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第３・４学年道徳学習指導案
指導者 坂 本 哲 彦

主題名 協力し助け合うために
（資料： 台風２３号の下で耐えて歌った１０時間～トマトバスの屋上で～）「

１ 主題について
○児童観
本学級の子どもたちは、３年生７名、４年生７名の複式学級である。教科学習におい

て多少の学力差はあるものの、どの子どもも一生懸命学ぼうとする。クラスで何かに取
り組むときには、概ね協力し助け合おうとする心情と態度を持っている。仲間同士での
活動が増えるこの時期の子どもにとって 「協力助け合い」という道徳的価値について考、
えを深めることは意義あることである。
○価値観

「協力し助け合う」という時 「何をどのようにするのか」という行為に加えて、それ、
を支える道徳的価値を明確にすることが大切である。例えば 「互いに相手を理解し、信、
頼すること 「自分を少し犠牲にしても、相手のため、グループのために勇気ある行動を」
すること 「相手のことを思いやり大切にすること 「一人一人の役割の自覚と責任を持」 」

つこと 「みんながめあて達成を強く願い、根気強く取り組むこと」などである。これら」
は 「協力・助け合い」を可能にするための下位（支える）価値と捉えることができる。、
このような価値の関連や捉え方を学ぶことも道徳学習において大切である。
○資料観
本資料は、平成 年 月 日（水）に上陸した台風 号が引き起こした出来事を16 10 20 23

をもとにしている （朝日新聞 月 日）京都府舞鶴市、夜 時。川の氾濫で動けなく。 11 11 8
なったトマトバスが浸水し始める。乗客 人、 名をのぞいて 歳から 歳。 時に37 2 60 87 9
は、車内が腰まで水に浸かる。全員が協力して屋根に上ったのが９時半。これで何とか
なると思ったのもつかの間、 時にはバス本体が流され始める。一人の男の人が濁流に10
飛び込み、すぐ近くの立木にしがみついたあとバスとの間を流れ着いた竹の棒で固定す
る。屋根に立っていていても水は膝より上である。もと看護婦の女性はお年の男性の世
話をする、ある女性はスカーフを広げ数人の雨風をしのぐ、また、みんなで「上を向い
て歩こう」の歌を歌うなどして、朝６時に救助が来るまでの 時間を耐えたという感動10
的な出来事である。本授業は、何よりも先に「この出来事」により構想された。

○指導観
以上のことから、次の点を工夫することによって、ねらいを達成したい。

■導入で１回目、終末で２度目の自己評価活動を行い、展開部分は、自己評価観点
を設定するというサンドウィッチ型の授業構成をする。２度目の自己評価活動で

は、関連する道徳的価値が自分の具体的な経験の中にあったかどうかを確かめる
と共に、今後大切にしたい関連価値を意識することができるようにする。

■資料は、かなり長いので、象徴的な写真提示、時系列での出来事説明、端的な会
話文提示の配慮をする。児童の身近な事象に置き換えるなどして理解を促す。

■「協力・助け合い」の行動の具体だけではなく、それを支えるものを問いかけ、

当該価値に関連する道徳的価値に気付かせる。
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２ 本時案１ 平成１６年１１月２４日（水）５校時 於：○○小学校３・４年生
（１）ねらい 自分の体験をもとに、資料の具体的な状況や登場人物の心情を想像する

、 、ことを通して 互いに協力し助け合おうとする意欲や態度を高めると共に
自分のよさや今後の課題を見付けることができるようにする。

（２）学習過程 (６０分用)

学習活動 ・学習内容 子どもの心の動き 支援や評価

①今までに友達や家族で協力 ○体育のサッカーで協力し ○友達（同・異学年 、家）
し助け合った経験を発表し て戦った。楽しかったな 族などに分けて板書し、
合う ( 分) ○いのこでは、練習や本番 その時の出来映えや気持。 15

を助け合ってやったよ。 ちを問い返すことによっ
・助け合った具体的な事実 １，２年生の面倒を見る て、本時の課題意識を持
や行動とその時の気持ち のが少し大変だったな。 たせる。

・本時の課題（協力助け合 ○一生懸命やる人とあまり ○今までの課題追究の方法
いに必要な心根を見付け やらない人もいるよ。 を出し合い 「資料から、
合い自分を見つめよう） ○助け合うときに大切な心 よさを見付け合い、自分、

