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○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。

【考えよう】
　水俣病患者に対する周り
の人の反応には、どんな問
題があると思うか。考えた
ことをノートなどに書いて
みよう。
【考えよう】
　「新潟水俣病訴訟」が全
国的に注目され、多くの私
怨が寄せられた理由につい
て考え、ノートなどに書い
てみよう。
【見つめよう】
　不正を正し、よりよい生
来に向かう社会を築くため
に、普段からどんなことを
心にとめておいたらよいと
思うか。ノートなどに書い
てみよう。
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動

発
問
・
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【考えよう】
　なぜ智行は、修行から逃
げ出した道信を許すことが
できなかったのだろう。智
行の思いを、ノートなどに
書いてみよう。
【考えよう】
　あふれてくる涙を止める
ことができずに立ち尽くし
ていた智行は、どんなこと
に気がついたのだろうか。
考えたことをノートなどに
書いてみよう。
【見つめよう】
　自分自身の心にもある弱
さを見つめ、どのような自
分でありたいか、ノートな
どに書いてみよう。
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動
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発
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【考えよう】
　杉村君は、どんなことを
思いながら「大変だなぁ。
委員会と部活の両立も。」
と言ったのだろうか。
【考えよう】
　中沢さんは、どんなこと
を思いながらばんそうこう
を差し出したのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　二人に共通しているの
は、どんな気持ちだろう
か。話し合ってみよう。
【見つめよう】
　同性であっても異性で
あっても、友情を育むため
に大切なことは何か。ノー
トなどに書いてみよう。

保健体育、特別活動

【考えよう】
　陸上部の試合からの帰
途、時間は夜の八時頃、と
いう状況の中で、次のそれ
ぞれの時に、女子高生はど
んな判断をして行動したの
だろう。
①「早く電車に乗って。」
と言った時。
②新大阪駅で電車を降りた
時。
③「家まで運んであげる
わ。」と言った時。
【考えよう／意見交換】
　女子高生の行動の根底に
あるのはどんな思いだった
と思うか。考えたことを出
し合ってみよう。
【見つめよう】
　「親切にする」というこ
とについて、あなたはどの
ような感想をもったか。
ノートなどに書いてみよ
う。

A-2 節度、節制

心身の調和を図る
10 受験生あっこの日記

あっこの悩みを通して、
望ましい生活や心のもち
方について考え、心身の
健康の増進を図り、節度
ある生活をしようとする
意欲を高める。

国語 特別活動 家庭科、総合的な学習の
時間、特別活動

互いに励まし合う中沢さ
んと杉村君の姿について
考えることを通して、異
性との間においても友情
や人間関係を深めていこ
うとする心情を深める。
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動

発
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・
学
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動

【考えよう】
　戦争で中断された織物業
が続けられないことを知っ
た時、父親はどんな思いで
「多摩織り」の切れっ端を
見つめていたのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　「多摩織り」の切れっ端
を、隅から隅まで何度も見
つめ続けた佐藤さんは、ど
んなことを思っていたのだ
ろうか。考えたことを出し
合おう。
【見つめよう】
　地域の伝統文化を受け継
いでいこうとする人々に対
して、あなたはどのような
思いをもってそれに関わっ
ていきたいと思うか。ノー
トなどにまとめてみよう。

他者への心遣い
3 女子高生たちの親切

性別を越えて友情を深め
る
6 五月の風

先人の努力と思いを受け
継ぐ
9 桑の都

４つの紙袋が破れ、中身
を散乱させてしまったお
婆さんに対して、それを
拾い集めて遠方の家まで
運び届けてあげた女子高
生たちの姿を伝える新聞
記事を通して、相手を大
事に思う思いやりの心を
もって人と接することの
大切さについて、考えを
深めようとする心情を深
める。

一時は途絶えてしまった
「多摩織り」を、父親の
思いを受けて再興し、今
後もその技術を継いでい
こうとする佐藤さんの思
いを考えることを通し
て、先人の努力と思いを
受け継いでいる郷土の伝
統と文化を大切にしてい
こうとする心情を深め
る。

