
道徳年間指導計画（第４学年） ４列は無記入

時
期

◇主題名
☆資料名

内容項目 ねらい
展開の大要
★指導の方法
◎主発問

○他の教育活動との関連
●「私たちの道徳」の活用

4
月
1
週

◇よく考えて節度あ
る生活を
☆生かされたお金
（教育出版「心つな
いで」）

1-(1)
基本的な
生活習慣

□ものやお金を大切にし，節
度ある生活をしようとする態
度を育てる。

★「おこづかい調べ」の結果について，先生の話
を聞く。
★P10・P11を活用して，自分の生活の様子を振り
返らせる。
★資料「生かされたお金」を読んで，話し合う。
○太吉はどうして働くことがめんどうになってし
まったのでしょうか。
★日常生活でのお金の使い方を振り返る。
◎「お金は生かして使うもの」とは，どういうことだ
と思いますか。
★各資料の発展から，「少しだけなら」のお話を聞
き自分だったらどうするかを発表する。
★P16～P19『少しだけなら』を読ませ，自分の生
活に生かせそうなことを見つけさせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の発展か
ら，「少しだけなら」のお話を聞き自分ならどうする
かを発表する。

○始業式，
○着任式
○入学式
○児童委員会開始
○学活：一年間・１学期の目
標を立てよう（２）ア
○特別活動・学級活動(2)「日
常の生活や学習への適応及
び健康や安全…」
○,総合的な学習2(1)「自ら課
題を見つけ…」,
○国語「話すこと・聞くこと」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．１０～２１

4
月
2
週

◇郷土愛
☆ホタルかがやく
町、沼田
（北海道版道徳教
材「はあとふる２」）

4-(5)
郷土愛

□郷土の文化や生活に親し
み、郷土を大切にしようとする
態度を養う。

★町内会の行事について話し合う。
★P158・P159を活用し，「私たちのふるさと」について
考えさせる。
○ 楽しかった町内の行事はありませんか。
★沼田町やホタルの話を聞く。
★資料「ホタルかがやく町沼田」を読み、話し合う。
○ 親子は、飛び交うホタルを見てどう感じていると
思いますか。
○ 昔に比べ生き物が少なくなってきたことについ
て人々はどう考えたでしょう。
○ ホタルの姿が見られなくなり、人々はどう思った
でしょう。
◎ 人々はホタルの里づくりを通してどう思った
でしょう。
○ 飛び交うホタルをながめていた親子はどんな気
持ちになったでしょう。
○ 今自分たちが住んでいるところで、大切にしたい
と思うことはありませんか。
★P162を読み聞かせ，ふるさとを愛する人の気持ちを
理解させる。
★自分の住む町、北海道に思いを寄せ、郷土を大切
にする、そこで働き、生活している人たちを誇り
に思う心などについての話をする。
★P160・P161を用い，ふるさとの紹介をさせる。
【発展】P163をもとに，自分のふるさとを短歌に書かせ
る。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「わ
たしたちの…」の写真を活用し，郷土の出来事に基づく
ミニコミ紙づくりをする。

○Ｓバス乗車指導
○日曜参観日
○学活：いじめについて考
えよう（１）ア

○理科「○○になると～生
物単元」
○社会「水はどこから」自
然を守る
○総合「環境に関する探
究学習」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．158～163

4
月
3
週

◇美しいものを感じ
て
☆花さき山
（教育出版「心つな
いで」）

3-(3)
敬けん

□美しいものを美しく感じとる
気高い心情を育てる。

★「きれい，美しい」と感じた経験について話し合
う。
★資料「花さき山」を聞いて，話し合う。
○あやは「そよサ　かってやれ」と，どんな気持ち
で言ったのでしょう。
◎あやは，どんな気持ちでみんなにやまンばから
聞いた話をしたのでしょう。
★「花さき山」の花々はどんな理由で咲くのか，そ
のわけをノートにまとめる。
★「花さき山」に咲く秘密について話し合う。
★P108～P111を活用し，「私たちの心を動かすも
の」について，自分の言葉でまとめさせる。
【発展】P112～P115を読み，感想を書かせ
る。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「富士と北斎」のお話を聞き感想を発表する。

○不審者対応訓練
○学活：交通ルールを守
ろう（５）カ
○理科A「生物とその環
境」C「地球と宇宙」
○,総合的な学習5(1)「…
自然体験…」
○,図工A(2)「見たこと，感
じたこと」
○,音楽B鑑賞「よさや美し
さ…」
●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．108～115

5
月
1
週

◇決まりを守る
☆和菓子屋さんの
写真
（文溪堂４年生の
道徳」）

4-(1)
規則尊重・

公徳心

情報モラ
ル

□社会のきまりが必要な理由
を知り、進んで守ろうとする態
度を養う。

★アンケート結果をもとに，情報モラルについて
話し合う。
★Ｐ122を活用して、メディアの使い方を振り返ら
せる。○肖像権というのを知っていますか？
★資料「和がし屋さんの写真」を読んで話し合う。
○店先から声をかけずに，和がし子屋さんのおじ
さんの写真を撮ったとき，香奈はどう思ったでしょ
う。
○「町の人にも見せなきゃ」と父に言われたとき，
香奈はどんな気持ちだったでしょう。
◎和がし屋さんに写真の話をしようと香奈が思っ
たのは，どのような思いがあったからでしょうか？
★資料から離れ，自分自身を見つめる。
○約束やきまりを，自分はどんな考えで守ろうとし
ていますか，または守りたいですか。
★Ｐ123を活用して、どのようなルール作りをした
ら安全にメディアを使うことができるか考えさせ
る。

