第２章●「私たちの道徳」の活用事例

2 人とつながって

⑸ 支え合いや助け合いに感謝して

１ この内容項目のページの特徴
高学年の段階においては、感謝の対象が人だけではな
く、多くの人々の支え合いや助け合いで成り立っている
日々の生活そのもの、さらにはそのような中で自分が生
きていることに対する感謝にまで広げていく必要がある。
また、それに応えて自分は何をすべきかを自覚し、進ん
で実践できるよう指導することが求められている。
八十八・八十九ページでは、人は支え合い、助け合い
ながら生きていることについて気付くことができる。ま
た、普段何気なく使っている「ありがとう」という言葉
の意味についても考えることができる。九十・九十一
ペ ー ジでは、具体的には、どのような人の世話になりな
がら自分の毎日の生活が成り立っているのか、そして、
その思いに自分はどのように応えていけばよいのかにつ
いて考えられる構成になっている。
本内容項目のページを通して、支え合いや助け合いに
感謝して、それに応えようとする態度を育てていくよう
にしたい。
2 活用のポイント
日常の生活場面において、児童が当たり前と思い享受
している事柄のいくつかを具体的に取り上げながら、そ
れ が 、 多 く の 人 々 の 支 え や 助 け に よ る 恩 恵 で あ ることを

も 考 えるようにする。
また、八十九ページの感謝の言葉の「有難う」や格言
の意味についても考え、当たり前に思っていることが、
誰かの支えで成り立っていることに気付くことができる
ようにする。
事例

①八十八ページの三つの写真の場面や、それ以外にも
人々に支えられている場面について発表する。
②読み物資料「黄熱病とのたたかい」を読んで話し合う。
③八十九ページ
の「有難う」
や格言の意味
について話し
合う。
■特別活動
（児童会活動）
全校の児童が
日頃から世話に
なっている、家
庭、地域、学校
の人々に感謝し、
その思いに応え
るためにどのよ
うなことを行え
ばよいかを考え
る 際に九十・九
十一ページを活
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日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っている
ことに感謝し、それにこたえる。

理解させ、その有り難さを感じ取らせるようにしたい。
そして、支えてくれる人たちの思いに応えるため、感
謝の気持ちをどのように伝えればよいのかについても十
分に考えさせることが大切である。
3 活用場面例
■道徳の時間
児童が自分自
身を振り返って、
支えてくれる人
たちがいる毎日
の生活について
考える際に、八
十八・八十九
ページを活用で
きる。
家庭、地域、
学校の中で、自
分が世話になっ
ている人々を発
表するだけでな
く、その人た ち
の思いについて

用できる。
日頃世話になっていることを振り返る際には、具体
的な場面の写真などを見せながらイメージをもたせて
考えられるようにするとよい。
事例

P.88～89

①例えば、日頃世話になっている人に感謝の気持ちを
表す「ありがとう集会」などの活動の際に、代表委
員会で九十・九十一ページの書き込み欄に記入して、
感謝の気持ちを表すためにどのようなことができる
かを話し合う。
②書いたことを基に「ありがとう集会」の企画を話し
合う。
■家庭との連携
九十・九十一ページに書き込んだ内容を紹介し、家の
人に感謝の気持ちを伝える。
そ の 際 に は 、 感 謝 だ け で は なく 、
「 支 え 合 い 」「 助 け 合
い 」と い う キ ー ワ ー ド を 大 切 に し な が ら 、 家 の 人 の 支 え
や助けに応えるために、自分は何ができるかという所ま
で伝えるようにしたい。
■日常生活
八十九ページのマルクス・トゥッリウス・キケロや松
下幸之助の言葉を朝の会や帰りの会で紹介したり、廊下
や教室等に拡大掲示したりして感謝について意識を高め
るようにする。日頃、当たり前だと思っていることが多
くの人々の支えによって成り立っていることを意識させ
るようにしたい。
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読み物資料

黄熱病とのたたかい

１ 資料の特性

ている思いについて即興的に演じることや友達の演技を見る

多くの人々に支えられていた英世がその恩に報いようとし

などの反応が出ることが考えられる。

命を救いたい。

・恩返しをするために、もっと研究をしてたくさんの患者の

・皆さんの期待に応えたい。

・今までの支援に応えたい。

英世役は、できるだけ多くの児童に行わせる。児童からは、

アフリカ行きをやめるように声を掛ける。

教師がフレキスナー所長役になって、野口英世役の児童に、

いる場面で役割演技を行うこともできる。

フレキスナー所長が英世を気遣い、アフリカ行きを止めて

◎役割演技の活用

本資料の活用に当たっては、英世が夢を実現しようと
努力する過程で忘れることなくもち続けた多くの支援者
への感謝の念と、その人々の思いに応えたいと願う英世
の生き方について考え、話合いを深めていくようにする。
また、児童自らが周囲の人々に感謝し、それに応えよ
うとする実践意欲につながるような指導を心掛けるよう
にしたい。