安易に他者の文章を流用
してしまったタカシの行
動を考えることを通し
て、法やきまりの意義を
理解し、自他の権利を大
切にしようとする心情を
深める。

一度は屎尿による汚染の
ために立ち消えとなった
富士山の世界遺産登録
を、再び実現させるため
に、互いに協力して活動
し、大きな成果を上げて
目的を果たしたボラン
ティアの人々について考
えることを通して、進ん
で社会と関わり、連帯し
て物事に当たりながら、
よりよい社会を実現させ
ようとする心情を深め
る。

厳しい修行から逃げ出
し、道を踏み外した生活
を送っていながら、ある
日突然寺に舞い戻った道
信と、その道信を許すこ
とができなかった智行、
その二人の思いを考える
ことを通して、人がそれ
ぞれもつ弱さや醜さに気
付き、人としてよりよく
生きていこうとする心情
を深める。

3
週

B-6 思いやり、感謝 B-8 友情、信頼 C-16 郷土の伝統と文化の
尊重、郷土を愛する態度

2
週

C-10 遵法精神、公徳心 C-12 社会参画、公共の精
神

D-22 よりよく生きる喜び

全教科 理科、総合的な学習の時
間、特別活動

国語

技術 音楽 公民、理科、総合的な学
習の時間

心ないアンチファンの言
葉に挑発されて、自分自
身を貶めていたことに気
付いた加奈子の姿を通し
て、自分自身の行為が自
分や他者にどのような結
果をもたらすのかを深く
考え、責任のある行動の
在り方について考え、判
断しようとする心情を深
める。

ロックやジャズを演奏
し、雅楽を奏で、それぞ
れのコラボレーションに
ついても楽しもうとする
東儀さんの話を通して、
日本古来の文化のよさを
理解して継承し、発信し
つつ、新たな文化も創造
し発展させていこうとす
る意欲を高める。

新潟水俣病に罹患したた
めに、いわれのない差別
や偏見を受けて苦しむ家
族や人々の姿を通し、正
義と公平さについて考
え、差別や偏見のない社
会を築こうとする心情を
深める。

発
問
・
学
習
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動

【考えよう】
　世界遺産登録を願う人の
思いと裏腹に、あまりの汚
染のために登録が認定され
なかったと知って、どんな
感想をもったか。ノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　バイオトイレに使う杉
チップの運搬にボランティ
アが参加したのは、どのよ
うな思いからだったのだろ
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】
　ボランティア活動に参加
する動機はどんなことか。
またその活動の成果を上げ
るためにはどんなことが必
要か。ノートなどに書いて
みよう。

【考えよう／意見交換】
 抗議があった後もコピーを
繰り返していたタカシの判
断と行動には、どんな問題
があるだろうか。話し合っ
てみよう。
【考えよう／意見交換】
　なぜ、いちばんの自慢
だったものが、今ではいち
ばん恥ずかしいもののよう
に思えたのだろうか。考え
たことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　法やきまりは、どうして
守らなければならないの
か。ノートなどに書いてみ
よう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　ファンサイトにＡ選手の
悪口を書き込んだ人は、ど
んな思いで書いたのだろう
か。
【考えよう／意見交換】
　悪口の書き込みに対する
加奈子の行動や考え方に
は、どんな問題点があるだ
ろうか。演じてみたりし
て、話し合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　加奈子が忘れていた「い
ちばん大事なこと」とはど
んなことか。考えを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　ネット上の匿名での書き
込みをする際、どんなこと
を考えながらやり取りをし
ていきたいと思うか。

【考えよう】
　東儀さんを魅了し続ける
雅楽のすばらしさは、どん
なところにあるのだろう
か。
【考えよう／意見交換】
　東儀さんが経験した、篳
篥や笙の音色が動物に及ぼ
した様子から、あなたは雅
楽に対してどんなことを思
うか。思ったことを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　今後、日本の優れた伝統
文化とどのように関わって
いこうと思うか。ノートな
どに書いてみよう。

