
第６学年道徳学習指導案
坂本哲彦指導者

（読み物資料 『 すんまへん」でいい』 東京書籍６年）主題名 節度をもって生活する 「

１ 主題について

本学級の子供たちは、運動会を前にして、これまでより一層自分の立場を自覚○児童観

、 。 、し 下学年の手本として取り組んでいこうという姿勢が感じ取れる 道徳学習においては

人とのかかわりにとって重要な「社会的な役割と責任の自覚」をはじめ 「尊敬・感謝」、

などの内容について学んできた とりわけ 思いやり・親切 については 読み物資料 わ。 「 」 、 「

たしの新しい親友」を用いて、どうすることが相手のためになるのかを考えて、思いやり

の心をもって接しようとする態度について考えを深めることができた。

このような子供たちに、とかく忘れがちである「自分の生活を振り返り、節度○価値観

を守って誠実に生活していこうとする心情」を養うことは、人の上に立ち学校を引っ張っ

ていく６年生という役割を果たし、迷いながらも自分なりに納得のいく学校生活を送る上

で大切ではないかと考える。人とのかかわりにおいて、まずは、自分を内省し何か過ちを

犯したときには、心からそれを謝るという基本的な心の有り様について考えることが、日

常生活で生きて働く道徳的実践力を育成することになるであろう。

読み物資料 すんまへん でいい は 京都の日本料理の店で働いていた 定○資料観 『「 」 』 、 「

やん」が、出前した高価な器を電車で回収しに行っての帰り、車内で本を読むことに夢中

になって、器を割ってしまい、それをおやじさん（店の主人）にどうあやまろうか悩んだ

あげく 「お給金から代金を弁償させてください」と申し出たところ 「弁償すればいい、 、

という考えならまちごうとる。失敗したときは、心からすんませんとあやまることや 」。

と諭されたという話である。失敗した責任をとろうとする余り 「迷惑をかけた相手に対、

して誠実に謝る」ことや「自分の失敗を心から恥じる」という心根が失われていっている

この期の子供たちにふさわしい資料だと考える。

そこで次のような支援を具体化することによって、ねらいを達成したい。○指導観

・自分の不注意で失敗したり迷惑をかけたりした経験を振り返る活動を導入と終末設定す

ることで、自己評価の深まりを自覚できるようにする。

・自分の体験をもとに「定やん」や「おやじさん」の心情を想像させることで、両者の気

持ちを、共感的に理解できるようにする。

・共感的な理解を類別対比することで、二度目の自己評価活動の観点を設定できるように

する。

２ 本時案 平成１６年９月１０日（金） 於：６年教室

（１）ねらい 自分の体験をもとに「定やん」と「おやじさん」の心情を共感的に理解す

ることを通して、不注意で失敗したことに対して心から謝ることのよさを理

解させると共に、節度ある生活を送ろうとする心情を高める。



（２）学習過程

学習活動・学習内容 子供の心の動き 支援や評価

①「不注意で失敗したり ○ 自分の茶碗を割ったことがあ ○発表内容についての善し

迷惑をかけたりした経 る 後そうじをきちんとした 悪しについては言及せず。 。

験」を発表し合う。 ○ ガラスを割ったことがある。 に、率直に自分の失敗体

分 でもその後、黙っていた。 験を話す子供を価値付け（ ）10

・失敗した経験とその ○ 自分だけに関する失敗と、人 ながら次々と板書する。

後の自分の行動 （一人、多数）に迷惑をかけ ○それぞれの経験（その時

）・節度ある生活への関 る失敗があるんだな。 に気持ちとその後の行動

心と本時の課題 ○ 失敗した時どんな気持ちを大 の異同を強調し、本時の

切にしたらいいのか考えよう 課題を提示する。。

②読み物資料（前半）を ○ 一番高価なお皿って、そんな ○「定やん」が置かれてい

読んで 「定やん」が にするのかあ。とても高い！ る状況を身近な事柄に置、

どうやって謝ろうかと ○ その時の様子を説明して謝る き換えるなどして実感を。

悩んでいる気持ちにつ 僕も同じような経験があるよ もって捉えさせる。。

いて話し合う 分 ○ ごめんなさい 弁償します ○体験と結びつけるなど、。（ ） 「 。 。」20

・誠実に謝ることのよ それが責任の取り方と思う。 自分なりの理由付けをし

さ、難しさ ○ これから、人一倍働きますか ながら吹き出しを書いて

・自分なりの理由付け ら許してください 」と言う。 いる子供を価値付けると。

をして人の気持ちを ○ 「定やん」はいったいどうし 共に、その子のよさを他

想像すること たのかな？ おやじさん は？ に広げる。「 」