○防犯教室
○学活：自分の身は自分
で守ろう（２）カ
○学活：運動会のスロー
ガンを考えよう（１）ウ，
（２）ウ
○学活：オンラインゲーム
の落とし穴（２）カ

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．118～129



5
月
2
週

◇社会のきまりを
守って
☆すてられたガム
（教育出版「心つ
ないで」）

4-(1)
規則尊重・

公徳心

□約束や社会のきまりを守
り，公徳心をもとうとする態度
を育てる。

★P118～P121を活用して，自分たちの身の回り
にあるきまりについて考えさせる。
★駅前道路などの汚れについての感想を発表す
る。
★資料「すてられたガム」を読んで，話し合う。
○みんなが路上にガムを捨てているから，友達も
そうしようとすることをどう思いますか。
◎「ぼく」も友達のまねをして，ガムを吐き捨てた
ことをどう思いますか。
○怒ったお姉ちゃんの話を聞いた「ぼく」は，どう
すればよかったのでしょうか。
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「約束やきまり，マナーにはどのようなものがあ
るか」を記入し，発表する。

○遠足
○学活：遠足の決まりを作
ろう（１）ウ，（２）ウ

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」,
○総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」
○,体育B「ゲーム」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．118～129

5
月
3
週

◇だれに対しても
真心をもって
☆礼ぎの心
（教育出版「心つな
いで」）

2-(1)
礼儀

□礼儀の大切さを知り，だれ
に対しても真心をもって接しよ
うとする心情を育てる。

★礼儀の意味を考え発表し合う。
★P56～P59を活用して，礼儀名人になるために
必要なことを考えさせる。
★資料「礼ぎの心」を読んで，話し合う。
○女王様は，どんな気持ちでフィンガーボールの
水を飲んだのでしょう。
◎日本の学生が音をたてて食事をしたことをどう
思いますか。
★礼儀の心について考える。
★P60・P61を参考にして，どのような礼儀作法が
あるのか，それによってどのようなよいことが生じ
るのかについて調べ，実践させ，その感想を発表
させる。
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発
展から「言葉づかいやふるまい」で気をつけてい
ることを書き発表する。

○運動会特プロ開始
○運動会スローガン

○特別活動・学級活動(1)
「学級や学校の生活…」,
○総合的な学習5(2)「異年
齢集団…」,
○国語「話すこと・聞くこ
と」,○体育B「ゲーム」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．56～61

6
月
１
週

◇そんけいと感謝
の気持ちをもって
☆きつねとぶどう
（教育出版「心つな
いで」）

2-(4)
尊敬・感謝

□世話になっている人に，尊
敬と感謝の気持ちをもって接
しようとする態度を育てる。

★P82・P83を活用し，私たちを支えてくれている人たち
にはどのような人がいるか，考えさせる。★日常世話
になっている人々について話し合う。
★資料「きつねとぶどう」を読み，話し合う。
○やっとぶどうを取ってきた母親は，どんなことを考え
ていたでしょう。
○逃げるように叫んだ母親はどんな気持ちだったでしょ
う。
◎ぶどうがなっているわけに気づいた子ぎつねは，ど
んな気持ちになったでしょう。
★日頃世話になっている人々への接し方を話し合う。
★感謝カードを書く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「あ
なたの生活を支えてくれる人への感謝」を記入し発表
する。

○運動会実行委
○特活：六年生を送る会
を成功させよう①（１）ウ，
（２）ウ
○特別活動・学級活動(1)
「学級内の組織…」
○,総合的な学習5(2)「…
グループ学習…」
○,体育B「ゲーム」D「水
泳」,○国語A(1)ア「互いの
考え」
●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．82～87

6
月
２
週

◇正しいことは勇
気をもって
☆ぼくとのんちゃん
（教育出版「心つな
いで」）

1-(3)
勇気

□正しいと思うことは，勇気を
もって行おうとする態度を育て
る。

P31を用いて，勇気を出せない時は
どういう時かを考えさせる。★自分の気持ちを，素
直に思いきって言えなかった経験を発表する。
★資料「ぼくとのんちゃん」を読んで，話し合う。
○ぼくはなぜ，横道にそれてしまったのでしょう。
◎ぼくはどんな思いで「この前はごめんね」と言っ
たのでしょう。
★ぼくにメッセージを送る。
★P32の「義を見てせざるは勇なきなり」とはどう
いうことかを考える。
★P33を読み，「勇気をもってできた」
体験を出し合わせる
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発
展から，「勇気をもって行動できたこと，そのとき
の気持ち」を記入し発表する。

○学活：好き嫌いしないで
食べよう（２）キ
○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」,
○総合的な学習2(2)「…も
のの考え方…」,
○算数・A数と計算
○,体育D「水泳」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．30～37

