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第１学年 道徳学習指導案

平成 20年 11月７日（金） （ Ｔ１及びＴ２での実践）

１ 単元名 こころはほかほか みんなほのぼの！
２ 単元のねらい

道徳の時間を要に，学習発表会に向けての活動や学級活動，日常生活を通して，相手を受け
入れて優しい気持ちで接すると，相手だけでなく，自分もよい気持ちになることに気付き，自
分の身近にいる友達に温かく親切にしていこうとする心情を育てる。

３ 構想表 （１０月中旬～１１月下旬）

＜日常生活＞ ＜教科・領域＞ ＜児童の意識の流れ＞

学級活動
「こんな学習発表会に ・いっしょに活動する
したいな！」 友達に，どう接したら

いいのかな。
・自分は友達に優しく

学習発表会への取 してほしいな。
り組み
・グループごと
に計画を立て， 道徳の時間 ・心が通じ合うってす
練習に取り組む 「こころはほかほか」 てきだな。

帰りの会 中で，友達の気 資料「はなびら」を通して，友 ・優しい心が大切だ
「ほのぼの 持ちを受け入れ 達に優しい気持ちで接すると，心 な。
コーナー」 て親切にしたり，が通い合って温かい気持ちになれ
・友達に親切 優しく接したり ることに気付き，親切にしたいと
にしてもらっ することの大切 いう気持ちを抱くことができる。
たり優しくし さに気付くこと
てもらったり ができる。
してうれしか ほかほか花びらあ ・友達に優しくしてい
ったことを紹 つめ こう。
介する。 ・友達に優しくしても

学級活動 らうとうれしいな。
「さがそう！ともだち」
友達とかかわる中で，友

朝読書 達のよさや特徴を見つけ， ・友達にはいいところ
読み聞かせ いろいろな友達に積極的に がたくさんあるんだ
・本の中の温 かかわろうとする気持ちを な。
かい思いやり もつ。 ・いろいろな友達と話
にふれること すと楽しいな。
ができるよう
にする。
・やさしいラ 道徳の時間（本時） ・相手の気もちを考え
イオン 「温かい心をとどけよう」 て優しくすることが大
・おともだち 資料「ぼくのはなさいたけど」 切だな。
になってね を通して，温かい気持ちで接する ・相手が喜ぶと自分も
・ともだちに と，相手だけでなく自分もうれし うれしいものだな。
なろうよ い気持ちになることに気付き，友

など 達に親切にしようとする気持ちを
抱くことができる。

学習発表会
・力を合わせて頑
張ることの大切さ
や，やり遂げた満
足感を味わうこと ・みんなの優しさがい
ができる。 っぱいになってうれし

いな。
・ほかほかでほのぼの

学級活動 クラスになったな。
「トトのほかほか花畑いっぱい＆学習発表会がんば ・これからも，友達に
ったパーティーをしよう」 温かい気持ちで接し親
みんなの優しい気持ちを確かめ合い，これからも温 切にしていきたいな。
かい気持ちで接していこうとする意欲をもつ。
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４ 研究テーマに迫るために
本単元における学習では，本研究のめざす「互いに認め合い，自分も友達も大好きになる児
童」に迫るために，低学年としてのめざす姿を，「自分や友達のよいところに気付く子」「友達
と仲良くしようとする子」として取り組むこととした。その姿に迫るために，次のような支援
を工夫した。

（１）子どもの意識を大切につなぐこと
・本単元では，２つの道徳の授業を要に，「学習発表会」への学年での取り組みを大きな柱と
し，学級活動，日常活動などのさまざまな活動との関連を図りながら，相手の気持ちを考
えて優しい気持ちで接することの大切さを感じ取り，自分も身近にいる友達に温かい気持
ちで接し親切にしようとする気持ちを高めていくよう構想した。

・本単元は，学年での取り組みである学習発表会を柱にするため，単元全体を通して，T・T
で取り組むことにした。T・Tでかかわり，単元全体の流れの中で，一人一人の子どもの道
徳的価値観や実態を捉えることに努めることで，個に応じた支援が期待できると考える。
そして，把握した子どもの生活の様子を道徳の時間に活用したり，学びの中で感じ取った
心情を日常生活の中で再確認したりすることにより，実践に結びつくような声かけや支援
をしていくよう心がけたい。

・道徳の「こころはほかほか」により，学習発表会への取り組みや日常生活を振り返り，「ほ
かほか花びら集め」を行って，友達の優しさに目を向けたり，友達に親切にしようとする
意欲を高めたりし，学級目標の達成を目指したい。

・学級活動では，構成的グループエンカウンターを取り入れ，道徳のやさしさみつけとは異
なる視点から，友達や自分のよさに気付く活動を取り入れる。友達とふれあうことの楽し
さを味わったり，かかわる友達や見方を広げたりできるようにし，人のためにできること
をしたいという実践意欲へとつなげたい。

・さまざまな活動の中で体験した友達とのかかわりを通して，一人一人が感じ取ってきた思
いを，本単元で要とした道徳の時間につないでいく。資料と出会うことで，本当の親切は，
相手の気持ちや立場を考える優しい気持ち「思いやりの心」が大切なことを感じ取ること
ができるようにし，人に対して温かい心をとどけようとする意欲に結びつけていきたい。