　
道
　
徳

1
週

A-1 自主、自律、自由と
責任

C-17 我が国の伝統と文化
の尊重、国を愛する態度

4
週

C-11 公正、公平、社会正
義

年間指導計画参考資料（中学校　特別の教科道徳）

4月

発
問
・
学
習
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動

【考えよう】
　あっこはなぜ、六月二十
日の日記に「もうやだ！」
と書いたのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　悩みごとがあるとき、ど
のようにしてそれを乗り越
えたらよいと思うか。自分
の考え方や対処の仕方を出
し合ってみよう。
【見つめよう】
　悩みごとを解決し、心の
健康をたもつことは、自分
自身にとって、どのような
生活につながっていくと思
うか。ノートなどに書いて
みよう。

結果を考え判断する
1 言葉の向こうに

伝統の継承と新たな創造
4 命に響く「雅楽」　東
儀秀樹

正義と公正さを重んじ、
差別や偏見をなくす
7 豊かなれ阿賀の流れよ
―新潟水俣病の苦悩をこ
えて―

月 5月 6月

……　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

自他の権利を考え、きま
りを守る
2 誰が本当の作者？

よりよい社会の形成のた
めに
5 富士山の、消えた「白
い川」

弱さや醜さを克服する
8 二人の弟子
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10月
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【考えよう】
　なぜスギ林や竹林が「森
の問題児」になってしまっ
たのだろう。
【考えよう／意見交換】
　あなたは人の手が入るこ
とで護られている自然と、
人の手を排除することで、
その土地のもとの姿に戻ろ
うとする自然の、どちらを
受け入れたいと思うか。そ
の理由を交えながら話し
合ってみよう。
【見つめよう】
　自然保護を考えるとき、
どんな視点をもつようにし
たいか。ノートなどに書い
てみよう。

発
問
・
学
習
活
動

9月
【考えよう】
　梧陵が、農家の貴重な財
産である稲むら全てに火を
放てと命じたのはなぜだろ
う。梧陵が考えたことを
ノートなどに書いてみよ
う。
【考えよう】
　梧陵は堤防をどんな考え
に立って造ろうと思ったの
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】
　自分の健康や安全に関わ
ることで、既に起きてし
まったことを振り返り、そ
れについて、もし同じよう
なことが起きるとしたら、
どのように考え、生活しよ
うと思うか。ノートなどに
書いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　学年の上下関係の礼儀を
守ることについて、普段ど
んなことを思って、どのよ
うに行動しているか。
【考えよう／意見交換】
　あなたは賢一、行雄のど
ちらの言い分を支持する
か。理由も併せて、考えた
ことを出し合おう。
【考えよう／意見交換】
　あなたが和也の立場だっ
たらどのように対応する
か。考えたことを出し合お
う。
【見つめよう】
　「礼を尽くす。」ことに
ついて、自分の考えをノー
トなどにまとめてみよう。

礼儀の意義
14 うるわしき伝統

安全に配慮し、将来に備
える
13 稲むらの火と堤防　―
浜口梧陵伝―

A-2 節度、節制

発
問
・
学
習
活
動

発
問
・
学
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【考えよう】
　万引きに誘われた明日香
は、なぜ「なんとなく断る
ことができ」なかったの
か。考えたことをノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　世の中の人が皆、明日香
や明日香の友達のような考
え方をしたら、社会はどの
ようになってしまうと思う
か。考えたことをノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　なぜ明日香はお母さんの
顔を見ることができなかっ
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】
　犯罪を犯すということは
どういうことなのか、ノー
トなどに書いてみよう。

総合的な学習の時間、特
別活動

公民、保健体育

地理、歴史、技術

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　「お母さん、私、もう少
しここでがんばる。」と電
話をした彼女はどんなこと
を思っていたのだろう。
【考えよう／意見交換】
　なぜ彼女は、ポロポロと
泣き崩れたままレジを打つ
ことができなかったのだろ
うか。考えたことを出し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　昔の彼女に比べて今の彼
女はどのような人になった
と思うか。話し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　仕事とはどのようなもの
だと思うか。また、自分が
将来職業に就いたらどのよ
うに働きたいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。