6
月
３
週

◇自分の良い所を
のばして
☆仙厓さん
（教育出版「心つな
いで」）

1-(5)
個性伸長

□自分のよいところを積極的
に伸ばそうとする意欲を育て
る。

★仙厓義梵和尚について，グループで発表する。
★資料「仙厓さん」を読んで，話し合う。
　○「指月布袋画賛」を見て，字を読み解いてみま
しょう。
　◎仙厓さんが最も大切にしていたことを話し合っ
てみましょう。
★自分がこの絵に題名をつけるとしたら何にする
のか，考え合う。
★「指月布袋画賛」を見て，感想をワークシートに
まとめる。
『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発展
から，「人生の先輩からのメッセージで感じたこと」
を記入し，発表する。

○運動会
○学活：運動会の振り返り
（１）ウ，（２）ア・エ

○特別活動・学級活動「学
級や学校の生活…」，
○総合的な学習2(1)「自ら
課題をを見つけ…」
○すべての教科・学習活
動での啓発

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．46～53



6
月
４
週

◇家族みんなで協
力し合って
☆わたしの妹　ひ
な
（教育出版「心つな
いで」）

4-(3)
家族愛

□父母，祖父母を尊敬し，み
んなで協力し合って，楽しい
家庭をつくろうとする心情を育
てる。

★事前にP136・P137を書かせておき発表させる。
★妹や弟がいる人は，その様子などを発表する。
★資料「わたしの妹　ひな」を読んで，話し合う。
○何でもやりたがるひなを，ゆいはどう思っている
のでしょう。
○「いいからどいてて。」と言うゆいを，どう思いま
すか。
◎ゆいも小さい頃「ゆいがやる。」と言って何でも
やろうとしたことを，ゆい自身はどう思っているの
でしょう。
★教師の説話を聞く。
★P141の表に自分ができることを具体的に記述
させる。
【発展】P140・P141を活用して，家族への思いを
言語化させ，実行させる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「家族のことをまとめる，家族に伝えたいこと」を
書いてまとめる。

○親守歌
○交通安全教室
○学活：夏休みの生活に
ついて（２）イ
○特別活動・学級活動(1)
「…学校の生活の充実
…」,
○総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,
○体育A「基本の運動」C
「器械運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．136～147

7
月
1
週

◇相手を思いやり
親切に
☆ぎゅっとずっと
（教育出版「心つな
いで」）

2-(2)
親切

□相手のことを思いやり，す
すんで親切にしようとする意
欲を培う。

★1年生の頃の生活について考える。
★資料「ぎゅっとずっと」を読んで，話し合う。
○どうして「わたし」は班長になってから，毎日緊
張しているのでしょう。
○自分も班長を困らせていたことを知らされ，「わ
たし」はどう思ったでしょう。
◎「ぎゅっとずっと」の魔法の言葉と一緒に手を
握った「わたし」は，どんな気持ちだったでしょう。
★これからの自分自身を考える。
★教師の説話を聞く。
【発展】P65を読ませ，「思いやり」について書かれ
た文学作品を読ませる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「思いやりの心とはどのような心でしょう」の各
場面を活用し，コメント作りや役割演技をする。

○参観日，懇談会
○学活：学級の課題につ
いて考えよう（１）ア

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」
○,総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,
○体育A「基本の運動」B
「ゲーム」C「器械運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．62～69

7
月
2
週

◇友達とたがいに
理解し合って
☆なかなおり
（教育出版「心つな
いで」）

2-(3)
友情

□友達を大切にし，互いに理
解し，信頼し，なかよくしてい
こうとする態度を育てる。

★　友達とけんかをしてしまった経験を発表する。
★　資料「なかなおり」を読んで，話し合う。
○ほかの友達と遊んでいても，心が晴れないの
はどうしてでしょう。
◎手紙を書きながら，「わたし」はどんな気持ちに
なって「やっぱり，ももちゃんは大切な友だちだな
……。」と思ったのでしょう。
★　手紙の内容を想像しながら書いてみる。
★「わたしたちの道徳」　Ｐ．70～81「同じ仲間だか
ら」のお話を聞き話し合う。

○宿泊研修（５年生）
○学活：学級目標を考え
よう（１）イ
○学活：学級の組織を作
ろう（１）ウ，（２）エ
○特別活動・学級活動(1)
「学級内の組織…」,
○総合的な学習5(2)「…グ
ループ学習…」,
○体育B「ゲーム」D「水
泳」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．70～81

7
月
3
週

◇自然や動植物を
大切に
☆受けつがれてき
た命
（教育出版「心つな
いで」）

3-(2)
自然愛・
動植物愛

護

□大自然の素晴らしさを素直
に見つめる心を養う。

★P104を活用し，動植物の生命力に感動した体
験を出し合わせる。
★屋久島について調べてきたことを発表する。
★資料「受けつがれてきた命」を読んで話し合う。
　○線路を歩くぼくは，どんな気持ちだったでしょ
う。
　◎三大杉を見たときはどうだったでしょう。
★ふしぎな気持ちについて話し合う。
★教師の説話を聞く。
【発展】P107を読ませ，同じように動植物と共に生
きた人のことを調べさせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「自然や動物，植物との関わり」を記入して発表
する。

