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第 １ 学 年 道 徳 学 習 指 導 案

１年２組 指導者 坂 本 哲 彦

単元 なりたいじぶんになろう

１ 研究課題について

道徳学習は、よりよく生きたいという人間本来の願いを実現するために、道徳的な諸価値の内

面的な自覚を通して、生きて働く道徳性を養うものである。この期の子供は、空想的な想像の世

界に興味を持ちつつも、道徳的な模範としての親や教師などとの関わりから、実際の行動とそれ

を支える道徳的価値の関連について気付き始める。また、小学校入学を機に、自分なりに一生懸

命生活していこうとする意欲を高めている。よって、この期の道徳学習は、主人公のようになり

たいと感じさせるような資料に出会わせ、その人物に同化させることによって、自己を見つめ自

分なりの課題を持たせたり、高めた道徳的価値を実際の生活の中で繰り返し試させながら、子供

の心の中によりよく生活できそうだという自信が膨らむようにしていくことが大切である。この

ような学習の中でこそ、子供たちは、生活の中の具体的な行動を支える道徳的価値の理解を確か

にし、道徳的価値を観点として自分を見つめ直す力を高めることができるからである。そして、

この力を備えた子供は、将来、人としてあるべき姿を主体的に追求しながら、自分の生活を確か

に拓きながら生きることができると考えている。

本単元では、読み物資料「４つの心のお話」を順に道徳の時間の資料として取り上げ自己を見

つめさせていく中で、自分の心のめあてに気付く楽しさ、そしてそのめあてを生活の中で行動と

して実践していく楽しさを味わわせようとするものである。最後の道徳の時間では、それまでの

４時間で扱った道徳的価値を統合して新たに「なりたい自分にとって大切な心のめあて」を決め

る活動を仕組む。このような学びの中で、１年生の子供は、実生活での体験を通して主体的に価

値を追求しながら、よりよく生活していきたいという思いを膨らませることができると考える。

本時では次のような支援を具体化することで、上記の課題の解明を図りたい。

・「４つの心の話（道徳的価値の要素的学習）」を想起させるための手だての工夫

・実際の学校生活における自分自身のめあてや具体的な活動のよさを振り返ったり、話し合った

りするための工夫

・なりたい自分において大切にしたい心のめあてを設定するための手だての工夫

２ 目 標

○ かしこい心、やさし心、たくましい心を発揮・獲得する体験を通して、考えたこと行動

したことを振り返って話し合い、自分なりの心のめあてを持つことができるようにする。

○ 体験をもとに自分を見つめ、よりよい自分にしていこうとする思いを持つことができる

ようにする。
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３ 指導計画（５時間）

単元構成上の工夫・・・本単元は、各視点の重点項目を個別に学習する時間（道徳的価値の

要素的学習）とそれを統合する時間（全体的学習）を単元化している。重点項目は、本校の

教育目標並びに道徳部のサブテーマに基づいて選定した。特に今回は学級の基礎をつくる１

学期という時期に合わせて、道徳の時間における心の膨らみと学級生活おける具体的な実践

の高まりが関係づけられるように配慮した。統合する最終の時間では各項目毎に心の在りよ

うを振り返りながら、「なりたい自分」の姿を決めていく楽しさ味わわせたいと考えた。

単元構成・学習活動 学びの楽しさに迫る意識 未来を開く力を育む構え

《第１次》学校教育目標～かしこく ○これから４つの「心のお ○１年生の子供としてよ

道徳の時間1 ＊公徳心 4-(1) 話」を読みながら学習する りよく生きたいという

『パンダのがっこう』（日本 んだな。どんなお話かな？ 願いや意志を確かに抱

標準）を読み、パンダの子供 早く読んでみたいな。 かせるために、具体的

になってパンダの先生に学校 ○どうしてパンダの子供は な道徳的価値の学習を

のきまりをに教える。 しかられたのかな。わかっ 学級でのでの実践と結

～やさしく たぞ。先生、～したらいい びつけることによって

道徳の時間2 ＊協力 2-(2) んだよね。少し賢くなった 高まりが感じられるよ

『にもつはこび』（日文：一 よ。自分は～をがんばるぞ うにするとともに、そ

部改作）を読み、協力してい ○パンダくんは仲がいいな れを踏まえて新たに心

るときの様子を話し合い、自 協力して何かをするってい のめあてを決める楽し

分の心のめあてを決める。 いねね。そんな１の２にな さを味わわせたい。

～たくましく りたいな。ぼくは友達と仲

道徳の時間3 ＊努力 1-(2) 良く遊びたいよ。わたしは ○友達の持つ多様な道徳

『おんがくかい』(日文：一 ～ができるようになりたい 的な見方考え方を交流