【考えよう】
　久蔵はなぜ北海道に稲作
を定着させようと思ったの
だろうか。久蔵の思いを、
ノートなどに書いてみよ
う。
【考えよう】
　久蔵はどんな思いをもっ
て、晩年まで鎌を手放すこ
となく農業を続けたのだろ
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】
　あなたは郷土のどんなこ
とに、どんな思いをもって
関わっていきたいと思う
か。ノートなどに書いてみ
よう。

C-16 郷土の伝統と文化の
尊重、郷土を愛する態度

「自分たちの米を自分た
ちで作り、賄えないので
は自立できない。」とい
う信念を貫き、ついには
北海道での稲作に成功し
た中山久蔵の、土地への
思いとその行動について
考えることを通して、土
地の人々の生活の発展を
願い、そのために自分自
身でどのようなことがで
きるかを考えて、郷土の
発展に努めようとする心
情を深める。

意義を感じることができ
ずにいる仕事に対して、
人とつながることによっ
て初めてその意義と仕事
のすばらしさを見いだす
ことができた女性の姿を
通して、働くことによっ
て心から満足し、生きが
いのある人生を実現しよ
うとする意欲を高める。

発
問
・
学
習
活
動

C-13 勤労

郷土を愛し、その発展に
努める
16 北限の稲作に挑む

将来の生き方を考える
20 あるレジ打ちの女性

公民、特別活動

「骨髄性白血病」におか
され、死と向き合った
後、「誰もが生きるチャ
ンスをもてるように」
と、活動を続ける和田真
由美さんの手記を通し
て、人の命はかけがえの
ないものであることを理
解し、生命を尊重しよう
とする心情を深める。

発
問
・
学
習
活
動

D-19 生命の尊さ 【考えよう】
　骨髄移植のチャンスが与
えられることなく、なく
なった十九歳の女の子につ
いて、どんなことを思う
か。思ったことをノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　なぜ和田さんは、骨髄バ
ンクのドナー登録の呼びか
けや、患者会での活動を行
うのだろう。考えたことを
ノートなどに書いてみよ
う。
【見つめよう】
　生きることの大切さ、生
命の大切さとはどのような
ものだろうか。ノートなど
に書いてみよう。

友達の誘いに乗って、万
引きをしてしまった
「私」の心と、「私」の
母親の心を考えることを
通して、犯罪とはどのよ
うなものなのかを考え、
「自分を裏切らない」と
いう自尊心と、相手
（親）の心情に気付くこ
とができる心情を深め
る。

命あるからこその尊さ
19 和田真由美さんの手記

C-10 遵法精神、公徳心

自分を裏切らない
15 万引き

B-7 礼儀

オリンピックは、スポー
ツを通して世界の平和を
築き、勝敗を超えて親善
関係を深めるものと考
え、アジア初のIOC委員に
就任するとともに、オリ
ンピックを世界のものと
すべく東京大会の決定に
向けて尽力した嘉納治五
郎の思いを通して、国際
的視野に立ち、平和でよ
りよい世界の発展に寄与
しようとする心情を深め
る。

賢一と行雄、双方の主張
について考えることを通
して、礼儀の意義を理解
し、適切な行動をとろう
とする心情を深める。

学区内の川がきれいに
なったことを調べる昭夫
と洋平の言動を考えるこ
とを通して、真理を探究
しようとする心情を深め
る。

発
問
・
学
習
活
動

C-18 国際理解、国際貢献

理科

疑問や問いを探究し続け
る
18 夕立の日の真実

A-5 真理の探究、創造

歴史 保健体育

理科 総合的な学習の時間 特別活動

【考えよう】
　疑問を感じた調査結果に
対する二人の考え方を整理
しよう。
【考えよう／意見交換】
　再調査で同じ結果が出た
ことに対して「ほうらな
あ」と言っている洋平と、
「なぜなんだろう？」と
言っている昭夫のそれぞれ
の心を比べ、真理に向かう
心のもち方について話し
合ってみよう。
【見つめよう】
　物事を探究していくため
にはどのような姿勢が大切
だと思うか。ノートなどに
書いてみよう。