○大掃除
○１学期終業式
○学活：１学期を振り返ろ
う（１）ア，（２）ア
○理科A「生物とその環
境」C「地球と宇宙」
○,総合的な学習5(1)「…
自然体験…」,図工A(2)「見
たこと，感じたこと」,音楽B
鑑賞「よさや美しさ…」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．102～107



8
月
４
週

◇正直に明るい心
で
☆コスモスの思い
出
（教育出版「心つな
いで」）

1-(4)
正直誠実・

明朗

□正直に明るい心で，元気よ
く生活しようとする態度を育て
る。

★P38・P39を用い，素直になれない時はどういう
時かを考えさせる。
★コスモスの写真を見て話し合う。
★資料「コスモスの思い出」を読んで，話し合う。
○あわてて教室に戻ったお母さんは，どんな気持
ちだったでしょう。
◎先生に正直に打ち明けたお母さんは，どんな
気持ちだったでしょう。
★自分のしたことを，正直に話せたり，話せな
かったりした経験を思い起こし，発表しあう。
★P40を活用し，正直にできた時の気持ちについ
て考えさせる。
★正直な心の大切さをノートにまとめる。
★P41を活用して，正直な心をもった人を探させ
る。
【発展】P42～P45『六セント半のおつり』を紹介し，
正直に生きた人の伝記や物語を探させ，読むよう
に促す。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発
展から，「心のつな引き」を記入して，感想を述べ
るなど自己評価する。学習したことに関連し，「正
直な心をもった人をさがそう」を記入して話し合
う。

○２学期始業式
○日曜参観日

○夏休み作品発表会（１）
ウ

○特別活動・学級活動(1)
「学級や学校の生活…」
○,総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」
○,国語「話すこと・聞くこ
と」,
○体育B「ゲーム」
○,特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」
○,総合的な学習2(2)「…も
のの考え方…」
○,算数・A数と計算

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．38～45

9
月
1
週

◇思いやり・親切
☆わたしにできるこ
と
（北海道版道徳教
材「はあとふる２」）

2-(2)
親切

□困っている人の気持ちを理
解し、親切にする思いやりの
気持ちを発揮しようとする態
度を養う。

★資料への興味や関心付けとして、テレビやニュース
等で知った事実を含め、発言を引き出す。
○みなさんは、今までにどんな災害を見たり、体験した
りしたことがありますか。
○主人公『わたし』が目にした地震は、どんな地震だっ
たでしょう。
★写真や絵・被害を表にまとめたものをとおして地震
や津波、火災のすさまじさを想像させる。
○主人公『わたし』は地震のことをどう思っていたので
しょう。
○学校全体で取り組むことになった『わたしの考え』と
は、どんなことがきっかけとなっていたのでしょう。
★ワークシートを使用し、実際に簡単な手紙を書く活動
をとおして、思いや願いを共感させたい。
◎プレゼントや手紙にはどんな思いや願いがこめられ
ているのでしょう。
○自分がしてもらってうれしかったことは、どんなことで
すか。
★実際の生活場面に立ち返り、学校生活や家庭生活
における親切や思いやりの実践を交流し合う。
○教師の説話を聞く。
★北海道南西沖地震や阪神大震災、東日本大震災に
際して、たくさんの愛の手が差しのべられた話をする。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「思
いやりの心とはどのような心でしょう」の各場面を活用
し，コメント作りや役割演技をする。

○小学校陸上
○２学期の目標を立てよう
（２）ア

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」,
○総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,
○体育A「基本の運動」B
「ゲーム」C「器械運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．62～69

9
月
2
週

◇伝とうと文化を大
切に
☆しょうぶ湯のふえ
（教育出版「心つな
いで」）

4-(6)
愛国心・国

際理解

□日本の伝統と文化を大切
にして，次の世代に伝える意
欲を高める。

★P164・P165を活用し，日本のよさについて発表
させる。
★日本独自の伝統・文化について発表する。
★P166～P167をもとにして，日本のよさと，外国
のよさを比べさせる。
★資料「しょうぶ湯のふえ」を読んで話し合う。
　○お母さんが，しょうぶの葉の笛を吹くのを見て
どう思ったでしょう。
　○お父さんと風呂に入ったとき，何を思ったで
しょう。
　◎「にっぽんのお風呂っていいなあ……」と思っ
たわけを考えてみましょう。
★しょうぶ湯のほかにも，身近に見られる日本の
よさを探す。
★P168・P169を読み聞かせ，日本のよさを再認
識させる。
★教師の説話を聞く。
【発展】P168・P169のような，外国から見た日本人
や日本のよさについて調べ学習をする。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「日本の伝統文化」について調べて記入して発
表する。

○防災訓練
○特活：安全な避難方法
について知ろう（２）カ

○総合的な学習5(3)「…外
国の生活や文化…」,
○国語「話すこと・聞くこ
と」,
○社会(5)地域の人々の
生活

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．164～173

9
月
3
週

◇命あるものを大
切に
☆かがやき
（教育出版「心つな
いで」）

3-(1)
生命尊重

□命の不思議さやかがやきに
気付き，命を大切にしようとす
る心情を育てる。

★P94・P95の詩をもとに，命の大切さについて考えさ
せる。
★「命のかがやき」のイメージを発表する。
★資料「かがやき」を読んで，話し合う。
○作者は，どんな命のかがやきを見つけたのでしょう。
◎作者は命について，どんなことに気付いて感動した
のでしょう。
★見えるようで見えない命のかがやきを，ほかにも見
つけてみる。
★P100・P101を読み，命の大切さについて本時の学習
で考えたことと重ねて考えを練り上げるようにする。
★詩を朗読する。
【発展】P96～P99『ヒキガエルとロバ』を読ませ，命の大
切さについて考えを広げさせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「命
の大切さを感じた出来事」を記入して発表する。