③読み物資料（後半）を ○ 割れた皿は二度と戻ってこな ○「謝ること」と「弁償す

読んで おやじさん いから、謝るしかできない。 ること」を対比して話し、「 」

が言いたかったことを ○ 心の底から自分の過ちを謝る 合わせることで「おやじ

話し合う （ 分） ことが相手への誠意である。 さんの心」について考え。 10

・再度自分の体験を振 ○ 誠実や責任は自分に厳しい態 を深めさせ、本時の道徳

り返る観点 度 節度節制 と関連してる 的小原則に迫る。（ ） 。

・節度ある生活をしよ ○ 「自分の失敗を心の底から恥 ○幾つかの似たような考え

うとする気持ち ずかしいと思うこと」が失敗 方（価値観）が分かりや

・価値の関連 をしたときに絶対に忘れては すいように類別し、関係

ならない気持ちだということ 付けて板書する。。

④自分の生活を振り返 ○ はじめに発表し合った「失敗 ○再度導入の板書に戻り、

り、感じたことをノー し た経 験」 の中 で 「心 の底 二度目の自己評価活動を、

トに書く。 （５分） から自分の失敗を恥ずかしい 行うことで、節度ある生

・節度ある誠実な生活 と思って相手に謝った事柄」 活態度についての見方・

をしようとする気持 はどれかな。あるかな？ 考え方を深める。

ちの高まり ○ 心の底から謝るということは ○今後の課題等を記述して

・自分なりの課題 大切だなあ。今度○○のとき いる子供を捉え提出後の

には、そうできるといいな。 プリントで価値付ける。



授 業の 具体計画

これ以降は、指導案と一緒に作成した「発問や子どもの反応の予想」です。

「授業の事前メモ」とでも言いましょうか・・・・

これと実際の授業との違いを見るとおもしろいです。

●今まで で失敗したり、人に迷惑をかけたりしたことはあります自分の不注意
か？

、失敗をしたこと・・・人の注意を聞かないで、勝手をして

・先生はね、自分の不注意で失敗したことで今でもヒヤッとして思い出すことが二つある

んだよね。一つは、中学校１年生の時、徒競走で早く走ろうとして、ランニングシューズ

の裏に切り込みを入れるために、靴底を削っていたら、その手が滑って左の親指をずばっ

と切ったこと。どくどく血が出て、なかなか止まらなかった。今でも傷跡がある。やる前

に父親が「やめた方がいい。そんなことしても早く走れるようになるわけではないし、け

がをする」と言っていたのに。

・もう一つは、小学校３年生の時、中庭でドッジボールをしていたとき、蹴り損ねて空の

植木鉢を割ったこと。今でも思い出すとぞっとする。

出てきたことをどんどん板書。返しは、

「その後どうしたの （行為の連続を訊ねる ・・白色」 。）

「その時どう思ったの （心情を訊ねる ・・・・黄色」 。）

３分類？●自分にだけの失敗 一人の人への迷惑 多くの人への迷惑 の

、 。・その後の行動やその時の気持ちには同じところや このように違うところもありますね

・例えば 「すぐに謝った 「ずっと謝ることができなかった 「もう一度やり直した」、 」 」

「そのままにしてしまった」など があり「その後の行動」に違い
ますね。

・例えば 「悲しかった 「苦しかった 「すまないと思った 「それほど悪いとは思わな、 」 」 」

かった 「情けないと思った」などと が」 「感じ方 「気持ち」の違い」
→本時の課題提示へありますね。

今日は 「自分の不注意で失敗したとき、人に迷惑をかけたときに大切にしなければな、

らない 」について考えてみましょう （課題提示）行動と気持ちの在り方 。

・それにふさわしい読み物資料をもってきたから、それで学習することにしますね。配り

ます。もらったら、目で読んでいてください。全員に渡ったら、先生が代表して読みまし

ょう。足りない人は手を挙げて先生を呼んでください 「足りませ～ん」って。



・前半部分、教師範読

・場面絵添付 短冊の添付

・ 日本料理店 「出前 「給金 「高価な皿」などについての補説「 」 」 」

・必要なら「つきじ 田村」の説明をする。

●「定やん」が置かれている状況を子供の身近な状況に置き換える。

お皿が高価だと言うことが書かれていますが、一枚いくらだと思いますか？

「つきぢ田村」のお昼の普通の料理（お弁当）が３５００円、夕方のコース料理は、

８４００円からです。コース料理の一番安いのが８４００円であって、値段の真ん中あ

たりの料理は、約３万円、一番高いコース料理は、５２５００円です。一人分ですよ。

一人分。そんな値段の料理を盛るお皿は、その１０倍も２０倍もすると思います。１０