2 指導上の留意点

主人公の野口英世は、数々の苦難を乗り越え、世界を
舞台に活躍する医学者となったが、そこに至るまでには
数多くの支援者がいたこと、そしてその支えに応えよう
と必死に研究に取り組んできたことが伝わってくる資料
である。
英世を懸命に支え続けた多くの人々の思いに触れるこ
とで、児童は自分自身の日々の生活もまた人々の支え合
いや助け合いで成り立っていることに気付くことができ
る。また、研究に打ち込み、懸命に努力する英世の姿を
通して、世話になった人々に対する感謝の念と、それに
応えようとする英世の強い思いを感じることができる資
料である。
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ことを通して、自分との関わりで感じ取らせるようにする。
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3 展開例
【ねらい】
自分の生活を支えてくれている人に感謝の気持ちを
も っ て、それに応えようとする態度を育てる。
事例①

英世の思いを通して、感謝について考える展開
【主な学習】
①世界的な医学者になっているにもかかわらず、自分を
情けなく思っている英世は、どのような思いか。
・皆さんに助けてもらうばかりで申し訳ない。
・応援してくれている皆さんに恩返しがまだできてい
ない。なんとかしたいができない。
②体の調子が悪くて不安なのに、エクアドルに行くこと
を決めている英世は、どのような思いなのか。
・なんとかして黄熱病で苦しむ人を助けたい。
・皆さんの期待に応えなければならない。早く行って
病気の研究をし、恩返しをしなくては。
③フレキスナー所長の反対を押し切ってまでもアフリカ
に向かう英世は、どのようなことを考えているのだろ
うか。
・病気の人たちの命を救うのは、私しかいない。
・もう少しで病原体を突き止め、黄熱病から世界中の
人々を救うことができる。早くアフリカで研究をし
たい。
・今まで、多くの人たちに私は支えられてきた。その
人たちの期待になんとか応えなければならない。

事例②

人々の支えに感謝し、それに応えることについて考
える展開
【主な学習】
①熱心に研究に打ち込んできた英世は、支えてくれた周
りの人に対してどのような思いをもっていたか。
・自分が研究に打ち込めるのは、自分を励ましてくれ
る母や研究生活を親身になって支えてくれているフ
レキスナー所長をはじめ、多くの人々のお陰だ。
・自分の研究を頑張り続けたい。それが支えてくれて
いる人の思いに応えることだ。
②九十ページに、自分を支えてくれている人とその思い
について、気付いたことを書いて発表する。
・お母さんは、仕事をしながら、毎日、ご飯を作った
り洗濯をしたりしてくれている。家族や私のことを
大切に思ってくれている。
・毎朝、交通安全指導をしてくれる地域の人のお陰で
僕たちは、安全に通学できている。
③九十一ページに、支えてくれている人の思いに応える
ためにどのようなことをしてみたいか書いて発表し合
う。
・お母さんの思いに応えるために、もっと家の手伝い
をしたい。今度からごみ出しをするようにしたい。
・今度の収穫祭に地域の人を招待して、感謝の思いを
伝えたい。
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3 命をいとおしんで

⑴ 自他の生命を尊重して

１ この内容項目のページの特徴
本内容項目は、学習指導要領で示されている道徳の指
導内容の重点の一つである自他の生命を尊重する心を育
てることと密接に関連している項目である。生きること
の尊さ、生きることのすばらしさを考え、自他の生命を
尊重し、力強く生き抜こうとする心を育てるとともに、
生命に対する畏敬の念を育てることが求められる。
本内容項目のページでは、生命のかけがえのなさや支
え合う命、受け継がれる命、生と死などについて写真や
文章から考えたり、自分の命について書き込み欄に記入
し、家族と話し合ったりすることができる構成になって
いる。
児童一人一人に命の大切さとその命を支え守ってくれ
ている人々の思いに気付かせ、自他の生命を尊重しよう
とする態度を育てていくようにしたい。
2 活用のポイント
先祖から受け継がれ、様々な人に支えられて今、ここ
に自らの命があることを実感させることが重要である。
そのために、写真や文章を手掛かりにして、自分の命の
様々な関わりについて考えを深められるようにしていき