○修学旅行（６年生）
○学活：お年寄りへお手
紙を書こう（２）ア
○学活：学芸会のスロー
ガンを考えよう（１）ウ，
（２）ウ

理科A「生物とその環境」C
「地球と宇宙」,総合的な学
習5(1)「…自然体験…」,図
工A(2)「見たこと，感じたこ
と」,音楽B鑑賞「よさや美し
さ…」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．90～101



9
月
4
週

◇協力し合って楽
しい学校，学級を
☆きれいなかさ立
て
（教育出版「心つな
いで」）

4-(4)
愛校心

□自分の学校の良さに気付
き，より楽しい学校にしていこ
うとする心情を育てる。

★P148・P149を使って，「学校だからできること」を考え
させる。
★自分の学校の自慢したいところについて発表する。
★資料「きれいなかさ立て」を読んで，話し合う。
○校長先生の話を聞いて，わたしはどんなことを考え
ましたか。
○雨の日，わたしはどんな気持ちで下級生に声をかけ
ているのでしょう。
◎これからも，きれいなかさ立てにしていきたいと思っ
たのは，どんな気持ちからでしょう。
★P152・P153を読ませ，「クラスの力」について考えさ
せ，このクラスで良かったと思うことを出し合わせる。★
これからも，守り続けていきたい学校のよさについて話
し合う。
【発展】P154～P157を読ませ，より良いクラスにするた
めの話し合いをさせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「み
んなでつくる楽しい学校，学級」を記入して話し合わせ
る。

○学活：きれいな学校にし
よう（２）エ
○学活：児童会活動の引
継をしよう（１）ウ，（２）エ

○特別活動・学級活動(1)
「…学校の生活の充実…」
○学校行事・儀式的行事
○,総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,体育A
「基本の運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．148～157

１
０
月
１
週

◇働くことの大切さ
を知って
☆気持ちのよいあ
せ
（教育出版「心つな
いで」）

4-(2)
勤労

□働くことの大切さを知り，進
んで働こうとする心情を育て
る。

★係や当番の仕事への取り組みについて話し合
う。
★P130に「自分がしたい仕事」を書かせ，その理
由を考えさせる。
★資料「気持ちのよいあせ」を読んで，話し合う。
○人に言われて草取りをしているときは，どんな
気持ちだったでしょう。
★P134・P135を読んで聞かせる。
◎吹き出した汗を気持ちよく感じながら，どのよう
なことを考えていたでしょう。
★P132・P133を活用して，自分たちができること
を考えさせる。
★自分たちができたこと，それによって良かったと
思ったことをまとめさせる。
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「家や地域でみんなのためにできること」を記入
し話し合いをする。

○学芸会実行委開始
○学芸会スローガン
○学活：学芸会を成功さ
せよう（１）ウ，（２）ウ

○特別活動・学校行事(5)
「勤労の尊さや生産の喜
び…」,
○総合的な学習5(1)「…ボ
ランティア活動…」
○,体育B「ゲーム」「表現
運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．130～135

１
０
月
２
週

◇友達とたがいに
理解し合って
☆ぼくが全部やる
よ
（教育出版「心つな
いで」）

2-(3)
友情

□友達と互いに理解し，助け
合おうとする心情を育てる。

★「身近に何でも言うことをきく友達がいるか」に
ついて，発表する。
★P71をもとにして，「友達づくりのひけつ」につい
て発表させる。
★資料「ぼくが全部やるよ」を読んで，話し合う。
○笑って下を向いている蓮君をどう思いますか。
○優衣さんは「蓮君の本当の気持ちを聞いてあ
げたらどうかな。」とお父さんに言われ，何を考え
ましたか。
◎蓮君の「だって，ぼくは，ああでもしないと…
…。」に続く言葉は何か考えてみましょう。
★P70を活用し，友達がいてよかったと思う経験を
出し合わせる。
★P72をもとにして，友達の良いところを見つけ合
わせる。
★これからの自分を考える。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「同じ仲間だから」のお話を聞き話し合う。

○学活：本に親しもう（２）
オ

○特別活動・学級活動(1)
「学級内の組織…」,
○総合的な学習5(2)「…グ
ループ学習…」
○,体育B「ゲーム」D「水
泳」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．70～81

１
０
月
３
週

◇夢に向かって
☆北海道に稲作を
～中山久蔵～
（北海道版道徳教
材「はあとふる２」）

1－(2)
希望・勇
気・努力

□自分のために、あるいは周
りの人たちのために何かをや
り遂げようと自分で考えて決
意することの大切さと、それに
継続して取り組む努力のすば
らしさに気付かせ、実践への
意欲を育てる。

