気持ち
を考えることを通し
て、その支えや心遣い
についての考えを深
め、感謝しようとする
意欲を高める。

C-17 我が国の伝統と文
化の尊重、国を愛する
態度

B-6 思いやり、感謝

感謝の心
29 ナイスジャンプ

D-19 生命の尊さ D-21 感動、畏敬の念

かけがえのない命のあ
り方
32 大きな木

自らの臓器で他の人の
生命のアシストをした
「お兄ちゃん」とその
家族の姿と、臓器提供
の仕組みを知ることを
通して、命と、互いの
命を支え合おうとする
意志の尊さに気付き、
かけがえのない命につ
いて考えを深めようと
する心情を深める。

後世の高い評価にも関
わらず、生涯において
は認められることのな
かった田中一村の作品
と、そのひたむきな姿
勢について知ることを
通して、時代を超越し
た生き様とその「美」
を感じようとする心情
を深める。

日本の文化のことを知
らないと気付いたなお
やの様子について考え
ることを通して、日本
人としての自覚をもっ
て、日本の伝統と文化
について理解しようと
する心情を深める。

C-12 社会参画、公共の
精神

A-2 節度、節制 C-11 公正、公平、社会
正義

公正で、偏見をもたな
い社会
28 自分らしい多様な生
き方を共に実現させる
ためにできること

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　「俺は誰にも迷惑かけ
ずに一人で生きているん
やから、ほっといてく
れ。」と強がっていた廣
道さんを、あなたはどう
思うか。
【考えよう／意見交換】
　廣道さんがけがをして
から、手に届きそうな目
標を立て、そこに向けて
努力を惜しまず、目標を
達成しては次を目指すと
いう生き方に変わったの
はなぜだろうか。話し
合ってみよう。
【見つめよう】
　自分の弱さなどを克服
し、強く生きようとする
ことについてどのような
感想をもったか。ノート
などに書いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　この記事を読みなが
ら、今まであなたがもっ
ていたどのような先入観
に気がついたか。ノート
などに書いてみよう。
【考えよう】
　セクシュアル・マイノ
リティの人への差別や偏
見のない学校や社会を実
現するために、みんなで
できることはどんなこと
だろうか。自分の考えを
ノートなどに書いてみよ
う。
【見つめよう】
　さまざまな生き方、あ
り方の人と共に生きてい
くことを考えたとき、ま
ずどんなことを大切に考
えればよいだろうか。
ノートなどに書いてみよ
う。

心身の健康を図る
21 市内マラソン大会出
場

自分を奮い立たせる
25 「これ以上、がんば
れない。」って平気な
顔で言うな。

C-18 国際理解、国際貢
献

世界の人々の幸福に寄
与する
31 希望のビザ

【考えよう】
　昔も今も、国を追われ
たり命の危険にさらされ
たりしている人々がいる
ことについて、どんなこ
とを思うか。
【考えよう／意見交換】
　杉原千畝が取った行動
の底にある思いはどんな
ことだと思うか。考えを
出し合ってみよう。
【見つめよう】
　さまざまな課題にあふ
れている今の国際社会の
中で、どんなことを考え
られる日本人になりたい
か。ノートなどに書いて
みよう。

身の危険にさらされて
いる人々に対し、自分
のできる限りの手段を
講じて、多くの人の安
全を確保した杉原千畝
の伝記について考える
ことを通して、どの国
の人々も同じ人間とし
て尊重し、差別や偏見
をもたず、公正・公平
に接して、人類の発展
に寄与しようとする心
情を深める。

特別活動 保健体育 国語、総合的な学習の
時間

「釜石の奇跡」と呼ば
れる、小・中学生が中
心となって起こした避
難行動についての解析
レポートを通して、常
に安全に配慮して行動
しようとする心情を高
める。

部活動を通して培った
体力に自信をもち、今
まで怖じ気づいていた
長距離走を完走した主
人公の実感を通して、
生活習慣を守って心身
の健康を増進させよう
とする意欲を高める。

事故で半身不随になっ
たものの、その後の生
き方に意味を見つけ、
なりたい自分に向かっ
て生きる廣道さんの姿
を通して、目指す生き
方や誇りある生き方を
しようとする意欲を高
める。

LGBTについての解説
と、先生方の勉強会の
様子を伝える新聞記事
について考えることを
通して、偏見をもた
ず、また、同調圧力に
屈さず多様性を認め
合って生きる社会を築
こうとする公正で公平
な態度と心情を高め
る。

D-22 よりよく生きる喜
び

3月2月1月

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　なぜ「僕」は、野球部
の練習が時々嫌になって
しまうのだろうか。
「僕」がそう思う理由を
ノートなどに書いてみよ
う。
【考えよう】
　「ずっと続けるぞ。」
と言った「僕」は、どん
なことを実感していたの
だろうか。考えたことを
ノートに書いてみよう。
【見つめよう】
　自分の健康を増進させ
るためには、どんなこと
に心がければよいと思う
か。ノートなどに書いて
みよう。


