
道徳チィームチィーチング研究授業概要

道徳教育部 坂本哲彦

１ 学年・単元 ４年「よりよい学校を自分たちの手で」（１８時間）
（道徳の時間：２時間、学級活動：２時間、国語：５時間、音楽：５時間、学校行事４時間）

２ Ｔ・Ｔ設定の理由
○「学習発表会」という学校行事をつくりあげていく過程において、自分たちの学校を愛し、大切に

しようとする心情を養うとともに、自分たちの努力でよりよいものにしていこうとする態度を培い
たい。そこで、本単元においては、中心的価値として「学校や学年、学級をすばらしいものにしよ
うとする態度 中学年：４ー（４）」を設定し、その態度を育てるために、「一人一人がめあてに

向かって一生懸命努力すること 中学年：１ー（３）」、または「友達同士が互いに信頼し助け合
って物事をなしとげて行くこと 中学年：２ー（３）」の二つを下位的価値内容として位置づけ、
体験と結びつけることによって積極的に育んでいきたい。そのために、Ｔ・Ｔにより、一人一人が
深め膨らませたいという価値をより主体的に追求することができる場を保障し、体験と関連づけて

より確かな道徳的実践力を培いたい。

３ 単元構成の方針

○「学習発表会」という学校行事を中心に据えながら、その前後に道徳の時間を設定し、「よりよい
学校を自分たちの手で実現していくために」という課題を設定し、その課題を体験を通して主体的
に追求していくという「課題解決型の道徳学習」を展開する。

○発表の練習の過程で行われる１回目の道徳の授業は、本単元の中心的価値である「学校愛：４ー

（４）」を扱い、課題設定と課題追求の視点を探ることを主眼に行う。用いる資料は、読み物資料
「大山小学校のこ笛隊」（学研４年）である。学習箇所選択の場を設定することによって、より主
体的な価値追求ができるように配慮する。

○発表の後に行われる２回目の道徳の授業は、本単元の下位的価値内容として位置づけている「勤勉
努力：１ー（３）」と「信頼 友情：２ー（３）」を扱い、児童各自の選択による価値追求とする。
扱う資料は、前者が「ふえの練習」（青葉出版４年）、後者が「分け合った友情のメダル」（青葉
出版４年）である。両方の価値内容とも以前に学習しており、どちらを選んでも学年全体を通して

の道徳学習に不足が出ることはない。
○二つの道徳の時間における児童の意識をよりスムーズに流し、課題解決に向けて価値追求しやすく

するするために、道徳ノートの工夫をする。

４ Ｔ・Ｔの基本方針
○学習発表会の発表が学年単位ということ、子供の日常の学校生活の実態がよく理解されているとい

うこと等の理由から、同学年Ｔ・Ｔで指導を展開し、１回目の道徳の指導においては「学習方法分
担指導型」、２回目の道徳の指導においては「課題別分担指導型」を工夫して授業構成を行う。

○単元構成、教材研究から共同研究を行い、指導方針の共通理解を図る。
○子供の学習状況については、道徳ノートを十分活用し、個人用カルテとしても使えるように工夫す

るとともに、担任教官が資料を作成し、評価の構え、支援の基本的な立場についても事前に共通理
解をしておく。

５ 予想される効果
○一言で言えば、児童一人一人が、主体的に価値追求することができ、より確かな道徳的実践力の育

成が期待できる。
○資料中で、自分が思いを深めたい場面を、今までのように教師から一方的に指定されるのではなく、

２つの場面の中から主体的に選択できることから、より自分の心情を主人公に託し易くなり、それ
によって、価値の内面的な自覚もより確かなものとなるのではないか。

○体験の後の道徳の時間では、体験から導き出された自分なりの課題を二つの資料の中から主体的に

選択することができ、より意欲的な課題追求が可能となるとともに、道徳的実践力も確かなものと
なるのではないか。



道徳学習指導案

指導者 ４年２組担任 坂本哲彦（Ｔ１）
１組担任 中村典生（Ｔ２）

１ 単元名 よりよい学校を自分たちの手で

２ 目標
◎学習発表会の音楽発表を作り上げていく中で、一人一人がめあてに向かって、一生懸命努力

したり、友達同士が互いに助け合ったりして、よりよい学校を自分たちの手で築き上げてい
こ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 学級活動 学校行事 日常活動時期

