
学習箇所・学習方法選択による道徳の授業

山口大学教育学部附属山口小学校 坂本哲彦

【事例１】
実践例 平成８年１０月

総合単元的時数 ７ 学級活動数 ２ 学習箇所選択 有 体験の場 ２

心の地図道徳の時間数 ２ 読み物資料 ３ 学習方法選択 無 中心手法

教科数 ０ 資料選択 有 学習内容選択 有 調査活動等 無

価値拡散型 ４ー（２）勤労 １ー（３）勤勉・努力 ４ー（３）郷土愛→

資料名 ４ー（２） 勤労・奉仕「駅前広場のそうじ」（青葉）
１ー（３） 勤勉・努力「グレンよ、走れ。」（学研）
４ー（３） 郷土愛 「花いっぱいのバス道路」（青葉）

１ 単元名 みんなのためにできること

２ 目標
◎地域社会のために自分から進んでできる活動を見つけ、工夫して行う活動を通して、働くこ

との大切さを知り、進んで最後まで働こうとする意欲を育てる。

３ 単元計画と子供の意識の流れ

子供の意識の流れ 各教科 特別活動 総合活動 日常活動時期

10 ・えー、ぽんぽら飯じゃない
/ の。残念だな。 係活動の 係活動
9 ・ボランティアって何だろ。 見直しを オリエンテ
11 ・クリーンハイクっておもし しよう ーション 清掃活動

ろそうだな。
・そうじなんていやだよ。 奉仕活動

16 ・どこで何をするか決まった クリーンハ
・面倒だけど、楽しいような イク計画 つくし作戦

気もするな。
・今の気持ちを「心の地図」

に表してみよう。 道徳の時間１ 「みんなのために」
17 ・この気持ちを深く見つめて ＊資料名：「駅前広場のそうじ」

みよう。 ＊ねらい：働くことの大切さを知り、進
・何だか、クリーンハイクが んで働こうとする心情を高める。

楽しみになったぞ。 ＊選択予定学習箇所・・３ ＊勤労
・まだやる気が気が起きない
・いよいよ出発だ。

19 ・なかなか大変だな。 クリーンハ
・こんなにゴミがあったのか イク実践
・きれいになってすっきりし

たな。来年もやりたいな。

・感謝の気持ちを広げたいな 道徳の時間２ 「心を広げて」
・努力してやり遂げる心を深 ＊資料名：「グレンよ、走れ」
めたいな。どっちにしよう 「花いっぱいのバス道路」

22 ・自分なりに気持ちが深まっ ＊ねらい：進んで働く心を広げる。
たような気がするな。 ＊内容項目：勤勉努力、郷土愛

・他にもできることはないか
な。

・学校をきれいにすることを 学校をき 奉仕活動
31 もう一度見直してみてはど れいに

うかな。 縦割り掃除
継 ・このような方法をとればよ
続 いんだな。 学級掃除

・がんばってやろう。

４ 本時案１
①ねらい 「駅前広場のそうじ」を読み、働くことのよさについての自分の気持ちを膨らませ

る活動を通して、進んで働こ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 学びの楽しさの実感に迫る
評価と支援

１ 自分の「心の地図」 ・自分の「心の地図」の中心の気持ち ○地図の中心に今の気持ちを
を見てわかることを発 は、～な気持ちなんだな。 素直に書いている点を価値づ
表し、本時のめあてを ・だって、クリーンハイクは、～だか け、心の変化を自分なりに見
確かめる。 らな。みんなのために働くって～だ つめていきたいという意欲を

・この気持ちを資料を使って深めてい 高めたい。
・みんなのために働 きたい。 ○今の自分の気持ちと似てい
くことの大切さに思 ・「わたし」のここの行動を深く考え る主人公の行動の場面を選ん
う心を広げること てみたいな。だって、ぼくと同じ気 でその思いを膨らませるとい