０倍のものもあるでしょう。一番上等の器だったと言うことは、１００倍かな？

１０倍だとしても５０万円、１００倍だとすると５００万円分のお皿代です。

不注意で５００万円ですよね。お家の人のお給料の何倍になるかなあ。すごく高い車一

台分ですよね。だから、

●もう、本どころではない

●なかなか家に入る勇気が出てこなくて、何回か家の周りを回ったんですよね。

分かりますかねえ。この気持ち。この行動。

ど●「いったいどう言っておわびしたらいいんだろう」と悩む定やんはおやじさんに

。う言ったらいいと思う？きっとすっごく叱られるよねえ
自分吹き出しに書いてみましょう。 書けた人は、どうしてそう書いたのか、左に、

をもとに、の体験やいつもの自分の行動パターンやいつもの考え
理由を書いてください。

・前半部分に吹き出しを付けておいて、書かせる。

・ 定やん」は、どう言うでしょうか？』と問うか『 定やん」は、どう言うと良いと思『「 「

うか？』と問うか？。迷う。後者で問うかな。

・机間指導をして、すぐに書けない子供には、以下の支援をする。

○叱られないようにしたいよね。

、 （ ）○おやじさんは どう言ってもらいたいと思ってるかねえ 視点移動
○思いつくまで、待ちましょう。思いついたら書いてください。リラックス・・

○書いたからといって、発表しなくてもいいんだよ。

・早く書けた人は、吹き出しの左の枠に、どうしてそう書いたのか。あなたの体験やいつ

もの考えを元に、その理由を書いてください。

●みなさんは、どう書きましたか？発表してください。



● 。書いたものをそのまま発表したらいいよ

【状況を説明することに重点を置いているパターン】

（何となく言い訳っぽい？）
、 、 、 。・僕は 電車の中で大好きな本を読んでいたら 電車が揺れて 皿が割れてしまいました

・電車がキィーンと大きなカーブを切って、座席においていた皿が床に落ちたんです。

・落ち着いて本などを読んでいる暇はないから・・・電車だけが読書に集中できる場所だ

ったんです。

（謝るときには、ちゃんとどこが悪かったか説明しないいけないといつも言われている）

（謝るときには、きちんとその時の様子を話さないといけないと思っている ）。

【自分のどこが悪かったかに重点を置いているパターン】
・本い夢中になっていたのが悪かったのです。ごめんなさい。

・自転車だとうつわを割ること困るから、市電で行けと言われていたのにもかかわらず、

勝手なことをしてしまって申し訳ございません。

・うつわを包んだ風呂敷包みをもっておかなかったのが悪かったのです。本当にごめんな

さい。

（人から言われた注意を素直に聞かずに、こんなことになったということを素直に認めな

いといけないと思うから。僕にも○○を割ってしまったことがあるのだけど、そのときも

おうちの人から先に注意されていたのだけど、そうなってしまって・・・）

【弁償するなど何らかの責任をとろうとするパターン】
・大変高いお皿なので、弁償します。

・私が一生働いて、お皿代をお返しします。

（失敗したことの責任をとるということは、大切なことだと考えるから ）。

（僕も、お皿じゃないけど、ものをなくしたことがあるんだけど、その時に、自分のお小

遣いの中から出した ）。

（自分がやったことは自分で後始末するというのが人間である ）。

【そのほか】
・どんな意見が出てくるか楽しみ。

●どれもお詫びにとっては、大切ですよね （出た意見を価値付け、確認する ）。 。

（時間があれば、自分の一番近い考えにネームカードを貼ることもできる ）。

●このように、人の気持ちを自分の体験やいつもの行
動、考えから様々想像することは道徳の授業では、と
ても大切なんだよ。国語では、書いてある言葉から想



像するけど、道徳では、自分のいつもの行動や体験、
いつもこだわっている自分の考えから想像するんだ。
いっぱい想像できたからすばらしい。ちょっと幼稚だ

。 、 、けど花○を書いておきましょう そして このように
出てきた意見を比べながら、同じ仲間どうして分ける

と同じくらい大切なんことも一杯気持ちを想像すること
仲間の意ですよ。一杯気持ちを想像するってことは、同じ

見が なくて （それも大切なんだけど、たくさん出ることでは 、

ような仲間どうしがたくさん出ることなんですそれ以上に ）この、

ばらしい。よ。す
●では、おやじさんは、どうしたでしょうか。後半を読んで聴かせます。

＊後半を配って、教師が読む。 （２分）

＊後半の後ろに、最後の感想の書き込みスペースを入れておく。

「弁償することよりも、謝る方がどんなにかいい」とおやじさん●