信頼し合って友情を深め
る
17 鏡の中の私

【考えよう】
　「友達」であるならばど
んな行動をとればよかった
と思うか。その理由も考
え、ノートなどに書いてみ
よう。
【考えよう】
　関係を修復するために
は、どんな気持ちをもこと
が必要だと思うか。次のそ
れぞれの人物について考え
て、ノートなどに書いてみ
よう。
①彩花
②七海と三咲
③クラスの大半の女子
④クラスの男子
⑤優奈
【見つめよう】
　本当の友情を育むために
は、どのようなことを大切
にしていきたいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。

発
問
・
学
習
活
動

それぞれの登場人物が
取った行動について考え
ることを通して、悩みや
葛藤を経験しながらも、
友情の尊さや心から信頼
できる友達の大切さに気
づき、人間関係を深めて
いこうとする心情を深め
る。

B-8 友情、信頼

国際的な視野に立つ
12 真の国際人　―嘉納治
五郎―

世界自然遺産と指定され
た「白神の森」が、実は
人の手によって護られて
きたという事実を踏ま
え、人の手を離れた
「森」の荒れる様子から
今後の「白神の森」を案
ずる筆者の思いを通し
て、自然保護の在り方に
ついて、多角的に考えを
深め、自然の愛護に努め
ようとする意欲を高め
る。

災害の最中に、人々の安
全を守るための決断を下
したり、そこから得た教
訓をもとに、再びそのよ
うなことが起こらないた
めの手立てを実行したり
した浜口梧陵の業績を通
して、安全に配慮した生
活全般の在り方について
考えようとする心情を深
める。

【考えよう】
　嘉納が日本の伝統的な武
士道精神とオリンピック精
神の両方から見出したこと
は、どんなことだったの
か。嘉納が見出したこと
を、ノートなどに書いてみ
よう。
【考えよう】
　嘉納は、オリンピック大
会を、どのようなものと意
識していたのだろうか。考
えたことをノートなどに書
いてみよう。
【見つめよう】
　オリンピック大会など
で、競技を通して交流する
各国の選手の姿から、あな
たがこうあってほしいと思
う世界の姿をノートなどに
書いてみよう。

自然保護のありかたを考
える
11 森に起きていること

7月

……　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

D-20 自然愛護



内容項目 内容項目 内容項目

教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい

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

教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい

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

教材名 教材名 教材名

ねらい ねらい ねらい

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

11月 12月 1月

【考えよう／意見交換】
　なぜ福本さんは、「役者
を立てる殺陣をできる人は
役者だよ。だから福本は十
分、役者なんだよ。」とい
う言葉を聞いて感動したの
だろうか。話し合ってみよ
う。
【考えよう／意見交換】
　福本さんがエンドクレ
ジット（出演者表記）に流
れない無名の俳優でいたい
のは、どうしてだろうか。
考えたことを出し合ってみ
よう。
【見つめよう】
　自分の個性はどんなとこ
ろにあるだろうか。その個
性を生かすためにどんな気
持ちを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】
　勝三郎は、どんなことを
思って養子になる決心をし
たのだろうか。勝三郎の思
いを、ノートなどに書いて
みよう。
【考えよう】
　勝三郎は、なぜ「大事な
のは実験がどうだったかだ
よ。」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】
　「仕事を通して社会にか
かわル」ということを考え
たとき、どのような思いを
もって仕事に当たりたいと
思うか。ノートなどに書い
てみよう。

個性の生きた、充実した
生
29 五万回斬られた男　福
本清三

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう／意見交換】
　おばあさんから四十銭を
受け取った「私」の心の様
子を、自責の念からの声と
甘い考えからの声の役割に
分かれて言葉を出し合い、
感じてみよう。
【考えよう／意見交換】
　「私」が、「死というも
のが、こんなに絶対なもの
か」と感じたわけについて
話し合ってみよう。
【見つめよう】
　自分に恥じない、誇りあ
る生き方をするには、どの
ような心をもっていたい
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

総合的な学習の時間

斬られ役にこだわり、生
涯をかけて斬られ役に徹
してきた福本さんの生き
方について考えることを
通して、自己を見つめ、
自己の向上を図り、個性
を伸ばして充実した生き
方を追求しようとする意
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