持ちみたいなんだから。 う観点、反対に自分とちがう
２ 資料「駅前広場のそ ・わたしは、ここを考えてみたい。自 気持ちになっているところを

うじ」を読んで、学習 分と反対の気持ちだから。 選んで思いを膨らませるとい
したい箇所を決め、そ ・「みんなだまってしまった」場面で う観点のどちらかをねらいと
の場面での主人公の気 は、「わたし」も「何だかいやだな して、自分の気持ちを見つめ
持ちを、吹き出しに書 。めんどくさいから」と思っている ることができるようにする。
き、発表する。 と思う。わたしもそんな気持ちだか ○奉仕的な活動に対しての

ら。 「迷い」「一応のやる決意」
・みんなだまってし ・「賛成した」場面の「わたし」は 「働くことの喜び」の３場面
まいました 「 班長のいうことだからしかたな から選択させることにより、

・賛成しました い」 と思っていると思う。班長こわ どの子供も心情を深められる
・とってもうれしく いか ら。 ように支援したい。。
なりました ・「ほめられてやってよかったな」と ○吹き出しを自分の今の気持

心から思ったんじゃないかな。きっ ちと比べながら考えた子供を
３ 主人公に対して、自 ・わたしは、一応賛成している主人公 価値づけ、主人公に共感する

分の思いを発表する。 と同じだと思う。今もあまりハイキ ことのよさを感じとらせると
ングが楽しみじゃないんだ。わたし ともに、個々の子供の自我関

・主人公のようにな のようにできるかな。迷うな。 与を支援したい。
りたい気持ち ・口で言うほど簡単なことじゃないよ ○「自分は本当にできるか」

・なかなかできない まだやってみないとわからないな。 「自分との相違点」「それで
気持ち 心が変わるかどうかは。 本当によいのか」など、例示



・主人公はぼくと同じで、やっぱりは して自分をかかわらせて考え
じめはいやだったと思う。でも最後 させたい。

４ 心の地図を書き、今 には、ほめられてどんどんやる気に ○「心の地図」に今の気持ち
日の感想をまとめる。 なった。自分もそうなりたいな。 を書き加えることによって、

・今の自分の気持ちを心の地図に書き ボランティア活動に対する自
自己評価、自己課題 込んでおこう。このように変わった 分の気持ちを見つめなおさせ

・今日の学習は～だな。 たい。学習方法の感想のみ

５ 本時案２
①ねらい 「グレンよ、走れ」と「花いっぱいのバス道路」のうち一つを選択し、最後まであき

らめないでがんばる心情や、郷土を大切するに心情を育てるとともに、進んで働こう
とする意欲を育てる。。

②学習過程

学習活動・学習内容 子供の意識の流れ 学びの楽しさの実感に迫る
評価と支援

１ 活動を終えて書き込 ・クリーンハイクではたくさんゴミを ○クリーンハイクの後すぐに
んだ「心の地図」を見 集めたな。すっきりしたよ。 心の地図を書かせるととも
て、今日の課題を決め ・通りがかりの人がほめてくれたよ。 に、感想をまとめさせてお
る。 ・はじめのうちはやる気だったけど最 き、課題を捉えやすくして

後の方で遊んでしまった。 おく。
最後まで 山口を大 ・山口がきれいになったな。働くって ○今回の活動で得た心の様子
がんばる 切にする なかなかいい気持ちいいよ。 を手がかりに、二つの課題
気持ちを 気持ちを ・この気持ちをもっとみんなと考えて のどちらに近いかを自分な
深めたい 深めたい みたいな。 りに選択させることにより

・どっちの資料で気持ちを広げようか 学習する内容項目を決定さ
２ 自分の課題に合う資 な。この前一度読んだんだったな。 せる。（学習内容選択）
料を選び、自分が一番 ・がっかりしない ・自分の庭でもな ○それぞれ学習内容が異なる
心を動かされた所に で、毎日毎日立 いのに花を植え ので、自分が、心を動かさ
線を引き、自分の思い つけいこを続け るなんてすごい れたところに着目させて、
を道徳ノートに書く。 たところはすご な。 今の自分の心の有りようと