事例

①九十八ページを読み、生命について考える。
②読み物資料「その思いを受けついで」を読んで話し合う。
③一〇〇・一〇一ページを読み、自分の命について考え、
精一杯生きるということについて話し合う。
④「人類愛の金メダル」を読んで、命の大切さについて
感じたこと考えたことを発表する。
■国語科
国語科の内容「C 読むこと」の「（１）カ 目的に
応じて、複数の本や文章などを選んで比べて読むこ
と。」の指導事項と関連して、生命をテーマとした本を
読み、生命の大切さや自分の生き方について考えていく
きっかけにする。
事例

①生命の尊さについて
考え、詩に表して発
表するという目当て
をもつ。
②一 〇 〇 ・ 一 〇 一 ペ ー
ジを読んで、生命に
ついて感じたり考え
たりしたことを話し
合う。
③「人 類 愛の金メダル」
を読み、生命につい
て考える。
④生命に関する本を選
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生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命
を尊重する。

た い。また、命のつながりや関わりを意識する観点から、
家族や地域の人と共に考え、話し合うような活用の工夫
をしていきたい。
3 活用場面例
■道徳の時間
九十八ページを読む
ことで、命のかけがえ
のなさを考え、感じ取
ることができる。
九十九ページの「人
類愛の金メダル」は、
道徳の時間の中心的な
資料として活用したり、
終末の段階で読み聞か
せたりするなど、多様
な活用が期待できる。
また、一〇〇・一〇
一ページを手掛かりに
して、自分の生命を見
守り、支えてくれている人との様々な関わりを考えるこ
とができる。

んで読み、生命についての自分なりの考えをまとめる。
⑤自 分 が 読 ん だ 本 や 生 命 に つ い て 考 え た こ と な ど を グ
ループで話し合う。
⑥生命について、感じたことやこれから大事にしていき
たいことなどを詩で表現する。
⑦詩の発表会を行い、考えをさらに広げる。
■家庭との連携
家庭と連携して一〇二・一〇三ページを活用し、今ま
で成長してきた自分の命を時系列で考える。自分の幼い
頃の話を家族に聞いたり調べたりする中で、周りの人か
ら愛され、大切にされて生きていることを実感すること
ができる。
事例

①家 族 や 周 り の 人 に 自
分の幼い頃の様子を
聞き、一〇二・一〇三
ページにまとめる。
②家族や周りの人から
話を聞いて、誕生の
喜びや生きることの
尊さ、すばらしさな
どについて感じたこ
と考えたことを一〇
三ページに書き込ん
で発表する。
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読み物資料

み

と

その思いを受けついで

１ 資料の特性

【主な学習】
①じいちゃんが亡くなったとき、大地は、どのようなこ
とを思ったか。
・いつまでもじいちゃんと一緒にいたかった。死んで
しまったなんて信じられない。
・涙が止まらないくらい悲しい。もっといろんなこと
をしてあげたかった。
②じいちゃんの手紙を読んで、大地はどのようなことを
思ったか。
・じいちゃんは亡くなってしまったけれど、いつまで
も僕のことを見守ってくれているんだ。
・ じいちゃんから受け継いだ命を大切にして、じいちゃ
んに恥ずかしくないよう精一杯生きていきたい。
③限りある命を大切にして生きた人の話を知っているか。
それは、どのようなことか。
・自分の命がなくなるときまでチェロの演奏をしてい
た音楽家の話を聞いた。
・がんで苦しいのに、命の大切さを訴えた人の番組を
見た。
④生命を尊重することについて感じたり考えたりしたこ
とはあるか。それは、どのようなことか。

大地の祖父の死を通して、限りある生命について考
える展開

事例②

本資料の活用に当たっては、自分や家族の生命と照ら
し合わせて、その尊さを考えさせたい。また、生命の有
限性について考えることを通して精一杯生きていくこと
の大切さを感じ取らせるようにしたい。
生命は、祖先から脈々と受け継がれているものである
こと、そして他者とも広くつながっているものであるこ
となど、生命を多面的に捉えることでそのかけがえのな
さを実感させ、自他の生命を尊重する態度を養っていく
必要がある。そのため、家庭や地域と連携して、様々な
観点から生命について考える機会をもつことが望まれる。

