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第 ４ 学 年 道 徳 学 習 指 導 案

４年２組 指導者 坂 本 哲 彦

子供一人一人が、その場の状況を見通して、順番抜かしという行為を吟味しなが

研究課題 ら、自分を見つめる手紙を書いていく中で、人の立場に立ってきまりを守ろうと

する思いを膨らませていけるようにするには、どのような支援をすればよいか。

（資料名：「雨のバス停留所で」文渓堂）主題 「生活ときまり」

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。中学年の子供たちは、きまりを守ら

なければならないとわかっていながらも、自分の置かれている状況によっては、素直に守れない

ことがある。反面、そのような自分にもどかしさを感じ、きまりの守れる自分でありたいという

願う心情も大きくなってくる。したがって、このような時期の子供たちに、心が揺さぶられる資

料や友達の異なった考え方に効果的に出会わせながら、自分の生活経験を振り返らせ、きまりの

持つ意味を、自分のために守るという考え方から人の立場を尊重するために守るという考え方に

膨らませていくことが大切だと考える。このことによって、公徳に関する自分の行動を見つめる

力が高まり、よりきまり正しく生きるための自分の課題が感じ取れるようになってくるであろう。

また、きまりのよさを自分の生活に生かし、よりよい人間関係を創造することができるようにす

ることは、社会の中で個性を発揮し、自分らしく豊かに生きることができる子供を育成すること

につながると考えている。

この資料は、順番ぬかしをする主人公よし子の行動を描いている。この行為は日常の生活の中

でよく見受けられる上に、主人公が深く考えこんでいる印象的な場面で資料が終わっているので、

子供たちは、自ずと主人公の行動や最後の心情に関心をもつと考える。そこで、まず子供一人一

人に、自分の生活体験をもとに、主人公よし子に対する自分なりの思いをもたせ、その思いを交

流させる中で、きまりの持つ意味を深めさせたい。そのことによって、子供たちが最も関心をひ

かれる主人公の最後の心情を、自分で納得できる心情として表出することができると考える。そ

して、その心情を手がかりに、子供たちは自分を見つめ直し、きまりの大切さやよさを確かめな

がら、よりよい自分の姿を描くことができるのではないかと思う。

そのために、次のような支援をすることによって、課題の解明を図りたい。

・登場人物の置かれている状況や心情をより豊かに想像することができるような資料提示の工夫

・きまりのもつ意味をしっかり膨らませていくことができるようにするための手だての工夫

・主人公に対する自分の思いが確かに持てたり、自分をより深く見つめることができるような道

徳ノートの工夫

２ 目 標

○自分の生活体験を見つめ直し、きまりを守ることの大切さを理解できるようにする。

○きまりのよさを生かし、日常の生活の中で進んできまりを守っていこうとする心情を育てる。
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３ 指導計画（３時間）