★P22を活用して，自分の目標についてイメージをもた
せる。
★がんばってやり遂げたことや、途中であきらめた
ことについて考える。
○ がんばってやり遂げたり途中であきらめてしま
ったりしたことはあるかな？
★資料「北海道に稲作を」を読んで話し合う。
○ 森を切り開き、畑を耕しながら久蔵さんはどんな
ことを考えていたか。
○ ２年目に稲作づくりがまた失敗に終わったとき
の久蔵さんはどんなことを思ったか。
○ どうしてあきらめなかったのか。
◎ たくさん実ったお米を両手に持って、久蔵さ
んは、どんなことを思ったり考えたりしたか。
★P25を活用して，目標の達成に向けて希望をもたせ
る。
★P23を参考にして，夢の実現のためのステップを考え
させる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「目
標をもってチャレンジしてみよう」を記入して話し合う。

○学芸会，
○やすらぎ園訪問
○学活：落ち着いた学校
生活の送り方を話し合おう
（１）ア，（１）ウ

○社会「北海道」
○「総合「地域の探究学
習」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．22～29 　30～37



１
１
月
１
週

◇正直に明るい心
で
☆月の光
（教育出版「心つな
いで」）

1-(4)
正直誠実・

明朗

□正直に明るい心で生活しよ
うとする心情を育てる。

★学習のめあてをつかむ。
★資料「月の光」を読んで，話し合う。
○たろうは，二度目に月の光に照らされた時に
は，なぜ目をふせなかったのでしょう。
◎正直に生活するために大切なのは，どのような
気持ちでしょう。
★把握した価値に照らして，今までの生活を振り
返る。
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発
展から，「心のつな引き」を記入して，感想を述べ
るなど自己評価する。学習したことに関連し，「正
直な心をもった人をさがそう」を記入して話し合
う。

○学活：学芸会の振り返り
（１）ウ，（２）ア，エ

○特別活動・学級活動(1)「学
級や学校の生活…」,
○総合的な学習2(1)「自ら課
題を見つけ…」
○,国語「話すこと・聞くこと」
○,体育B「ゲーム」,

○,算数・A数と計算

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．.38～45

１
１
月
２
週

◇外国の友達
☆バングラデシュ
から来たシャボン
君
（文溪堂４年生の道
徳」）

※「わたしたちの道
徳」　Ｐ．１６４～１６
９も実施可能

4-(6)
愛国心・国

際理解

□7外国の文化に関心をもっ
て，外国の人々に親しもうとす
る態度を養う。

●教室に外国の物があるか，意見を出し合う。
◆『わたしたちの道徳』167ページを活用することもでき
る。
★外国との関係に気付くことができたか。
「バングラデシュから来たシャボン君」を読んで話し合
う。
○日本の学校に来たばかりのころのシャボン君を見
て，愛里さんはどう思ったか。
●新しく珍しい仲間に対して関心をもち，肯定的にかか
わっていく時期である。
○カレーを手で「食べてみろよ。」と言われたシャボン君
を見て，愛里さんはどう思ったか。
◎おじさんも，バングラデシュでは手で食べていたとい
うビデオを見て，愛里さんはどう思ったか。
●おじさんを通して，愛里さんは，擬似体験をしたこと
になる。相手の国の文化や習慣を体験することにより，
相手の国を尊重することができるようになる。
○おじさんのビデオを見て，愛里さんは，シャボン君の
ことで，クラスみんなで何をしたいと思ったか。
●外国と日本の生活の違いについて考える。
○外国の人の生活で，日本と違う所があるか。
○形ややり方は違っていても，その心や機能はどう
か。
◆自分の文化や考え方と異なっている場合は，「判断
留保」の原則が重要である例などを出す。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「日
本の伝統文化」について調べて記入して発表する。

○総合的な学習5(3)「…外
国の生活や文化…」,
○国語「話すこと・聞くこ
と」,○社会(5)地域の人々
の生活

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．164～173学活：正しく
食べよう（２）キ

１
１
月
３
週

◇よく考えて節度あ
る生活を
☆知えのねだん
（教育出版「心つな
いで」）

1-(1)
基本的な
生活習慣
節度ある
生活態度

□自分でできることは自分で
やり，節度ある生活を大切に
しようとする心情を育てる。

★学習のめあてをもつ。
★P10・P11を活用して，自分の生活の様子を振り
返らせる。
★資料「知えのねだん」を読んで王様が気づいた
ことについて話し合う。
○王子様が「自分のしなければならないこと」が
はっきりわかったのはなぜでしょう。
◎知恵売りのおばあさんの言葉は王子様に何を
教えたでしょう。
★日常生活で，人に頼らずできることは自ら進ん
で行っているか，振り返る。
★教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の発展か
ら，「少しだけなら」のお話を聞き自分だったらどう
するかを発表する。

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」
○,総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」
○,国語「話すこと・聞くこ
と」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．10～21