2 指導上の留意点

祖父の最期を看取る大地の思いや、家族の愛情を通し
て、生命の有限性や尊さを感じ取ることのできる資料で
ある。毎日祖父の見舞いに行って少しでも元気付けよう
とする大地の思いを、丁寧に考えさせるようにしたい。
また、祖父の大地への思いをはじめ、家族の愛情やつな
がりを考えることで、生命のつながりについても考える
ことができる。
生命の有限性、連続性に着目させながら、自他の生命
を尊重する態度を育むことができる資料である。
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※参観日などに家庭や地域の人と一緒に話し合うことも
できる。
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3 展開例
【ねらい】
死の重さや生きることの尊さなどを感じ、自他の生命
を尊重する態度を育てる。
事例①

大地の思いを通して、生命のかけがえのなさについ
て考える展開
【主な学習】
①じいちゃんの命があと三か月と知らされた大地は、ど
のようなことを考えたか。
・信じられない。悲しい。
・うそであって欲しい。死んでしまうなんて考えられ
ない。
②毎日じいちゃんの所に通う大地は、じいちゃんとの残
された日々をどのような気持ちで過ごしていたのか。
・少しでも長生きしてほしい。死なないでほしい。
・元気付ければ、よくなってくれるのではないか。
③じいちゃんが亡くなり、残された手紙を読んで、大地
はどのようなことを思ったのか。
・もっと生きていて欲しかった。
・じいちゃんの分まで強く生きていこう。じいちゃん、
今までありがとう。
④これまでに生命のかけがえのなさを感じたことはある
か。それは、どのようなことか。

三の視点 重点ページ

かけがえのない命

つづ

ひら

１ このページの特徴
東日本大震災での体験を綴った中学生の作文で
ある。生命が危険にさらされる恐ろしさだけでな
く、そこから力強く生き抜こうとする思いや、あ
の日のことを確かに伝え、共に未来を拓いていこ
うとする強い意志が感じられる。
家庭や地域の人と一緒に、生命の尊さについて
深く考えていくことができる資料である。
2 活用事例
■家庭との連携
公開授業の際、家
庭や地域の人に対し
て授業参加を促す。
児童と共に本資料を
読み、話合いに参加
してもらうことで、
児童は様々な視点か
ら生命の尊さについ
て考えを深めること
ができる。
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3 命をいとおしんで

⑵ 自然の偉大さを知って

１ この内容項目のページの特徴
自然環境と人間の関わりから、人間も自然の中で生か
されていることや、人間と自然や動植物との共存の在り
方を積極的に考え、自然環境を大切にしようとする態度
を育むことが求められる内容項目である。
本内容項目のページでは、自然の美しさや不思議さ、
また壊されていく自然環境について写真や文章で表した
り、自然を愛した作家、宮沢賢治のことを紹介したりす
るなど、自然と人との関わりについて多面的に考えられ
るようになっている。また、一一一ページの書き込み欄
は、自然環境保護についての自分の考えを書いたり、学
級で話し合ったりして活用し、自然愛護に関する考えを
深めることができる。
2 活用のポイント
環境問題については、各教科や総合的な学習の時間な
どでも取り扱われることがあるテーマである。
本内容項目のページを手掛かりにしながら、他の教科
等との関連を図って自然環境を大切にすることについて
幅広く考えを深めていくことが大切である。

境との関わりについて、一一一ページを読み、「私に
できること」に書き込んで考えを話し合う。
■国語科
国語科の内容「C 読むこと」の「（１）カ 目的に
応じて、複数の本や文章などを選んで比べて読むこ
と。」の指導事項と関連して、自然に関する本を読み、
自然を大切にすることなどについて考えていく際に活用
できる。
事例

①自然について
考えたことを
まとめ、意見
発表会を行う
という目当て
をもつ。
②一一三ページ
を読んで、宮
沢賢治の自然
への思いに触
れる。
③自然を題材に
した宮沢賢治
の作品や、金
子みすゞなど、
自然を愛した
作家の作品を
読み、自然についての考えをまとめる。

五・六年

自然の偉大さを知り、自然環境を大切にする。

3 活用場面例
■道徳の時間
一一〇・一一一ページは、自然との共存、自然環境保
護に関する問題
意識を喚起した
り、自然環境と
自分との関わり
を見つめたりす
る際に活用でき
る。
事例

①一一〇ページ
を読んで、人
間と自然との
共存について
考える。
②読み物資料を
読んで話し合
う。
③自分と自然環

④本を読んで自然について考えたことを発表し、意見交
流する。
■社会科
第五学年の内容「（１）エ 国土の保全などのための
森林資源の働き及び自然災害の防止」などを学習する際
に、環境について考える手掛かりとして、一一二ページ
を活用することができる。
事例