・課題解決への意欲 気持ちをみんなで見付け と比べる」という見通し
ていこう。どんなお話し を持たせることで、課題
かなあ？ 解決への意欲を高める。

②読み物資料「台風 号の ○３７人のうちほとんど６ ○象徴的な場面を写真で提23
下で耐えて歌った 時間 ０歳以上なんだね。濁流 示すること、時間を追っ10
～トマトバスの屋上で～」 がすごく怖かったろうな て出来事を説明するこ。
を聞き 「助かった理由」 真夜中屋上に立っても膝 と、登場人物の「会話」、
について話し合う ( 分) 上まで水が来たんだ。 を端的に示すことなど。 35

○なぜ助かったのだろう？ で、資料の具体を把握し
・具体的な状況 人物関係 ◎木の上で８時間過ごした やすいようにする。

（ ）・個々の登場人物の気持ち 人、竹を持っていた人、 ○助かった理由を行動 ◎
・協力、助け合いに必要な 歌を歌うことを呼びかけ で捉えさせると共に、更
心根と行動の有り様 た人、スカーフを出した にそう行動できた内面

( )共通の願いと強さ 人など皆が協力している （●）も検討させること1 。
( )互いの理解と信頼 ●皆生きたいと強く願った で課題解決に迫る。2
( )知恵、 ●互いに知り合いだったし ○内面を概ね内容( )～( )3 1 5
( )勇気ある行動 信じていた。仲良し。 に類別しそれらを比較す4
( )最後まで行動 ●一人一人が知恵と勇気を ることで、一つの行動を5

出し合って最後まで行動 支える心根を意識させ、
した。 理解を深める。

③自分（たち）の今までの体 ○はじめに発表した「自分 ○導入の板書に戻り、●を
験に「大切なこと」がある が助け合った経験」の中 もとに、二度目の自己評
かどうかなどを振り返りプ で、今見付けた「大切な 価活動を行うことで、協
リントに書く。( 分) こと」はどれだけ入って 力、助け合いについての10

いるかなあ。 見方・考え方を深める。
・互いに協力し助け合おう ○自分は、□な点について ○ 自分の行動の中にある
とする一層の意欲 はできているような気が ●を見付けたり、今後の

・自分のよさ するな。 課題を記述したりしてい
・今後の課題 ○自分は、△な点を行うと る子どもを捉え、価値付

一層よくなるかなあ・・ け広げる。
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２ 本時案２ 平成１６年１１月２４日（水）５校時 於：○○小学校３・４年生
（１）ねらい 自分の体験をもとに、資料の具体的な状況や登場人物の心情を想像する

、 、ことを通して 互いに協力し助け合おうとする意欲や態度を高めると共に
自分のよさや今後の課題を見付けることができるようにする。

（２）学習過程 (４５分用)

学習活動 ・学習内容 子どもの心の動き 支援や評価

①読み物資料「台風 号の ○３７人のうちほとんど６ ○象徴的な場面を写真で提23
下で耐えて歌った 時間 ０歳以上なんだね。濁流 示すること、時間を追っ10
～トマトバスの屋上で～」 がすごく怖かったろうな て出来事を説明するこ。
を聞き、感じたことをつぶ 真夜中屋上に立っても膝 と、登場人物の「会話」
やく。 ( 分) 上まで水が来たんだ。 を端的に示すこと、子ど10

○三蒲でも大風と大雨だっ もの具体的な生活と結び

・具体的な状況 人物関係 たよね。怖かった。 つけること等で、資料の
・個々の登場人物の気持ち ○８時間もよく立てたな。 具体を把握しやすいよう

○なぜ助かったのだろう？ に工夫する。

（ ）②「助かった理由」について ◎木の上で８時間過ごした ○助かった理由を行動 ◎
話し合う。 ( 分) 人、竹を持っていた人、 で捉えさせると共に、更25

歌を歌うことを呼びかけ にそう行動できた内面
た人、スカーフを出した （●）も検討させること

・協力、助け合いに必要な 人など皆が協力している で課題解決に迫る。。

心根と行動の有り様 ●皆生きたいと強く願った ○内面を概ね内容( )～( )1 5
( )共通の願いと強さ ●互いに知り合いだったし に類別しそれらを比較す1
( )互いの理解と信頼 信じていた。仲良し。 ることで、一つの行動を2
( )冷静な判断・決断 ●一人一人が知恵と勇気を 支える心根を意識させ、3
( )勇気ある行動 出し合って最後まで行動 理解を深める。4
( )最後まで行動 した。 ○価値の関連が捉えやすい5

○どれも大切なことだね。 ような板書を工夫する。

②自分（たち）の今までの体 ○僕は、運動会の時、○○ ○自分が以前助け合った具

験に「大切なこと」がある で協力したよ。その出来 体的な事実を思い出さ
かどうかなどを振り返りプ 事の中に 今見付けた 大 せ、端的にプリントに書、 「
リントに書く。( 分) 切なこと」の何が入って かせる。10