発
問
・
学
習
活
動

発
問
・
学
習
活
動

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう／意見交換】
　「僕は、野口を『いじめ
た』生徒ではないはずだ」
と言っている「僕」のこと
をどのように思うか。話し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　転校していった野口のこ
とを、クラスのめいめいは
どのように捉えるべきだろ
うか。話し合ってみよう。
【見つめよう】
　このようなことを起こさ
ないために、あなたが考え
なければいけないことは何
か。ノートなどに書いてみ
よう。

特別活動

いじめの実態と経緯を語
る「僕」の視点を通し
て、いじめにつながる行
為や行動と、それが招く
結果について考え、いじ
めを断固として拒否し、
正義を重んじようとする
心情を深める。

C-11 公正、公平、社会正
義

いじめを許さず、正義を
実現させる
24 僕たちがしたこと

働くことに意義を感じ、
社会に貢献する
30 幻のノーベル賞　―ガ
ンの研究に生涯をかけた
山極勝三郎―

総合的な学習の時間、特
別活動

「世界中の人のためにな
る仕事をしたい」という
志をもち、認められるこ
とはなかったものの、世
界で初めて人工ガンの発
生実験に成功した山極勝
三郎の伝記を通して、勤
労の貴さや意義について
理解し、社会に貢献しよ
うとする意欲を高める。

自らの弱さを顧みて、自
分の生き方を見つめ直す
「私」の後悔を考えるこ
とを通して、良心の呵責
に耐えきれない心を想像
し、誇りある生き方を志
そうとする心情を深め
る。

特別活動

「私」が友達に対して思
う心の在り方について考
えることを通して、それ
ぞれの個性や立場を尊重
したり、いろいろなもの
の見方や考え方があるこ
とを理解したりして、友
達のよいところを、謙虚
に学ぼうとする心情を深
める。

C-13 勤労【考えよう／意見交換】
　友達を、「まず、まるご
と好きになる。」という接
し方について、感じたこ
と、考えたことを出し合っ
てみよう。
【考えよう／意見交換】
　「身のこなしがしとや
か」←→「なよなよしてい
やらしい」のように、同じ
ことについて違った見方を
するのは、自分にどんなこ
ころが働いているからだと
思うか。考えたことを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　いろいろなものの見方や
考え方をもつ相手から、ど
のようなよいところを学
び、自分に生かしていった
らよいと思うか。ノートな
どに書いてみよう。

B-9 相互理解、寛容

特別活動

個性を尊重し、謙虚に学
ぶ
23 まるごと好きです

良心に従って生きる
27 足袋の季節

D-22 よりよく生きる喜び

自分の思いを断ち切り、
チームとチームメイトの
ために最善を尽くして、
オリンピックの金メダル
獲得に貢献した鈴木恵美
子さんをたたえる手記を
通して、集団の意義とそ
の一員としての在り方に
ついて、深く考えようと
する心情を深める。

いつの間にかごみ収集の
下請け業者のようになっ
てしまった母親と、それ
を任せきりにしてしまっ
ているように思える近所
の人たちに対する「私」
の思いを通して、社会連
帯と公共の精神について
考え、よりよい社会の在
り方に対する自分の考え
を深めようとする心情を
深める。

集団における自分の役割
22 明かりの下の燭台＝鈴
木恵美子

連帯してよりよい社会を
実現させる
26 ごみ収集車

保健体育、家庭科 総合的な学習の時間、特
別活動

【考えよう】
　鈴木恵美子さんが泣いて
訴えたことを、金メダルを
もらった選手が知ったと
き、どんなことを思うだろ
うか。
【考えよう／意見交換】
　鈴木恵美子さんは、どん
なことに気づいて「苦労と
は思わなかった。」と言っ
たのだろうか。話し合って
みよう。
【見つめよう】
　“「集団」の中の「個
人」”を考えた時、それぞ
れの立場で互いの立場をど
のように考えたらよいだろ
う。ノートなどに書いてみ
よう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　母は、どんなことを思っ
てごみ収集員の手伝いや後
片づけを始めたのだろう
か。
【考えよう／意見交換】
　届けられたお礼のミカン
箱と当番制の提案は、隣組
の人たちのどんな思いの表
れなのだろう。考えたこと
を出し合ってみよう。
【見つめよう】
　誰もが安心して生活でき
る社会をつくるためには、
どんな考え方が必要だろう
か。ノートなどに書いてみ
よう。