（２）子どもがつなぐ道徳の時間にすること
・導入では，今までの友達とのかかわりについて話し合うことで，自分の課題として本時の
価値を意識できるようにする。

・資料との出会いは，絵本をスクリーンに映像で提示することで，登場人物に寄り添って共
感したり感動したりできるような資料提示を工夫する。また，場面絵を活用して，一人一
人が自分の思いをもって考えていくことができるようにする。
中心発問では，Ｔ・Ｔで取り組むことを生かしながら，ペアでのインタビューやロールプ
レイを取り入れることで，互いの思いを聞き合い伝え合って，思いを深めたり自分とは異
なった思いに気付いたりすることができるようにしたい。

・自分を振り返る段階では，友だちのよいところに目を向けて行ってきたほのぼのコーナー
から，自分のがんばりへも広げた「トトのほのぼの花畑」を作ろうと投げかけ，自分を振
り返ったり，今後の実践へと結びつけたりしていきたい。

（３）子どもが自分の心の変容に気付き，自分の生き方につなぐこと
・単元全体を通して，友達に親切にされてうれしかったことをピンクの花びら，自分が親切
にできたことを水色の花びらに表すことにして学級全体のがんばりを視覚的に記録に残す
ようにする。学級全体の花畑に記録が集まっていくことにより，自分のがんばりや，友達
とふれあう楽しさや学級のすばらしさが実感できるようにして，自分の心の変容に気付く
ことができるように工夫する。

・単元の出口では，学級活動「ほかほか花畑いっぱい＆学習発表会がんばったパーティーを
しよう」を位置付け，単元を通しての自分の心の成長や，学級としての高まりを感じるこ
とができるようにし，さらに温かい気持ちで親切にしていこうとする意欲を高め今後の日
常生活に生かしていけるようにしたい。

５ 要となる道徳の時間
（１）主題名 温かい心をとどけよう

（２）主題設定の理由
① 内容項目について

本単元で取り上げる内容項目は，２－（２）「幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心
で接し，親切にする」である。
私たちは，一人で生きているのではなく，さまざまな人とのかかわりの中で，よりよい人

間関係を築いていきたいと願いながら生きている。よりよい人間関係を築くためには，自分
の都合や気持ちだけでなく，周囲の状況や相手の気持ちを考えることが大切になってくる。
相手の立場や置かれている状況などから，相手の気持ちを考え，それを受け入れて優しく接
しようとする気持ちが，「思いやりの心」であり，人とともによりよく生きていくために欠く
ことのできない心である。その思いやりに基づいた行為が親切である。相手と対等な立場に
立ち，相手の身になって考えながら，相手を思いやる温かい心を育むことが，身近な人と温
かい関係を作り上げていくことになり，今後望ましい人間関係を築いていくために大切であ
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ると考え，本主題を設定した。
② 内容項目にかかわる児童の実態

本学級の児童は，優しい気持ちをもつことの大切さには気付いており，「どんな学級にした
いか」という話し合いでも，「みんなが優しい学級にしたい」という意見を出し合い，優しい
心（ほかほかのこころ）がいっぱいになったらみんながいい気持ち（ほのぼのクラス）にな
れると考え，学級目標として掲げてきた。日常生活の中では，困っている友達に声をかけた
り手助けをしたり，けがをした友達に付き添ったりするなど，親切にしようという思いをも
って生活しようとしている。そして，少しずつではあるが相手の気持ちを受け止めて，仲よ
くしていこうとしている子どもが増えてきている。
帰りの会の「ほのぼのコーナー」では，友達の優しさに目を向けての発表も徐々に増えて

きている。しかし，友だちに優しくしようとする行為が，そのときの自分の都合やその場の
感情・気持ちに左右されることが多く，相手の心情を思いやった行為にはなりにくい。また，
対象も自分の仲のよい友達に限られることが多く，先生や友達に褒められるからするといっ
た傾向も強い。まだまだ，自分本意で何でも自分の思い通りにならないと感情を抑えきれな
いで泣いたり怒りを爆発させたりする子どもも数名いる。親切への発言や行動もまだほんの
一部の子どもだけに限られており，ほとんど無関心であったり，傍観者的な子どもも多く，
全体への広がりは見られない。
そこで，改めて学級の目標に立ち返って自分自身を見つめ直し，自分たちのめざす温かい

優しい学級にするために，だれに対しても優しい気持ちで接し親切にしていこうとする意欲
や素地をこの時期に養っていきたいと考えている。そのためには，自分中心の考えを抑えて，
相手の気持ちを考える温かい思いやりの心や，優しい気持ちで親切にすることの大切さに気
付かせることが重要である。そして，相手を思いやって優しく行動すると，相手だけでなく，
自分もうれしい気持ちになることを体験し，学年の子どもたちみんなが，よりよい人間関係
を築いていくことができるようにしたい。
③ 資料について