いるかな？ ○振り返り方について例示

・自分が助け合った経験 ○自分は、その時( )( )の した後、自分の行動の中1 5
・互いに協力し助け合おう 点についてはできていた にある●を見付けたり、
とする一層の意欲 ような気がするな。 今後の課題を記述したり

・自分のよさ ○自分は、( )( )ができた させる。そしてそのよう3 4
・今後の課題 らもっと 協力助け合い な振り返りをした子ども「 」

、 。がよくなると思うな。 を捉え 価値付け広げる
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授業の具体（案２ ６０分用の方）
（協力助け合い～台風２３号の下で耐えて歌った１０時間～トマトバスの屋上）

■自己紹介 名前の板書
■時間があれば、子どもたちも自己紹介をしてもらう。

【授業開始 １４：００～】

今までにいろいろなことで人、たとえば、クラスの友達や地域の友達、家族と力

を合わせたり、助け合ったりして何かをやりしてきましたね。
まず、今日は、そんな「力を出し合ったり、助け合ったりした経験」をおしえて
ください。最近でもいいし、少し昔でもいいですよ。

友達 地域の人 家族 だれと
・スポ小 ・いのこ ・大掃除
・体育スポーツ系 ・子供会の行事 ・旅行の計画、準備 何を
・集会出し物 ・まつり ・家事分担

■◎→満足 ◎ ○ △ ×
→それでもまだ不満 ＊下には、しきりはいら 出来映え

△→不満足 すっきり 満足 ないかな？

→全力だから満足 まあまあ、不満 等 気持ち
などいろいろだなあ・・

●問い返し・・・ だれと？ 「どんなことを？、例えば？ 「結果はどうだった？」「 」 」

「その時どんなことを考えたかなあ？」

■みなさんは、このような人たちと、こんなことをして、こんな結果になった。そして
その時の気持ちはこうだったんだね。

うまくいったときもあるし、ダメだったときもある。同じように頑張って協力し助け
合ったのに結果は様々。しかも、気持ちもいろいろ 「うまくいったのに気持ちはあまり。
嬉しくない」場合もあるし「あまりうまくいかなかったのに、気持ちはそれほど落ち込
まなかったこともある」これまた様々ですね。
そこで、

今日は 「人と力を合わせて（協力して）助け合うときに大切しなければならない気持、
ちや心（心根）についてみんなで考えて、自分を見つめてみましょう。これが今日の
学習のめあてです。

いつもは、どうやって道徳の時間の勉強をしていますか？
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そうですね。読み物（お話し）を読んで、それから学びますね。
、 、 。 、今日 先生も いいお話しを準備してきました 今からそれを話して聞かせますから

期待してね。どんな話かなあ。そして、その話からみなさんが大切な心根について学
ぶことができるかなあ。

では、プリントを配ります。１枚の表と裏に印刷してあります。自分のを取ったら、
後ろに回してください。足りなかったら 「足りないよう～」って声を出すこと。、

【２活動 １４：１０～】
□プリント配布。一回目は、プリントを使って話して聞かせる。途中、解説を加えなが
ら話すと１０分を超える。同時に短冊も黒板に貼り付けながら話す （２度読んで、その。
時に短冊を黒板に貼り付けるといいのだけど、それだけの時間の余裕がない ）。

、 、 、●短冊を貼り付けながら１度読んで 再度 わかりにくい顔をしたところを繰り返して

粗筋（具体的な状況、人物関係、人物の気持ち等）を理解させる。 資料提示終わる！

【１４：２０～】

こんなに危険な状態だったのに、お年寄りばかりだったのに、

どうして助かったのかなあ？ 「助かったわけ」を考えてみよう！
みんなどう思う？
＊すぐに手が上がる、または表情がそれとなくいい感じ（２，３名表情のいい子ども
に充ててみる）だったら、書く活動、または、二人組での相談の活動をとばす。

＊できるだけ、書く活動はやりたくない。書く活動で発表する準備ができるのではな
く、書く活動をはさむから発表できなくなる・・・

子どもの反応と問い返し

●みんなが協力している、助け合っている。
→「たとえば？」として、その子どもに返して、誰かの行動を出させる。他の子

どもにも 「他にだれがどんなことをしているかねえ？」と広げる。、

黒板の短冊を見れば、おそれく誰にでも応えることができる。できるだけ多
くの子どもに発言させる。

→私は、短冊の名前やしたことをマジックで線を引き強調する。
→この問い返しで 「具体的な行動」を概ね理解させる。、
→●一人一人が自分にできることをしっかりやった。真剣にやった。
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＊行動面でおそらく「助かったわけ」の反応が終わる。他に意見が出なくなるであろ
う。
その場合には 「助かったわけを、みんなよく見付けることができたね。これだけた、
くさんの人がこんな危険なことをしたんだねえ 」これらが 「助かったわけ （行。 、 」

