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単元 思いやりとは？

１ 研究課題について

児童期の中でも最も活動的で、グループで行動することが多くなるこの期の子供は、社

会的な認識能力が発達することから、自他の行動を客観的に見つめ、行為の善悪について

ある程度反省しながら把握できるようになる。したがってそのような子供たちに、互いに

温かい心を持ち、人の気持ちを理解して親切にしようとする心情や態度を養うことは重要

だと考える。特に、やさしい行為をすることが親切であるという考えに加えて、相手のこ

とを考えてあえて厳しく接することや、反対に何もしないで見守ることが親切な場合もあ

る、という考えにまで広げ深めさせることが大切である。このことによって他の人の思い

を考えて、自分の行為を見つめる力が更に高まり、思いやりを大切にできるよりよい自分

の姿が描けるであろう。そのことは、将来、人や社会のために自分ができることを自ら考

え出し、主体的に行動することのできる子供を育成することにつながると考える。

「思いやり」において最も大切なことは、「互いに違いを認め、助け合いながら、共に

生きる」という願いを持つことである。相手を見下して行う行為は、真に思いやりのある

行為とは言えない。人間平等の精神、独自性の尊重、互助互譲の精神、他者理解に支えら

れてこそよりよい行為となろう。したがって、相手の立場を尊重し、自分を生かすという

視点で捉えさせることが大切である。自発性、公益性、無償性という原則があり、身近な

生活の中で実践することによって価値を持つボランティア活動は、思いやりの心を発揮す

るのにふさわしい活動である。子供たちはボランティアの体験を重ねていく中で、道徳の

時間に高めた考えを確かにしながら、思いやりの心を自らの中に豊かに膨らませることが

できると考える。そして、自ずと、人や社会の役に立っている自分を見いだし、頼もしく

感じるようになるであろう。

そこで、本時では、次のような支援をすることで、上記の課題の解明を図りたい。

・自分なりの考えをもとに更に追求したいという意欲を高めるための導入の工夫をする。

・自分の考えを主体的に深め、人の立場を実感として理解できるようにするために、疑似
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体験の場の 工夫をする。

・一人一人の子供に、思いやりの意味をしっかり膨らませることができるようにするため

の話し合い の工夫をする。

・深めた思いに照らして、自分を振り返り、自分なりのめあてや課題を持つことができる

ようにする ための手だてを工夫する。

２ 目標

○ボランティア学習を進める中で、感じた思いを話し合ったり詩に表現したりするこ

とを通して、相手の立場を思いやり、勇気を出して進んで行動しようとする心情を

養う。

３ 単元構想（道徳３時間、学級活動４時間、国語科６時間、総合活動４時間）

この単元は、学級活動でボランティア学習を進めていく中に、単元構成のポイント

道徳の時間を３時間組み込み、国語科を関連させた構成にしている。総合活動「クリ

ーンハイク」で初めてボランティア活動を体験した子供たちは、ボランティアに興味

や関心を持ち始めている。ここではその思いを発展させ、実際に車椅子に乗っている

人と触れ合ったり、お年寄りに手紙を出したり、また手話の学習をしたりするなどの

体験を通して、「本当の思いやり」とはどのようなものなのかについて、道徳の時間

を中心に主体的に追求させていくことにした。また国語科では、ボランティア学習の

中で感じたことも詩に表し、「４の２詩画集」を作成する過程で、個々人の思いを交

流し合うことによって、活動や体験に対する満足感、達成感をより一層感じ取らせた

い。

学びの楽しさに迫る意識 学 級 活 動 国 語 科 総合活動

たくさんのゴミに満足したよ

自分から、人のためにできる 学級活動(4)
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ことをするのはすてきだな。

そんなクラスになれたら学級 第４回総合活動 (4)

がもっと高まるよ。ぼくにも ボランティアって(1) クリーンハイク

いろいろできそうだけど、ま ・ボランティアの特徴

ず触れ合うことが大切だと思 ・可能な活動例

う。 国語 詩の広場 (6)

この絵の場合、車椅子を押す

方がいいのかな。できるだけ

助けてあげればいいと思う。 道徳の時間１(30分) ＊思いやり・親切 2-(2)

そうかな。そうさ、それが親 車椅子に乗っている人の描かれた場面絵を見て話し

切というもんだ。車椅子の人 合い、思いやりのある行為について自分なりの考え

と話したり、車椅子に乗って を持ち、追求の方法について話し合う。

みたら考えが深まると思うよ

車椅子の人は、できるだけ自

分でやりたいという気持ちが

あるんじゃないかな。ぼくな 単元：「４の２

らどうかな。とてもつらい気 車椅子に乗っている人 詩画集をつくろう」

がするけどな。すごいな。 と話し合おう、触れ合 １次：金子みすヾの３

一緒に遊んで楽しかったこと おう。於：体育館 (1) 編の童謡を読み味わ

を詩に表してみたい。思いが い、そのよさについ

伝わるかな。

車椅子を押してもらうと助か

るな。自分でやりたいという 道徳の時間２(60分) ＊思いやり ・親切 2-(2)