１
１
月
４
週

◇自然や動植物を
大切に
☆タイガとココア
（教育出版「心つな
いで」）

3-(2)
自然愛・
動植物愛

護

□自然のすばらしさや不思議
さに感動し，自然や動植物を
大切に守ろうとする態度を育
てる。

★P104を活用し，動植物の生命力に感動した体
験を出し合わせる。
★動物園の役割や使命について，考えを発表し
合う。
○動物園にはどんな役割があると思いますか，
発表しましょう。
★資料「タイガとココア」を読んで，話し合う。
○なぜ園長さんは，悩み続けたのでしょう。
○全国からの応援のメッセージを，どんな思いで
受け止めたのでしょう。
◎動物園では，どんな思いでタイガとココアを公
開したのでしょう。
★改めて，動植物愛護の難しさを考える。
○これまでの話し合いをもとに，自分の経験と比
べながら，動植物愛護について自分はどうすれば
よいか，感じたことや考えたことをノートに書きま
しょう。
★レッドカードなどについての教師の説話を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「自然や動物，植物との関わり」を記入して発表
する。

○町児童生徒作品展鑑賞
○学活：冬の休み時間の
過ごし方を話し合おう（１）
ウ

○理科A「生物とその環
境」C「地球と宇宙」
○総合的な学習5(1)「…自
然体験…」
○,図工A(2)「見たこと，感
じたこと」,
○音楽B鑑賞「よさや美し
さ…」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．102～107



１
２
月
１
週

◇友達とたがいに
理解し合って
☆友だち
（教育出版「心つな
いで」）

2-(3)
友情

□友達を大切にし，友達と互
いに理解し合い，信頼し，助
け合おうとする態度を育てる。

★友達について考える。
★資料「友だち」を読んで，話し合う。
○みつ子は，どんな気持ちであや子を誘ったので
しょう。
◎みつ子が，あやまろうとする考えをもてるように
なったのは，おばあさんと話していてどのようなこ
とに気づいたからでしょう。
★日常生活での友達のつき合い方を振り返る。
★P71をもとにして，「友達づくりのひけつ」につい
て発表させる。
★教師の説話を聞く。
【発展】P76～P79を読み，友達の良さについて感
想文を書かせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「同じ仲間だから」のお話を聞き話し合う。

○参観日，懇談会
○学活：冬休みの過ごし
方（２）カ

○特別活動・学級活動(1)
「学級内の組織…」
○,総合的な学習5(2)「…
グループ学習…」,
○体育B「ゲーム」D「水
泳」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．70～81

１
２
月
２
週

◇正しいことは勇
気をもって
☆ひとみの中に
（教育出版「心つな
いで」）

１-(3)
勇気

□正しいと思うことは，勇気を
もって行おうとする心情を育て
る。

★　勇気があるとはどんなことか，発表する。
★　資料「ひとみの中に」を読んで，話し合う。
○由紀ちゃんが，双子のことを調べて，みんなの
前で発表しようと考えたのは，どんな気持ちから
でしょう。
◎ひとみの中に自分の姿を見つけた二人は，ど
んな気持ちになったのでしょう。
★　由紀ちゃんと亜紀ちゃんに手紙を書く。
★『わたしたちの道徳』 p.30～37 「勇気をもって行
動できたこと，そのときの気持ち」を記入し発表す
る。

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」
○総合的な学習2(2)「…も
のの考え方…」,
○算数・A数と計算,
○体育D「水泳」
●『わたしたちの道徳』 
p.30～37

１
２
月
３
週

◇だれに対しても
真心をもって
☆お客さんなのに
（教育出版「心つな
いで」）

2-(1)
礼儀

□感謝の気持ちを真心で表
すようにつとめる心情を育て
る。

★P56～P59を活用して，礼儀名人になるために
必要なことを考えさせる。
★バスに乗ったときの体験について発表し合う。
★資料「お客さんなのに」を読んで話し合う。
○みかちゃんの運転手さんに対する行動をどう思
いますか。　◎わたしとみかちゃんが声を揃えて
お礼したことで，運転手さんはどう思ったのでしょ
う。
★感謝のことばが伝わることをどう思いましたか。
★教師の体験談を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習の発
展から「言葉づかいやふるまい」で気をつけてい
ることを書き発表する。

○大掃除，
○２学期終業式
○学活：２学期を振り返ろ
う（１）ア，（２）ア

○特別活動・学級活動(1)
「学級や学校の生活…」
○,総合的な学習5(2)「異
年齢集団…」
○,国語「話すこと・聞くこ
と」,
○体育B「ゲーム」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．56～61

１
月
１
週

◇仕事の楽しさ
☆チューリップの球
根
（文溪堂４年生の道
徳」）

4-(2)
勤労

□働くことの大切さを知り，進
んで働こうとする心情を育て
る。

★学級や家で自分がしている仕事を発表する。
○自分が中心になってやる仕事があるか。
「チューリップの球根」を読んで話し合う。
○なおき君はどんな気持ちで，花壇の球根植え
に出ることにしたのか。
★しかたなく球根植えに出ることにした，なおきの
気持ちに共感させる。
○お母さんに，迷惑をかけると言われて，なおき
君はどんな気持ちになったか。
★迷惑をかけると言われて腹が立ったものの，お
ばさんに「一人前」と言われ，一生懸命に仕事を
やろうと思うようになる，なおきの心情の変化をつ
かませる。
◎草とりが終わったとき，なおき君はどんな気持
ちになっていたか。
★「自分の仕事ではないのに，なぜ……。」と考え
る，なおきの心の中を考えさせる。
○花壇に咲いているサルビアの花を見たなおき
君は，どんな気持ちになったか。
★大変だったけど，がんばってよかったと思う，な
おきの喜びを感じ取ることができたか。
『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に
「家や地域でみんなのためにできること」を記入し
話し合いをする。