動）何だけど、これは 「助かったわけ」には違いないのだけど 「行動 、外から、 、 」
見える姿だよね 「ではどうして、こんなことをすることができたのかなあ？」。

●勇気がある。

→だれのどの行動？
→勇気のある行動をする人がいるときは、協力助け合いがうまくいくってことね
→「勇気」と強調して板書
→「どうして勇気が出たのだろう？」と訊ねて●「生きる希望、願い」を出す？

●頭が良かった。
→知恵があった言うことですね。知恵と勇気の・・・ （あんぱんまん）
→同じく、知恵を使うことができると、協力助け合いはうまくいくってことね。
→「知恵」と強調して板書

●心がやさしい
→だれだっけ？６４さいの中嶋さん、７０さいのもと看護婦さんの小林さん
どちらの人も優しい気持ちがありますね。

→知り合いだからやさしくなりやすかったかもね？と●仲間 仲良しを引き出す？、

→やさしく思いやりがあるときには、協力助け合いがうまくいくってことね。

あと出したい考えは、
●みんなが仲良しだった （知らない人ではなく、もともと友達だった）。

●「生きたい！」と強く願っていた 「生きて帰れる」とみんなが信じていた。。
どこかで、関連した発言を捉えて、気付かせる。
「仲良し」は 「心がやさしい」で引っ張るか？、
「生きたい！」は、勇気のもととなる気持ちだから「勇気」の意見のところで引っ
張り出すか？

■みなさん、いろいろ気付きを発表してくれました。
今日みなさんが発見したことは、

協力や助け合いがうまく行くには、
① が大切である。一人一人が自分のできることをすること
② を出して、時には、自分が損をするようなことでも、力を振り絞って勇気
やることが大切である。

③ を出して、頭を使ってやることが大切である。知恵
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④ を出して、思いやりの心を発揮してやることが大切である。優しさ
⑤仲良しであること、相手のことを して知っていることが大切互いによく理解
である。

⑥何よりも「○○したい！ 「必ず○○する！」と が大切である。」 強く願うこと
どんな協力や助け合いも、この中のどれかが、もちろん全部が入っていることに越し

たことはないけれど、少しでもこれらの中の多くが入っていくことが大切なんだね。

みなさんが見付けたこれらを「 」と根付け協力助け合いのポイント、コツ
ることにしましょう。そしてこれらを、助け合いの場面で思い出すことができるとい
いですね。

【第３活動 １４：３５～】
＊おそらく１４：４０くらいになるでしょう。もしかしたら、チャイム直前かも？

では、はじめの黒板に戻ってみましょう。こっちを見てごらん。これらは、みなさん

が 「協力し助け合った場面・出来事」として出し合ったものです。自分の経験、また、
はよく似た経験）もこの中にありますよね。
では、自分の経験の中で、今見付けた「助け合いのポイント・コツ」があるかどうか
もう一度見直してみましょう。

こんな風にね 「私がいのこの練習をしたときには、助け合いのポイントコツの中で、。
自分は、１，２年生のお世話に『優しさ』を発揮したな。自分のできることをきちん
とやったとも思う 」とか「僕は、運動会では 「強く勝ちたい！」と願ったし、みん。 、
なももう思ったと思う。だから、勝てたんだな。しかも自分は団体競技の時『勇気』
をもって○○したよ」という具合だね。

もっとこんなこともできたかも知れないと思うことを付け加えるのもいいなあ。いの
この時には、もっと大きな声を出したら良かったかな。大きな声を出すのも協力の一
つだものね。自分でできることをするって言う意味で・・・」というように。

では、時間を上げますから、前の黒板中の出来事でもいいしそれ以外でもいいから、
協力助け合いの場面を思い出して、今日のポイント・コツがあったかどうか確かめて
みましょう。

■机間を回って、ほめて回る。

何も書けない子どもがいたときには、前の黒板の中から協力助け合いの場面を具体的
に選ぶことを促す。 選べたらそれをほめる。コツを一つずつ問いかけてみる。書くこ
とを要求しない。

■時間があれば（ないと思うけど）子ども了解を取って、その子の記述を全体の前で読

む。 以上！


