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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、自分の生活体験を通して、登場人物の心情をしっかり想像し、
研究課題 自己を表出する中で、きまりの大切さや良さを実感しながら、新たな自己を見いだ

し、これからの生活への希望を膨らますことができるようにするには、どのような
支援をすればよいか。

（資料名：「通行止め」文渓）主題名 「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、道徳的諸価値の内面的自

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、行動範囲が広がり、小学
校期で最も活動的な時期を迎えることから、ともすると道徳的諸価値の大切さはわかっていても、
実行に移せず、そのよさを生活の中に生かしきれないことがある。しかし、社会的認識能力の発達
に伴い、人の立場を共感的に理解する力や、内省する心が育ってくることから、そんな自分に悩み
自己を高めたいという願いが次第に大きくなってくる。したがって、このような時期の子供たちに、
自分の生活を見つめ直させることによって、諸価値のもつ意味を豊かに捉えさせ、自分自身を深く
知らせ、これからの生活への期待や希望を膨らませていくことができるようにすることは大切であ
る。また、諸価値のよさを自分たちの生活に生かし、よりよく生き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のできる子供を育成することにつなが
るものと考えている。

本資料は、きまりを守ろうとする「わたし」と守ろうとしない「弟」の様子が対比的にわかりや
すく描かれている。また、場面の数も少なく、生活の中でも見受けられる状況を取り上げているの
で、子供たちに無理なく受け入れられると思われる。したがって、子供一人一人に、自分の生活体
験をもとに、主人公「わたし」の置かれている立場を理解させ、「わたし」と「弟」の心情を自由
に表出させる活動を仕組むことで、子供のきまりに対する本音が出させやすいのではないかと考え
る。そして、それを手がかりに子供たちは、自分の姿を見つめ直し、きまりの大切さやよさを実感
しながら、新たな自己を見いだす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で、上記の課題の解明を図りたい。。
・子供一人一人が、道徳的価値に関わる生活体験をより身近に想起することのできるような導入の

工夫
・子供一人一人が、登場人物が置かれている状況をより確かに理解できるような学習の場の工夫
・きまりを守る自分と守れない自分の思いを、登場人物の姿を借りて表出することができるように

するための手だての工夫
・きまりの持つ意味を膨らませていくことができるようにするための手だてと、自分の変容を子供

一人一人が確かめることができる道徳ノートの工夫

２ 目 標
○ 自分の生活体験を通して、きまりを守ることの大切さを理解できるようにする。
○ きまりの大切さや良さを実感し、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

と意欲を育てる。
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３ 指導計画（３時間）

ここでは、子供一人一人が、きまりの大切さや良さについて実内容の精選・重点化について
感するとともに、きまりを生活の中に生かしていこうとする道徳的心情と意欲を育成すること
を重点内容とした。知識として知っている道徳的価値の内面的な自覚においては、心情や、意
欲が大切だと考えるからである。道徳的判断力に関しては、子供一人一人が登場人物の心情を
想像する過程で、必要に応じて理由等を考えさせる活動をさせることを通して高めることによ
り、精選を図ることにした。また、価値内容の面では、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、集団や社会との関わりを重視し、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、重点的に扱うことにした。このことで、より確かな自己認識ができるようにな
ると考える。

豊 か さ に 迫 る 意 識
資料名とねらい 関連・発展

価値内容 （価値を支える）

学級活動
資料：「通行止 学校や交通のきまりをたくさん知っているよ。自分 「４年生にな

め」 はきちんと守っている。いや、ときどきまもらない って」
ねらい：わたし ことがあるな。/回り道はいやだ。だれも見てない

や弟の気持ち し、通っている人もいるから通りたい。でもけがを （事前）
を考えること するし、迷惑をかける。どうしようかなあ。迷うな
により、社会 あ。/きまりは大切だ今まで自分は本当に守れてい 学級活動
のきまりの大 たかな。どうかな？よく考えると・・・
切さを理解し 「係活動につ
進んできまり 公徳心（規則尊重、生命尊重、思いやり、家庭愛） いて」
を守ろうとす （事後）
る心情を育て ４月 （１時間）
る。

ぼくたちの使っているバス停だ。きちんと利用して 全体指導
いるよ。「通行止め」できまりを守ることの大切さ 「バス通学に

資料：「雨のバス停 がわかったよ。でもときどきバスのきまりを守らな
留所で」 いことがある/ よし子は、お母さんの横顔を見なが ついて」

ら、自分のしたことをどんなふうに考えたのかな。 （事前）
ねらい：よし子の気 /きまりは、みんなが安全に便利に生活するために

持ちを考えること あるんだな。今まではできなかったけど、進んで守 学級活動
により、きまりの っていきたくなったよ。でもできるかな。やるぞ。 「係の活動を
良さを理解し、進 見直そう」
んできまりを守ろ 公徳心（規則尊重、節度節制、正直誠実） （事後）
うとする意欲を育
てる。 ６月 （１時間） 社会科