いと思う。ぼく ・大介も手伝うな 比較させるという手法をと
毎日立つ だれにも なら絶対にでき んてやるな。 ることによって、両者の活
けいこを たのまれ ないよ。 ・いろいろなとこ 動を支援したい。
してオリ ないのに ・とうとうオリン ろにも美しい花 ○感動したところを特に考え
ンピック 花を植え ピックで優勝し が植えられるよ させるとともに、疑問につ
で勝った たこと てしまうとはす うななったこと いても線を引かせ後の話し

ごい努力だった がすばらしいな 合いで意見を交流させたい
３ それぞれグループに に違いない。 ・どうして、花を ○「自分ならできるのか」
なって、意見を交流し ・自分はなかなか 植えようと思っ 「 自分とちがうところはど
自分の今の気持ちと比 できないけど少 たのかな。 こ か」「自分ならどうする
べながら話し合う。 しでも見習いた ・自分は花を植え か 」など、自分をかかわら

いと思うよ。 なかったけど掃 せ ていくような思考をさせ
自分もそ 今回自分 ・総合活動最後ま 除をした。まわ る ことによって、自我関与
のように も総合活 でがんばればよ りがきれいにな さ せていき、自分の心の有
なりたい。動をやっ かったな。 るのがうれしい り 様を見つめさせていきた
すばらし てよかっ ・まだまだだな、 気持ちはよくわ い○進んで働く気持ちを広げ
い努力だ た。 ぼくは。 かるよ。 る ためには、最後まであき

ら めずにがんばる気持ち
４ 心の地図に気持ちを ・今の自分の心は、どんな様子だろう や、 郷土山口を大切に思う
書き込み、自己評価を 地図に書き込んで見つめてみよう。 気持 ちが大切なのだという

する。 ・今の自分にできることは何だろう。 こと を感じとらせることに
・～ことを今度からがんばってみたい よっ て、価値観を豊かにさ

自己評価 自己課題 ・今日の学習では、～ことを学んだ気 せて いきたい。
がする。友達の考えも参考になった

別添資料：
（１）子供の道徳ノート（心の目 ＮＯ,１７ 「駅前広場のそうじ」
（２）子供の道徳ノート（心の目 ＮＯ,１８ 「グレンよ、走れ」「花いっぱいのバス道路」
（３）心の動きを知るためのプリント（心の目’ Ｎ０,４ 心の地図づくり）

【事例３】

総合単元的時数 ６ 学級活動数 ０ 学習箇所選択 有 体験の場 ５

心の樹道徳の時間数 １ 読み物資料 １ 学習方法選択 無 中心手法

教科数 ０ 資料選択 無 学習内容選択 無 調査活動等 無

価値内容 １ー（３）自分でやろうと決めたことは、粘り強くやりとげるように

資料名 １ー（３） 「ぼくのへんしん」（東京書籍）

１ 単元名 がんばれるかな？

２ 目標
◎総合活動「こんな未来になったらいいな～未来ステージ発表会～」に夢中になって取り組む
ことを通して、自分たちの表現したい発表を粘り強くやり遂げようとする態度を育てる。

３ 単元計画と子供の意識の流れ

子供の意識の流れ 各教科 特別活動 総合活動 日常活動時期

8 ・どんな未来になるのかな。
どのような劇にしようかな 発表会計画

14 立案（２）・今の気持ちを「心の樹」に
表してみよう。 この気持
ちを主人公と比べてみよう
ぼくは一生懸命がんばると 道徳の時間１ 「がんばれるかな」
ころに心が動いたよ。ぼく ＊資料名：「ぼくのへんしん」
と似ているところもあるし ＊ねらい：自分でやろうと決めたことは
違うところもあるな。でも 粘り強くやり遂げるようにする」
がんばれる自分になれると ＊選択予定学習箇所・任意 ＊努力
いいな。なれるかな。ぼく
には、～な気持ちが足りな

未来ステーいのだろうな。
16 ・よし、自分の思い通りの発 ジ発表会

表ができたぞ。あんなに拍 発展
手がもらえるとは・・・ 学習発表会 （３）



４ 本時案
①ねらい 学習資料「ぼくのへんしん」を読んで、主人公「ぼく」の言動について考え、自分で

決めたことは、粘り強くやり遂げようとする心情を養う。

５ 学習過程 略