C-15 よりよい学校生活、
集団生活の充実

C-12 社会参画、公共の精
神

A-3 向上心、個性の伸長

保健体育、特別活動

伝統を守り継承する
28 相撲　―体と心を鍛え
る国技―

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　「自分の手で真珠を作ろ
うと思います。」と言った
幸吉には、どのような思い
があったのだろうか。
【考えよう／意見交換】
　幸吉はなぜ、何度失敗を
重ねても真珠の養殖の成功
に向けて努力をし続けられ
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】
　自分の目標や夢につい
て、どんな心構えをもって
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。

【考えよう】
　あなたは、東関部屋の教
えが力士の立ち居振る舞い
に表れていることについ
て、どのように受け止めた
か。感じたことをノートな
どに書いてみよう。
【考えよう】
　相撲を楽しんでいる日本
人や他の国の人は、どんな
ところに「日本」を見いだ
しているのだろうか。考え
たことをノートなどに書い
てみよう。
【見つめよう】
　あなたは、日本の伝統文
化のもつどんなことを受け
継いでいきたいと思ってい
るか。ノートなどに書いて
みよう。

A-1 自主、自律、自由と
責任

A-4 希望と勇気、克己と
強い意志

公民、理科

自らを律し、正しく判断
する
21 ドラッグは二つの顔を
もつ

希望をもってやり遂げる
25 真珠の養殖を成し遂げ
た　御木本幸吉

保健体育、総合的な学習
の時間

薬物乱用についての筆者
の警鐘を通して、安易な
選択から自分の人生を破
壊する行為や考え方を断
固として拒否し、悪を悪
として判断することがで
きる、自主的自律的な、
責任をもった生き方をし
ようとする意欲を高め
る。

御木本幸吉の生き方につ
いて知ることを通して、
目標に向かって困難に屈
せず、希望と勇気をもっ
て最後までねばり強く努
力し続けてやり抜こうと
する意欲を高める。

相撲部屋の稽古の様子や
力士の話を通して、国技
として支えている、日本
人が大切にしてきた精神
や文化に注目し、日本人
としての自覚をもって伝
統を継承していこうとす
る心情を深める。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　文中の薬物乱用の事例か
ら、どのような感想をもっ
たか。その感想を、ノート
などに書いてみよう。
【考えよう】
　「これを吸えばどんな嫌
なことも忘れられるよ。」
のような言葉の誘いに乗っ
てしまうのは、どのような
心からだと思うか。考えた
ことをノートなどに書いて
みよう。
【見つめよう】
　薬物乱用に限らず、危険
な誘いに乗らないために
は、日頃からどのような生
活を心がけるべきか。ノー
トなどに書いてみよう。



内容項目 内容項目

教材名 教材名

ねらい ねらい

関連教科等 関連教科等

内容項目 内容項目

教材名 教材名

ねらい ねらい

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

3月2月
【考えよう】
　おばあちゃんが買い物か
ら帰ってくるのを待ってい
る時、「僕」はどんなこと
を考えていたか。
【考えよう／意見交換】
　なぜ「僕」は、ノートを
読んでいたたまれなくなっ
たのか。考えたことを出し
合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　父と話した時の「僕」と
「おばあちゃん、きれいに
なったね。」と言った
「僕」はどのように変わっ
ただろうか。考えたことを
出し合ってみよう。
【見つめよう】
　家庭でお互いが気持ちよ
く生活するために、家族に
対してどのような心をもっ
て接したらよいと思うか。
ノートなどに書いてみよ
う。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　あなたは、満天の星空を
思い浮かべたとき、どんな
イメージをもち、どんなこ
とを思うか。感じることを
話し合ってみよう。
【考えよう／意見交換】
　宇宙の物質と自分の体の
物質が同じであると聞い
て、どんなことを感じた
か。感想を出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　人はなぜ、人の力を超え
たものに憧れたり、魅力を
感じたりするのだろうか。
ノートなどにまとめてみよ
う。