事例

■理科
第六学年の内容「Ｂ（３）生物と環境」などを学習す
る際に、自然のすばらしさや不思議さについて考える手
掛かりとして、一一〇ページを活用することができる。

①一一二ページを読み、環境破壊に対しての問題意識を
高める。
②環境破壊が起こってしまう理由やその解決策について、
様々な資料やデータから読み取ったこと、また、これ
までの学習を生かして考え話し合う。

P.110～111

①一一〇ページを読み、自然の知恵や不思議を感じ、学
習への意欲を高めるとともに問題意識を高める。
②理科の教科書や資料を読んで、学習課題を設定し、単
元全体の見通しをもつ。
③学習課題について、観察したり資料を活用して調べた
り し て 、 生物と環境との関わりについての考えをもつ。
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第２章●「私たちの道徳」の活用事例

3 命をいとおしんで

⑶ 大いなるものを感じて

１ この内容項目のページの特徴
人間の心の崇高さや真理を求める姿、自分の可能性に
挑戦する姿、芸術作品に込められた人間の業を超えるも
の、大自然の摂理などに感動し、それらに対する畏敬の
念をもつことが求められる内容項目である。これらの学
習を通して、人間としての在り方をより深い所から見つ
め直していくことが大切になる。
本内容項目のページでは、自然の美しさ、美しいもの
を追求する人間の姿などが写真や絵、文章によって表現
されている。これらを生かして、具体的に児童が感じる
「美しいもの」に対する考えを深めていくことができる。
2 活用のポイント
「美しいもの」や「大いなるもの」との関わりは、児
童一人一人の日常生活での経験の差が大きいと予想され
る。そのため、本内容項目を学習するに当たっては、各
教科等との関連を図り、児童が芸術作品や大自然の摂理
に触れられる機会を意図的に設けるよう計画することが
重要である。
例えば、音楽科や図画工作科などにおいて作品を鑑賞
する際には、自分なりに感じたことを意見交流するなど
して感性を豊かに育んでいく。こうした学習に際して、

までの感動体験を発表し合う。
②読み物資料を読んで話し合う。
③「美しい地球 生命宿る地球」を読んで感じたことや
考えたことを話し合う。
■図画工作科
一一六・一一七ページは、豊かな情操を養う観点から、
図画工作科の鑑賞の学習活動において活用することがで
きる。
事例

①一一六ページ
の絵を鑑賞し、
感じ取ったこ
とを形や色な
どを根拠に話
し合う。
②一一六ページ
の奥村土牛の
言葉や一一七
ページの文章
を読んで、芸
術表現に込め
た土牛の思い
や考えについ
て話し合う。
③土牛の他の作
品やその他の
画家の絵を見て、感じ取ったことを話し合う。

五・六年

美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する
畏敬の念をもつ。

本内容項目のページを関連付けて活用したい。
3 活用場面例
■道徳の時間
一一五ページ
の「美しい地球
生命宿る地球」
に書かれた生命
力あふれる美し
い地球の姿から、
人間の力を超え
たものに感動す
る心を育んでい
くことができる。
事例

①一一四ページ
を読んで「美
しいもの」や
「人間の力を
超えたもの」
に対するこれ

事例

■家庭との連携
学習した内容を学級通信等で紹介し、児童が家庭や地
域で「美しいもの」や「人間の力を超えたもの」に出会っ
たときに感じたことを家の人と話し合えるよう、協力を
依頼する。
また、児童が感じた「美しいもの」や「人間の力を超
えたもの」の写真を学校に持って来て紹介し合う活動な
ども考えられる。
「美しいもの」や「人間の力を超えたもの」と出会い、
感動するような出来事は、学校外での体験が多いことが
予想されるため、一一四から一一七ページについては、
家庭でも折に触れて活用してもらうように促す。

P.114～115

①一一四から一一七ページについて、道徳の時間に学習
したことを学級通信等で家の人に紹介する。
②「美しいもの」や「人間の力を超えたもの」に出会っ
たときの感動や思いを家の人と話し合う。
③児童が見付けた美しいと思ったものなどの写真を学校
に持って来て、感じたことや考えたことと共に紹介し
合う。
④学習後、感じたことの意見を写真に添えて教室に掲示
し、参観日等で家庭や地域の人に見てもらう。
⑤児童の学校外での活動が多くなる長期休業の際などに、
児童の経験と照らして、一一四から一一七ページを活
用して家庭で話し合ってもらうよう、学級通信等で依
頼しておく。
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