内容の精選・重点化について ここでは、子供一人一人がきまりの大切さやよさに気付くこ

とによって、自分を見つめる力を伸ばしていくことが大切である。そのために、きまりが大

切なわけを状況に応じて判断させながら、道徳的心情と実践意欲の育成を重点的に扱うこと

にした。また、内容項目の面では、４年生が活動的な時期にあり、また高学年を前にしてい

るということから、集団と社会とのかかわりを重視し、特に公徳の意味をしっかり膨らませ

ておくことが大切であると考えた。そこで、同一価値に関わる主題を３時間総合単元的に構

成し、ねらいや内容を発展させながら、自分を見つめる力が確かに育まれるように配慮した

豊 か さ に 迫 る 意 識

資料名とねらい 関連・発展

価値内容 （関連価値）

学級活動

資料：「通行止め」 通行止めの看板なら見たことあるよ。自分はきち 「４年生にな

ねらい：きまりの大 んと守っている。いやときどき守らないこともあ って」

切さを理解し、進 るな。/ 回り道はいやだ。だれ見てないし通って （事前）

んできまりを守ろ いる人もいるから通りたい。けがをするし人に迷

うとする心情を育 惑をかける。どうしたらいいかな。/ きまりを守 学級活動

てる。 らないと危ないな。今まで自分は本当に守れてい 「係活動につ

たかな。守れないことも多かったな。守りたいな いて」

資料：「雨のバ 公徳心（生命尊重、思いやり、家庭愛） （事後）

ス停留所で」 ４月（１時間）

ねらい：よし子 ４月にきまりについて学習したな。今でも守らな 全体指導

の気持ちを想 ければと思いながらつい破ってしまう時があるな 「バス通学に

像することに / よし子は悪くないと思う。どちらとも言えない ついて」

より、きまり いや順番ぬかしをしているから悪いぞ。順番を抜 （事前）

のもつ意味を かすと前の人に迷惑をかける。/ きまりを守るこ

広げ、進んで とは、人の身になって行動することなんだな。今 学級活動

きまりを守ろ までの自分は～がいけなかったのではないかな。 「学校生活を

うとする心情 これからはもう少し進んで守っていきたい。 見直そう」

を高める。 公徳心（思いやり、思慮、自立節度、） （事後）

６月（１時間）

資料：「きけんです ６月に書いた手紙だ。あのときはこんな自分だっ 社会科

ガラスが入っ たんだな。今はどうかな。/ 社会でごみの学習を 「ごみのゆく

ています」 したぞ。ごみを分けて出すのは大切だ。出された え」

ねらい：かおりの気 ごみでけがをする人もいるのだな。かおりは、ご （事前）

持ちやごみの出し み箱二つ置くなんて、工夫したな。/ きまりを生 学校行事

方を考えることに 活に生かすことはすばらしいな。自分もきまりを 「宿泊学習」

より、工夫してき 守るために工夫できることはないかな。やろう。 （事前）

まりを守ろうとす 公徳心（生命尊重、自立節度、勤勉努力） 「鍛錬遠足」

る意欲を育てる。 １０月（１時間） （事後）
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４ 本時案 （２/３） ４年２組教室

(1)ねらい 順番抜かしをするよし子に対する思いを表出しながら、人の立場に立ってきまりを

守ろうとする心情を高める。

(2)学習過程

学習活動・学習内容 子供の意識の流れ 豊かさを育む評価と支援

①提示された資料を見て ・４月にきまりについて学習した ○前時の授業後の意欲的な感

前時の学習とその後の ・ぼくも守りたいと思っているよ 想を提示することで前時の

自分について話し合う だけどなかなか守れないんだよ 学習を想起させるとともに

（５分） ・守れるものもあるし守れないも できる自分、できない自分

できる自分 のもあるわ。 があることを意識させる

わかっているのにで ・このままでいいのかな。 ○「そんな自分のままででい

きない自分 ・４年生として少し恥ずかしいな いかな」と強く問いかけ、

もどかしさ ・何とかしたいな。こんな自分 価値追究の意欲化を図る。

②資料「雨 ・別に順番抜かしとは思わないか ○よし子に対する思いを道徳

のバス停 よし子へ らよい。私も似たことがあった めもりに位置づけさせ、そ

留所で」 の思い ・子供なんだから少しはいい。 のわけを書かせることによ

を聞いて ・よい ・大雨だからどちらともいえない って、順番抜かしに対する

よし子に ・どちら 自分もそうするかもしれないな 自分の考えを表出させる。

対する自 とも言 ・順番抜かしかどうかはわからな ○体験をもとに判断している

分の思い えない いけどお母さんが怒っているか 子供や、人を思いやる気持

を書き話 ・人に迷 らたぶん少しは悪いと思う。 ちできまりを守ることが大

し合う。 惑をか ・軒下に並んでいた前の人に迷惑 切だと考えている子供を意

（２０分） けたか をかけるんじゃないかな。ぼく 図的に指名し、称賛するこ

③深めた思 ら悪い が前にいたらきっと怒ると思う とによって、その思いを他

いをもと ・停留所から離れていたし、雨が の子供に広げる。

に、最後 人に迷惑 ひどいからついかけ出して先頭 ○話し合いで深まった自分な

のよし子 をかけな に並んだのよ。でもこれは順番 りの思いを確かにさせるた

の気持ち いこと 抜かしよね。だれだって早く乗 めに吹き出しに書かせる。

を話し合 人への思 りたいのに、自分勝手なことを ○よし子の変容がよく表れて

う。 いやりの して前の人に迷惑をかけてはい いる発表を価値づけ、変容

（１５分） 気持ち けなかったわ。これからは人の の大切さに気づかせたい。

ことをよく考えて行動したい。 ○めもりに自分を位置づけさ

④今までの自分を振り返 ・廊下を走って人に迷惑をかけた せ、行動の善し悪しを周り

って手紙を書き、今日 ・自分はきまりを守っていたけど の人との関係から捉えてい

の学習の自己評価をす それはしかられるからで、人の る子供を紹介し、振り返り

る。 （１０分） ことを考えてたんじゃないこと の視点を確かにする。

自分の行動を深く見 が多いな。特に・・・は。 ○捉えた自分の姿を自分宛の

直すこと ・きまりを守ることは自分だけで 手紙として書かせることに

きまりを守ろうとす なく人のためでもあるんだ。 よって、きまりを守ろうと

る心情の高まり ・この手紙を開くころには、もっ する心情を高めながら、子

と守れるようになっていたいな 供の意識を次時へとつなぐ
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