発
問
・
学
習
活
動

家庭科、総合的な学習の
時間

公民

国連カンボジア暫定統治
機構の代表として赴任
し、世界各国から派遣さ
れた職員らとともに、公
正な選挙による議会の設
立と政府の樹立に貢献し
た明石康国連事務次長の
手記について考えること
を通して、他国を尊重
し、国際的視野に立って
人々の平和と発展に寄与
しようとする心情を深め
る。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　お金を出すだけでは、国
際社会の信頼を得ることは
できない、ということにつ
いて、あなたはどのように
考えるか。
【考えよう／意見交換】
　ＵＮＴＡＣの活動に牙を
むいたポル＝ポト派所属の
兵士200人が、投票にやって
来たのはどうしてだろう。
考えたことを出し合ってみ
よう。
【考えよう／意見交換】
　「カンボジアの人たちが
投票所を埋め尽くした、あ
の感動的な光景はまぶたに
焼き付いて離れ」ないのは
なぜか。考えたことを出し
合ってみよう。
【見つめよう】
　今の国際社会の様子を見
つめたとき、どんな課題が
見つかるか。また、そのこ
とについて、どのような思
いをもって、生来の世界を
考えていきたいか。ノート
などに書いてみよう。

発
問
・
学
習
活
動

【考えよう】
　みどりちゃんのお母さん
からお弁当を作ってもらっ
た「私」は、どんなことを
思いながらそれを食べたの
だろうか。みどりちゃんの
気持ちをノートなどに書い
てみよう。
【考えよう】
　初めてお弁当を食べた時
の「私」の涙には、どんな
思いが表れているのだろう
か。考えたことをノートな
どに書いてみよう。
【見つめよう】
　これから「私」は、どん
な心をもち続けていくと思
うか。ノートなどに書いて
みよう。

理科

思いやりに感謝し、応え
る心
33 黄色いお弁当箱

家庭科、特別活動

友人の母から受けた善意
に素直に感謝する「私」
の心を感じることを通し
て、他の人からの善意に
感謝し、その気持ちに応
えようとする心情を深め
る。

B-6 思いやり、感謝

スペースシャトルに搭乗
し、国際宇宙ステーショ
ンから宇宙と地球を感じ
た山崎直子さんの手記を
通して、宇宙や生命、時
代を超えた人間の夢や営
みに対する畏敬の念を素
直に感じ取ろうとする意
欲を高める。

C-18 国際理解、国際貢献 D-21 感動、畏敬の念

世界の平和に貢献する
32 平和への架け橋

感動する心を見つめる
35 瑠璃色の星

【考えよう】
　家族のみんなが、泣くこ
とすら忘れていたのはどう
してだろう。
【考えよう／意見交換】
　納棺の日が、遺族にとっ
ては「少女の思い出を継承
する大切な日」となったの
はどうしてだろうか。考え
たことを出し合ってみよ
う。
【見つめよう】
　生命のかけがえのなさや
尊さをどのように感じた
か。また、あなたはどんな
ことを大切にして生きてい
きたいと思うか。ノートな
どに書いてみよう。

変わり果てた姿の少女
を、少女や家族のために
元の姿に戻そうとする留
似子と菊池の姿と、元に
戻った少女の姿を見ては
じめて泣くことができた
家族の心を考えることを
通して、命と、そのかけ
がえのなさについて思い
を深めようとする心情を
深める。

D-19 生命の尊さ

命の尊厳
31 心のおくりびと

発
問
・
学
習
活
動

総合的な学習の時間

痴呆の進み始めた祖母に
不満をもち、いらだつ
「僕」が、祖母が日頃書
き付けているノートを見
て、その心の内に気付い
たことについて考えるこ
とを通して、家族の愛情
に気付き、思いやりと家
族の一員としての自覚を
もって生活していこうと
する心情を深める。

C-14 家族愛、家庭生活の
充実

祖父母を敬愛する
34 一冊のノート