「ごみのゆく
交通のきまりだけが大切なんじゃないよね。ごみの え」

資料：「きけんです 出し方にもきまりがあるんだったな。社会でごみの （事前）
ガラスが入っ 学習をした時にやったよ。/ごみを分けて出すこと 学校行事
ています」 は大切だけどどうしてだったかな。出されたごみで 「宿泊学習」

けがをする人もいるのだな。かおりは、ごみ箱を二 （事前）
ねらい：かおりの気 つ置くなんて、工夫したな。/自分も、きまりを守

持ちやごみの出し るために工夫できることはないかな。やろう。 朝の奉仕活動
方を考えることに （事後）
より、工夫してき 公徳心（規則尊重、生命尊重、正直誠実、思慮反省 学校行事
まりを守ろうとす 「鍛錬遠足」
る意欲を高める。 １０月 （１時間） （事後）
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４ 本時案 （１/３）
(1)ねらい 自分の生活体験をもとに、わたしや弟の気持ちを想像し、役割演技をすることを通

して、きまりを守ることの大切さを理解するとともに、進んできまりを守ろうとする
心情を育てる。

(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提示された看板を見て ・大きい看板だな。見たことあ ○「通行止め」の看板を出し、そ
きまりに対する自分の るぞ。工事中なんだろう。 れから想像されることを自由に
態度について書き出す ・通ってはいけないきまりだな 出し合わせることにより、それ

（１０分） ・きまりを自分はちゃんと守っ ぞれの生活体験に目を向けさせ
ているよ る。

守れている自分や ・いやときどき守れないときも ○守れている自分や守れない自分
守れない自分の態 ある。だって、～だから を想起させ、今までの自分を道
度 ・どうして守らなくてはいけな 徳めもりに位置づけさせた後、

いのかな、きまりは。 その理由や様子などを端的に書
そのわけ、様子 ・きまりについてもう少し深く けている子供を捉え称賛するこ

考えてみたいな。 とにより、振り返りの意欲化を
・おもしろそうなはなしだな。 図る。
・弟の気持ちよくわかるよ。だ ○資料を読んだ後、気持ちが想像

②資料「通 ってぼくも同じようなことが できる場面を出し合わせ、二人
行止め」 登場人物 あったからね。吹き出しに思 の会話に焦点化する。
の話を聞 の状況 っていることを書いてみよう ○それぞれの気持ちを吹き出しに
き、「わ ・わたしには妹がいるから「わ 書かせ、きまりに対する思いを
たし」と 守りたい たし」の気持ちなら想像でき 素直に表出できている子供を捉
「弟」の 気持ちと るな。 え、価値づける。
気持ちを 守りたく ・だれも見ていないし、通って ○二人組でやらせることにより、
吹き出し ない気持 いる人もいるんだからわざわ 全員に役割演技を経験させる。
に書く。 ち、わけ ざ回り道をすることはないよ ○役割演技をしたり、見たりして

（１０分） お姉ちゃん弱虫だな。 の気づきをメモさせることによ
きまりを ・きまりは守らなければ人に迷 り、きまりを守ることの難しさ

③役割演技 守ること 惑をかけるし、あなただって や大切さに触れている子供を捉
をし、気 の大切さ けがをするかもしれないのよ え、意図的に指名することによ
づきを話 ・弟の気持ちは分かるけど、き り、その思いを広める。
し合う。 友達の考 まりはちゃんと守らないとい ○気づきが書きにくい子供に対し

（１５分） え けないよ。 ては、「わたし」の吹き出しを
・○○さんの「わたし」はきま つけ加えることに代えて、きま

りをすごく大切に思っている りを守る大切さを膨らませたい
んだな。 ○導入で見つめた「自分」を再度

④今までの自分を振り返 振り返り、赤ペンで今の思いを
るとともに、今日の学 ・自分は本当に今まできちんと 記入させることにより、より深
習の自己評価をする。 守ろうとしていたかな。もう く自己を見つめることができて

（１０分） 一度考えてみよう。 いる子供を価値づける。
・よく考えたら～はできなかっ ○父親の言葉を思い出させたり、

あまり進んで守って た。でも、～はきちんとでき きまりを守ってよかった事例を
いなかった自分 た。迷惑をかけないですんだ 出し合わせたりすることによっ
きまりを進んで守っ ・～をきちんとやって、ほめら て、生活の中で進んできまりを
ていこうとする意欲 れたし、気持ちよくなったな 守っていこうとする意欲を高め

・きまりを守って生活するぞ。 る。