は言っているけど、 おやじさんは、定やんに何がいいたいのでし

ょうか。
普通考えたら 「弁償することの方がいい」と思うのだけどねえ。どう？みんなあ？、

おやじさんは、定やんを甘やかしているのかなあ？

「おやじさんが定やんに伝えたいことは何なのかねえ？」

そこにある「 」って何なのかねえ。おやじさんの心（板書）

【関連する価値用語】

○責任 ○素直 ○誠実 ○自分に厳しい ○自分の失敗 ○迷惑

【問い返し】

・どうしてそう思うの？（理由）

・それは、いいことなの？（是非、善し悪し）

・たとえば？（具体化）

・まとめて言うと？（抽象化）

【誠実・正直な生き方に関すること】

・弁償することがいけないと言っているのではなくて、それも必要なときもあるかも知れ

ないけど、今回は、これほど高いようだったら、とうてい給金から弁償はできない。それ

よりも、まずしっかり自分の悪いところを認めて、 ことが必要だと心の底から謝る



いうことが言いたいのだと思う。

弁償だけすればいいと言う考えは、人間と・あまり悪いと思わないで、

。して良くない

【責任に関連すること】

・弁償することは責任をとることに違いないけど、どんなことをしたところで、割れた皿

弁償したところで完全に責任をとったこそのものは 帰ってこない。

。もとに戻らないのだ。もとに戻らない以上、それを引き起こしとにはならない
た自分を本当に悪いと思うことが大切。

【素直】

・ なければな人の注意（市電で行け、割れるから）はきちんと聞か
らない。

・人の言うことは を持たなければいけん。素直に聞く耳

【節度節制】

・いつも自分に対して厳しくする。それが「心から謝ること」なんだ。

【相手の立場】

・ ってことも大切かも。おやじさんは、弁償するっ相手の立場に立って、謝る
て言っても嬉しくないのではないかな。

【その他】どんな意見がでるのかとっても楽しみ。

おやじさんが言いたかったことは 責任 素直 自分に厳しい 誠● 、「 」「 」「 」「

実・正直」な気持ちを大切にしなさいと言うことなんですよね。どれに

も「心の底から自分が悪いことをしたという申し訳なく思う気持ち」が

あるんですよね。

ここを見て御覧、こんな感じかな？一番大切な元となる気持ちとして、

下に 「心の底から申し訳ないという気持ち」があって、その上に、責任、

を取ることとか、人の注意を素直に聞くこととか、誠実に人やものに接

するとか、相手の立場に立つとか、自分に厳しくするとかがあるんです

よね。こんな関係ですよね。

「心から申し訳●どの考え（責任、素直、自分に厳しい、誠実、正直）の元にも

なんだということが今日の学習で分かりなく思う （反省する）ことが大切」
ました 「定やん」や「おやじさん」に教えてもらいましたね。いや、みなさんが、見。

つけ出したんだよね。すばらしい （黄色で□囲み。今日のプラスワン。学習内容）。

●（教える・伝える）このように 「心から申し訳なく思い、自分の不注、



、 、 、意 不十分な行動や心を反省することのこと 度を超さな心の有り様を

節度っていうんだ。自分にいつも反省しながら、厳しく行動することを

節制するっていうんだ。今日は 「節度 （心 「節制 （行動）につい、 」 ）、 」

て勉強したんだよ 「節度 いておきましょうね。。 」「節制」と黒板に書

●節度～度を超さない、適当なほどあい

●節制～度を超さないようにほどよくすること。ひかえめにす

ること。

規律正しく、行動に節度があること。放縦に流れないように

欲望を理性によって統制すること。

●道徳は、こんな風に、大切な心の在り方をみんなで見つ

け出す時間なんですよ。みんなのいろいろな意見を積み
重ねて、ほら、こんな風に、見つけ出すんです。

●では、はじめの黒板に戻りましょう。ここに幾つかの失敗や

迷惑な体験を書いています。この中で、みなさんが 「本当に、

、 『 』『 』申し訳なく思って 心の底から すいません ごめんなさい

とあやまることができたのは、ありますか？」見てみてくださ

い。

●あったらあったでいいし、そんな気持ちになっていなかった

。というのが分かるのも大切な学習です
あったか、なかったか、そして、今日の勉強の感想を最後に書い●

てください。

あったという人は 「あった」と書いて、それはどんな時だったか、

。 「 」 、簡単に書いてください なかったという人は なかった と書いて

なぜなのか書いてください。

その後の時間は、今日の授業で学んだことを自分の言葉で書いてく

。 、 「 」「 」ださい それが 今日の 授業の感想 授業を終えて思ったこと

です。