2/ ・今年も学習発表会があるな
7 去年は劇だったので今年は 学習発表 学習発表

音楽発表なんだな。 会の練習 会の計画 係活動

10 ・今月の歌で１年間の思いで を立てよ
をつないで発表するのか。 う 縦割り掃除

・楽しい発表にしたいな。 ２時間
・役割を決めて、作文や劇を

作って練習しよう。 国語科
・これから自分の気持ちを ５時間
「 心の樹」に残していこ

う。
17

・大山小学校のいいところは
こ笛隊があるところなのだ 道徳の時間１

・「うれしくなった」やすひ 音楽科 「よりよい学校を自分たちの手で」１
ろか「ベルリラでがんばる ５時間 ＊内容項目：学校愛 ４ー（４）
」やすひろの気持ちを考え ＊資料名：「大山小学校のこ笛隊」学研

てみよう。 ＊ねらい：自分の学校を愛し、よりよい
・楽しくなったのは、自分の 学校を作ろうとする態度を育
学校のために努力したから てる。

なんだな。 ＊選択予定学習箇所・・２カ所
・よし、自分も学習発表会を
がんばるぞ。

21 ・いよいよ本番だ。やるぞ。
・とてもいい発表ができたぞ 学習発表会

・他の学年も立派な発表だ (音楽発表)
・附属小学校はすばらしい学 ４時間
校だな。自慢だな。

25 ・今の自分の「心の樹」に表
れている気持ちは何だろう

・ぼくは、一生懸命がんばっ 道徳の時間２
てよかったという気持ちだ 「よりよい学校を自分たちの手で」２



・わたしは友達と助け合って ＊内容項目：勤勉努力 信頼友情

役割をやり遂げられてよか ＊資料名：[ふえの練習] [分け合った
31 ったという気持ちだわ。 ﾒﾀﾞﾙ]友情の
継 ・自分の気持ちをふさわしい ＊ねらい：自分なりに努力したり友達と
続 資料で深め広げてみよう。 助け合ったりして自分の学校を

・努力したり、助け合ったり よりよくしようする態度を養う
することによって、自分の
学校の自慢が増え、自分も

成長したんだな。
・これからもこの附属小学校 縦割り掃除
を大切にしていきたいな。

・附属小学校の自慢である縦
割り掃除や総合活動をがん 係活動
ばっていきたい。

４ 本時案１（道徳の時間１）
①主眼・資料「大山小学校のこ笛隊」を読み、主人公やすひろのうれしい気持ちやがんばってい

る気持ちを想像することを通して、附属小学校のよいところを話し合い、学習発表会に
向けての今の気持ちを道徳ノートに書くことができる。

・附属小学校を大切にしていこ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 教師の働きかけ

評価と支援

１ 今の自分の「心の樹 ・自分の「心の樹」の中心の気持ちは Ｔ１：子供の意識の流れを記
」を見て、気づいたこ ～な気持ちなんだな。 入している道徳ノート「心の

とを話し合う。 ・だって、早く他の学年の発表が見た 樹」の中から今の気持ちにふ
いからな。でも練習は大変だな。 さわしいものを尋ね、そのわ

・発表会が楽しみな ・この気持ちを資料を使って深めてい けを発表させたり価値づけた

気持ち きたい。 りすることによって、さらに
・練習が大変な心情 ・ぼくは「うれし ・わたしは「がん その気持ちを追求していきた

くなった」とこ ばっている」や いとの思いを一層高めたい。

ろのやすひろの すひろの気持ち Ｔ２：個別指導を行う。
２ 資料「大山小学校の 気持ちを考えた を考えたい。 Ｔ１：主人公が「うれしくな
こ笛隊」を読んで、学 い。 ・学校全体でする った」場面を選択したグルー
習したい箇所を決め、 ・自分の学校がほ ところが立派だ プにそのときの主人公の心情

その場面での主人公の められたからう というお母さん を豊かに想像させ、道徳ノー
気持ちを、吹き出しに れしいんだろう の言葉があった トに書くことができるように
書き、話し合う。 ・鼓笛隊が学校で から する。