本時で扱う道徳資料は，「ぼくのはなさいたけど」という山崎陽子作の絵本である。主人公
の子ぐまのトトは，母の誕生日にプレゼントをしようと花を育てていた。その花をもぐらの
モイラが病気の母のために摘んでしまう。はじめは腹を立てていたトトだったが，わけを聞
いて花をあげることにする。誕生日に残った２本を摘みに行くが，モイラのために１本残し
て，１本だけプレゼントすることにする。みんなのプレゼントを見て急に悲しくなるが，わ
けを聞いた母に「すてきなプレゼントありがとう」と喜んでもらえるという内容である。ト
トの温かい思いやりの気持ちが文章全体にあふれ，トトのモイラに対する心遣いや行為を通
して，優しい気持ちで接することのよさや思いやる心の大切さを感じ取ることのできる内容
であると考えた。

（３）本時のねらい
温かい気持ちで接すると，相手だけでなく自分もうれしい気持ちになることに気付き，友

達に親切にしていこうとする気持ちを抱くことができる。

（４） 本時の展開

学習活動 子どもの意識の流れと教師の支援 備考

１ 友達から親切にし ○ 今までの活動の中で，友達に親切にしてもらった経験を 書きためたは
てもらってうれしか 話し合うことで，お互いにほかほかの気持ちになったこと なびら
った経験について話 を確かめ合い，本時の価値への方向づけをする。
し合う。 T1：今までの活動から，行為 T2：今までの花びらの記述

や気持ちを尋ね，相手の気 を示し，個々に想起できる
持ちまで話し合いを広げ価 ように声かけをする。
値を意識できるようにする。

・ほかほかのこころをもっと増やしたいな。
・どうしたらいいのかな。

２ 資料「ぼくのはな ○ 資料を映像で提示し，場面ごとに立ち止まりながら気持
さいたけど」を聞き， ちを考えていくことにより，そのときの状況や主人公の心 絵本「ぼくの
トトの気持ちを中心 の動きを共感的にとらえやすくする。 はなさいたけ
に話し合う。 T1・T2：ロールプレイを交えながら資料を提示することで ど」

登場人物の行為や，気持ちの動きがとらえやすくな
るようにする。 プロジェクタ

ー
○ モイラの話を聞いて考え込んでいる場面のトトの気持ち
はどうだったのかを尋ね，揺れ動くトトの気持ちに気づく
ことができるようにする。
・T1：トトの気持ちを語る T2：モイラに寄り添って切り

ことで，花畑を作った 返し，病気のお母さんの
トトの気持ちに立ち戻 ことを思うモイラの優し
って考えることができ い気持ちも感じ取ること
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るようにする。お母さ ができるようにする。
んを喜ばせるため熱心 T2：子どもたちの発言を板書
に世話していることに し，共感できにくい子ど
気づくようにし，大切 もがトトの思いに，気づ
な花を取られて腹立た くことができるように支
しく思うトトの気持ち 援する。
に十分共感できるよう
にする。

◎ 最後の２本の花を見ていたらモイラの顔が浮かんできた
ところのトトの気持ちを，パートナーインタビューを取り
入れじっくり考えることができるようにする。互いに聞き
合うことを通して，自分の思いに気づいたり，相手の思い
を受け入れたりすることができるようにする。

T1 ：パートナーインタビュ T2：パートナーインタビュ
ーの手本を示し取り組 ーの手本を示し，取り組
みやすくする。 みやすくする。
・ペアにかかわり，個別 ・ペアにかかわり，個別の
の支援をする。 支援をする。
・より多様な価値に気づ ・価値ごとにまとめて板書
くように，切り返しの し，さまざまな考えに気
発問をする。 づくことができるように

する。
・モイラもトトと同じようにお母さんのために，花をほしが
っていることに気づくことができるようにし，相手の気持
ちを考えることの大切さをとらえさせたい。
・そして，その思いに答えるため，たった２本しかない花な
のに，モイラのために残しておこうとするトトの優しさを
感じ取ることができるようにする。
・後で，１本の花を見つけたモイラのうれしい気持ちを思い
描いてみることで，友だちのことを考えて行動することの
すばらしさに感動することができるようにしたい。

・その後，たった１本の花しかあげられなくて悲しくなった
トトに，お母さんがかけた言葉を紹介し，お母さんに褒め
られたうれしさや，自分のしたことへの満足感を味わうこ
とができようにする。

・相手の気持ちを考えて温かい気持ちで接することはす
ばらしいな。
・親切にすると相手も自分もほかほかの気持ちになるん
だな。

３ 友だちの気持ちを ○ 学級の「トトのほのぼの花畑コーナー」を提示し，友達 花畑コーナー
考えて，思いやりを の気持ちを考えて温かい気持ちで接することができた経験 花のカード
もって親切にできた を振り返ったり，トトのように優しくしたいという思いを
経験について振り返 高めたりすることができるようにする。
る。

○ 快い経験を互いに交流しあうことで，親切にした人もさ
れた人もほかほかの気持ちになることに気づかせたい。

・友達の気持ちを考えてトトみたいに優しく親切にした
いな。
・花畑コーナーをいっぱいにしたいな。
・もっとほかほかのこころをいっぱいにしたいな。