願いは大切だぞ。親切にもい 車椅子乗ったりトラストウォークを体験したりして

ろいろなわけがあるな。「か 感じたこと考えたことをもとにして、相手の立場を

わいそうだから」というのは 思いやるとはどのようなことなのかについて話し合

相手に失礼だぞ。おもいやり う。 【本時 道徳の時間 2/3】 於：中講堂

の発揮できる自分になりたい

ぼくは～だったけど～ことが

て話し合うとともにできそうだぞ。
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お年寄りに元気メールを出し お年寄りに元気メール 詩画集作りの計画を

て、話をしてみよう。返事が を送ろう。 (1) 立てる。 (2)

来るといいな．

なことを相談してみようかな ２次：ボランティア学

今度は手話で話をしてみたい 日常活動 習から感じたことを

ね。「協力してください」は 詩と挿し絵で表し発

こうするのかわかったぞ。思 手話で話そう。(1) 表した後一冊の詩画

いが伝わるかな。 集にまとめる。(4)

よし、気に入った詩が書けた

友達のも聞きたいな。発表会 日常活動

をしよう。

いい詩画集ができたな。

人に親切にするといってもな 道徳の時間３(1) ＊勇気1-(4) 「心の信号機」( )学研

かなか勇気を出して声をかけ 主人公の葛藤場面から困っている人に対して勇気を

ることは難しいな。でもでき 持って話しかけることの大切さについて話し合う。

るとすばらしい。そんな自分

になれるといいな。

４ 本時案 （道徳の時間 ２／３） 於：中講堂

（１）ねらい 車椅子やトラストウォークの体験をもとに話し合うことを通して、相手

の立場に立って親切にしようとする心情を高める。

（２）学習過程

学習活動・学習内容 学びの楽しさに迫る意識 支援と評価

①今までの自分の考えと本 ・ぼくは前の時間、できる ○道徳ノートから親切にす

時の自分のめあてを発表 だけ押す方が親切と考え る際の迷いや、親切にす

する。 (5分) ていたけど□□さんの話 るわけ、追求意欲が出て
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を聞いてどうするのがい いる記述を価値づけたり

思いやりや親切につい いのかよくわからなくな 対比したりして本時のめ

て考えること ったよ。今日は車椅子が あてをより明確にさせ学

課題追求への意欲 どんなに大変なのか実際 習への期待感を高めたい

に確かめたい。 ○車椅子に乗る側・押す側

・歩くのなら何でもない段 の両方を体験させ、それ

②車椅子に乗ったり、トラ を乗り越えるのに一苦労 ぞれの心情を実感として

ストウォークを体験した するよ。ぼくは、押して 捉えさせたい。

りして、感じたことを道 あげたいと思うよ。・車

徳ノートに書く。(25分) 椅子を押してもらうと助 ○本時の自分のめあてに対

かる してどのような示唆を得

考えの変化とそのわけ ・見えないから恐い。少し ることができたのかとい

体験による実感 手を添えてもらうと助か う点も踏まえて考えをま

・段や坂道の苦しさ るなあ。 とめさせ、後の話し合い

・見えない危険、不安 ・ちょっとしたことで頼り に生かすともに、考えの

・手を添えられる安心 にされるなんてうれしい 変化を自分で確かに把握

・手助けする気持ち よ。押したい・乗ってみ することができるように

て初めてわかった。やは したい。

り何かしてあげるのが親

③車椅子の人の話や体験を 切だ。 ○体験から得た車椅子で行

もとに思いやりや親切に ・車椅子だと不便だから押 動することの不便な思い

ついて話し合う。(25分) したいけど、できるだけ と車椅子に乗る人の真の

自分でやりたいという願 願いに目を向けた発言を

手伝う親切（押す） いは大切にしなければい 捉え価値づけるとともに

・車椅子は大変だから けないと思う。難しいな 板書上で対比させ、相手

・かわいそうだから ・～さんは自分がしてほし の立場を考えることの大

・自分ならしてほしい いことから親切を考えて 切さと難しさを強調した

から相手にもしたい いるんだな。・実際にや い。

見守る親切（押さない ってみて～と思っている ○わけをいくつかの考えに

・されるのを相手が望 ～君の考えは僕と同じだ まとめ、それぞれのよさ
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んでいないから ・いつも押すのはおせっか を認め合わせながら、

・しない方が相手のた いだよ。 「 かわいそうだから」と

めになるから ・かわいそうだから押すと い う主旨の発言を取り上

相手を思いやることの いうのは相手がいやな気 げ その考えの善し悪しを

大切さ、難しさ がすると思う。ぼくだっ 自 分の体験と比較させな

てそう思われてされるの が ら考えさせ、相手の気

はいやだ。相手に失礼だ 持 ちをより深く捉えさせ

・ふつうに助け合えばいい た い。

④学習を振り返り、今の思 んだよ。そんな親切はす

いをノートに書く｡(5分) ばらしいと思うよ。 ○□□さんがされてうれし

・今までの自分は～だった かった体験を語ってもら

前と今の考えの違い と思う～なことで思いや う(VTR)ことによって、

思いやりの心情の高揚 りのある行動ができそう 思いやりのすがすがしさ

自分なりの課題 だぞ。思いやりについて を一層印象付け、そのよ

ときどきは考えられる自 うな人になりたいとのあ

分でありたいな。 こがれを持たせたい。