自慢できること ・リラベルもおも Ｔ２：同様に主人公が「がん
○うれしくなった だからだ。 しろそうだから ばってみる」場面を選択した

・自分の学校がほ ・２０年間も続い ・鼓笛隊でがんば グループの学習を支援する。
められたから ているから自分 ることが大切だ Ｔ１：両者の気持ちを交流す

○がんばってみる でもうれしいの と考えているの ることを通して、最後の場面
・学校全体のため だろう だと思う で「楽しくなった」わけを学

・自分も鼓笛隊に ・やさしく教えて 校を愛する気持ちの表れとし

３ 附属小学校のよいと 入りたいからだ もらえたから てつかませる。
ころについて話し合う ・最後には楽しくなったんだね。 Ｔ１：鼓笛隊に感じた主人公



・附属小学校のよいところはどこかな の気持ちと同じ気持ちを附属

○学校のよさを見つ ・いろいろな行事があることだろう。 小学校のどこに感じるだろう
けようとする態度 ４年でも宿泊学習があるよ。 かと投げかけ、附属小学校の

・各種行事 ・いろいろなところから通っているか よさや自慢できるところを考
・クラブ活動 ら友達がいろいろなところにいるよ えさせ、思考の場を資料から

・たくさんの友達 ・サッカー部や合唱団、総合活動も附 実際の生活につなげたい。
属小学校のいいところだわ。みんな Ｔ２：個別に指導して回り、

４ 「心の樹」に今日の が一生懸命取り組んでいるからすば 根拠を尋ね、それを価値づけ

感想をまとめる。 らしいんだと思うわ。 たり、賞賛したりする。
・今の自分の気持ちを心の地図に書き Ｔ１：今日の学習の感想をま

自己評価、課題 込んでおこう。学習発表会も一生懸 とめる中で、今の自分の課題

命がんばらなくてはいけないな。 に触れさせたい。

５ 本時案２（道徳の時間２）

①主眼・資料「ふえの練習」と「分け合った友情のメダル」のうち一つを選択し、最後まであき
らめないでがんばる主人公や、友達と助け合ってがんばる主人公の気持ちを想像するこ
とを通して、附属小学校を大切にするために必要な気持ちを道徳ノートに書くことをが

できる。
・最後まであきらめないで、友達と協力しながら附属小学校を大切にしていこうとする態
度を育てる。

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 学習発表会を終えて ・学習発表会では納得できる発表がで ○学習発表会の後すぐに心の
書き込んだ「心の樹」 きたな。どの学年もよかったな。 樹を書かせるとともに、感

を見て、今日の課題を ・お家の人がほめてくれたよ。 想をまとめさせておき、課
決める。 ・毎日家でも練習したからできたんだ 題を捉えやすくしておく。

・友達と助け合いながら練習したから ○今回の活動で得た心の様子

最後まで 友達と助 うまくいったんだわ。 を手がかりに、二つの課題
がんばっ け合った ・このがんばった気持ちをもっとみん のどちらに近いかを自分な
た気持ち 気持ち なともう少し考えてみたいな。 りに選択させることにより

・どっちの資料で気持ちを深めようか 学習する内容項目を決定さ
な。この前一度読んだんだったな。 せる。（学習内容選択）

２ 自分の課題に合う資 Ｔ２：自分の体験を「ふえの
料を選び、主人公に共 ・難しいところは ・競技が始まって 練習」の主人公に託して、

感するところや疑問に 吹くかっこうだ ３時間がたち雨 思うままに発露させること
思うところをそのわけ けしたところは も降っているの を通して、あきらめないで
とともにノートに書く 自分にもあった によくがんばっ 最後までがんばることの大

とてもはずかし ているな。こん 切さを感じとらせたい。同
主人公に 二人の友 くて、練習しな な経験はぼくに じような気持ちの友達と積
対する共 情のすば くてはという気 はないな。 極的に意見を交換させなが
感・でき らしさ・ 持ちになったん ・どうして大江選 らより深く価値をとらえさ

たときの あこがれ だよ。 手は２位をゆず せたい。
うれしさ ・だめだなとなげ る気になったの Ｔ２：価値内容に迫るために

やりな気持ちに だろうか。 「友情のメダル」の主人公

３ それぞれグループに なったのはぼく ・西田選手は銅メ の二人がお互いに相手を尊
なって、意見を交流し も同じさ。 ダルと半分ずつ 重しあう訳を考えさせるこ



自分の今の気持ちと比 ・とぎれずに吹く つなぎ合わせた とを通して、互いに助け合

べながら話し合う。 ことができたと のはなぜか。 い励ましあって何かを成し
きはとてもうれ ・きっとお互いに 遂げることのすばらしさに

最後まで 互いに信 しかったよ。ゆ いつも励ましあ 気づかせたい。
あきらめ 頼し、助 み子の気持ちが って練習してい ○両方の資料で考えた成果を

ないで努 け合うこ とてもよくわか たからだろう。 交流する場を設定し、自分
力するこ とのよさ る。 いい友達同士な 一人で一生懸命努力するこ
とのよさ ・努力することは んだ。そんな友 とと、友達を助け合いなが

すばらしいな がいるといいな らがんばることの両方が相
まって物事（よい学校づく

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 り）が立派に成し遂げられ

書き込み、自己評価を 心の樹に書き込んで見つめてみよう ることに気づかせたい。
する。 ・学習発表会を終えて、がんばる心や Ｔ１、２：両者とも個別に評

すばらしい友達も得られたような気 価や課題について価値づけ
自己評価 課題 がするな。この気持ちをもっと身に や賞賛を行い、よい学校作

つけていけるといいな。 りに向けての意欲化を図る