部改作)を読み、主人公の気 ○パンダくんは一生懸命が し、相手を思いやろう

持ちを話し合い、がんばりた んばったね。ぼくならでき とする資質を育むため

いことを決める。 るかな。励ましてあげたり に、互いのよさを見つ

～やさしく す君も優しいね。わたしも け合う学習を仕組み、

道徳の時間4 ＊自然愛 3-(1) パンダくんに負けないで係 自分の見方考え方を、

『わたしはもんしろちょう』 活動をがんばりたいな。 高めていけるようにし

（文渓）を読み、動植物にや ○パンダくんは紋白蝶のこ たい。

さしくしてあげたときの気持 とがとっても心配だったん

ちを発表し合う。 だね。ぼくも家で～を一生 ○道徳的価値の持つ意味

《第２次》 懸命育てているんだよ。学 を生活に即して解釈し

校の鉢植えにも水をやるよ １年生の子供なりに実道徳の時間5 ＊全体的学習

践を工夫できるように４つのお話を想起し、それぞ ●ぼくは優しい心が大きく

するために各内容項目れの心を使ったできごとをお なったよ。みんなで長縄跳

を学習するのに関係付互いに見つけ合いながら、こ びをしているんだ。できな

けて、学級での諸活動れから自分が広げたい心を決 いときがあるのが少しいや

設定を工夫したい。める。 だな。これから～の心を大

きくしていきたいなあ。本時１/１

発 展 「 な り た い じ ぶ ん に な ろ う ２ 」 （９ 月）
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４ 本時案 （第２次 １/１）

(1)ねらい 「４つの心のお話」をもとに、自分や友達ががんばったことを話し合うことを通

して、これから自分が大切にしたい心を決めることができるようにする。

(2)学習過程

学習活動・学習内容 学びの楽しさに迫る意識 支援や評価

①道徳コーナーの４枚の ・４つの心の話を勉強してきたね ○順にボードを提示しながら

ボードを見て、お話を ・はじめはパンダくんに学校のき 話の中心場面について質問

想起するとともに、感 まりを教えてあげたんだよ。 したり、そのときの主人公

想を発表する。 ・「にもつはこび」では、パンダ の気持ちについて簡単に想

（１０分） さんが協力するのを勉強したね 像させたりして ４つの話

４つの話の粗筋想起 パンダくんは仲がいいんだ。 の粗筋や描かれている道徳

４つの心の想起 ・野原の場面ではパンダさんは蝶 的価値を想起させたい。

・かしこい心 々に優しくしてあげたんだよ。 ○主人公のようにがんばって

・やさしい心 ・音楽会でパンダくんはよく練習 いい心を発揮している子供

～友達、動植物 してがんばったよね。すごいな を紹介し価値付けたり、道

・たくましい心 ・ぼくにもパンダくんに負けない 徳ノートの記述やボード上

②４つの心を使ってがん くらいがんばったことがあるよ に添付した学校生活の中で

ばった活動や、友達の ○○さんのがんばったことも知 撮った写真に着目させたり

いいところを発表し話 っているよ。 することで、自分や友達の

し合う。（２５分） ・ぼくはボールの後かたづけがき 活動を振り返ろうとする意

かしこい心 ちんとできるようになったよ。 欲や見通しを持たせたい。

・きまりを守るよさ ・休み時間に長縄跳びでみんなで ○友達のできた活動を見つけ

やさしい心 一緒に遊ぶととっても楽しいよ た子供を称賛し、振り返り

・友達や動植物を大 ・ぼくは、友達と仲良くしようと の観点を広げさせたい。

切にするよさ 思うんだけどすぐにけんかにな ○実際の生活の場のできた事

たくましい心 ってしまう。なかなか難しいな 実やできていない事実を具

・めあてを決めてが ・わたしは、花に毎日水をあげて 体的に提示したり、そのと

んばるすばらしさ いるわ。～さんも話しかけなが きの気持ちや訳を尋ねたり

ら水をあげていたよ。 して、より深く自分を見つ

③話し合いをもとに再度 ・ぼくもなかなかがんばってるな められるようにしたい。

自分の心や活動を振り もっとがんばるには、どの心を ○話の中心場面と大切にした

返り、自分の大切にし 大きくしようかな。順番に絵カ い心を示したカード４枚を

たい心を考えながら、 ードを並べてみよう。 机上にて操作しながら並べ

心のカードを並べる。 ・～さんのように○○の心をもっ させることで、心のめあて

（１０分） と大きくしたいからこれを一番 を具体的に捉えさせるとと

自分の大切にする心 上にしよう。△△の心と□□の もに、並べた理由を尋ねる

をきめること 心は同じくらいできているから ことで自分なりの課題を確

真ん中だな。◎◎の心は一番下 かに意識させ、生活の場面

よりよく生活しよう だな。友達はどんな順番に並べ でよりよい実践ができるよ

とする意欲 たのかな。よし、がんばって４ うに意欲付けたい。

つの心を大きくしていくぞ。