○３学期始業式，
○地域参観日
○学活：６年生の卒業をお
祝いしよう（２）ア

○学級活動：当番活動
○国語「話すこと・聞くこ
と」,

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．130～135



２
月
１
週

◇命の大切さ
☆オオカミに教えら
れたこと
（北海道版道徳教
材「はあとふる２」）

3－(1)
生命尊重

□生命の尊さを感じ取り，生
命あるものを大切にする。

★ 学校や家庭での動植物の飼育経験を話し合
う。
○ オオカミが死んでしまったとき、板東さんはど
ん
なことを考えたでしょうか。
◎ オオカミの森を作った坂東さんは、どんな願
いをもっているでしょうか
★『生きること』について考える。
○ あなたは、『生きること』とは、どのようなこと
だと考えますか。また、これからどのように生活し
ていきたいと思いますか。
★教師の説話を聞く。
★生きている命を大切にすることは、それを育ん
で
きた人たちの尊い思いが込められていることな
どの話をする。
★保護者からのメッセージを事前に書い
てもらい、一人一人に渡し、読ませる
活動も考えられる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「命の大切さを感じた出来事」を記入して発表
する。

○氷上運動会
○特活：３学期の目標を立
てよう（２）ア
○特活：学級の課題につ
いて考えよう（１）ア

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．102～107

２
月
２
週

◇父母の愛
☆ぼくの生まれた
日─ドラえもん
（文溪堂４年生の道
徳」）

※「わたしたちの道
徳」ｐ１４０実施可能

4-(3)
家族愛

□父母，祖父母を敬愛し，協
力し合って楽しい家庭を作ろ
うとする心情を育てる。

★自分の家族について発表する。
○「家族っていいなあ。」と思うのは，どんなときか。
★日ごろの生活の中で感じていることを発表させ，ねら
いとする価値へ方向付ける。
★『わたしたちの道徳』136・137ページを事前に記入さ
せ，活用することもできる
★「ぼくの生まれた日―ドラえもん」を読んで話し合う。
○パパとママにしかられたのび太君は，どんな気持ち
だったか。
★しかられて，悲しく,悔しい気持ちになったのび太君の
心情に共感させる。
○のび太君の誕生を喜んでいるパパやママを見て，の
び太君は，どんな気持ちになったか。
★周りの人が，のび太君の誕生を心から喜んでくれて
いることを押さえる。
◎病室の外の廊下で，パパとママの話を聞いていたの
び太君は，どんな気持ちだったか。
★両親が，わが子に託している希望や期待の大きさを
実感させる。
○のび太君は，パパとママに喜んでもらえるよう，どん
なことを考えたか。
★家族に大切にされていることを知ったことから，今度
は，自分が家族のために何ができるか，考え始めてい
ることを押さえる。
★これまでの，自分の家族に対するかかわり方を改め
て振り返り，これからは自分がどのようにかかわって
いったらいいのか，考えさせる。
★父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って
楽しい家庭をつくろうとする気持ちが高まったか。
★『わたしたちの道徳』146・147ページ「共に助け合って
生きる」を読み聞かせる。

○防災訓練
○学活：運動会を成功さ
せよう（１）ウ，（２）ウ
○学活：保護者からの手
紙
●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．136～147

２
月
３
週

◇度を過ごさずに
☆エジソンとえいじ
（文溪堂４年生の道
徳」）

※「わたしたちの道
徳」　Ｐ．10～21も
実施可能

1-(1)
基本的な
生活習慣

□度を過ごさず，節度ある生
活をしようとする態度を養う。

★家での時間の使い方などの生活習慣について，ど
のぐらいできているか話し合う。
★『わたしたちの道徳』136・137ページを事前に記入さ
せておき，活用することもできる。
○朝，一人で早起きができるか。
★「エジソンとえいじ」を読んで，話し合う。
○家に帰ったばかりのえいじは，机の前でどんなことを
考えたか。
★「楽しいことを先にやりたい。」という自然な気持ちと
えいじの迷いについて考えさせる。
○遅れてきたゆう太への返事に困ったとき，えいじはど
んなことを思ったか。
◎夜遅く，感想カードに向かっても何も書けないとき，
えいじはどんな気持ちだったか。
★後悔を中心としたえいじの気持ちを，次の四つの観
点で整理し，多様な感じ方の違いを浮き彫りにする。
○次の日，えいじは，感想カードに自分のことも含め，
どんなことを書いたか。
これまでの自分自身の生活を振り返り，もっと早めに
やらなくてはと思った体験を話し合う。
○今できることを後回しにして，後になって困ったこと
に，どんなことがあるか。
★えいじの後悔の気持ちにつなげて,各自の生活の中
で,見つけさせる。できなかったことだけでなく，こんなこ
とが自分でできるようになったなどの体験を交えてもよ
い。
★『わたしたちの道徳』20・21ページ「自分を見つめ，自
分を生かそう」を読み聞かせる。

○新一年生一日入学
○参観日，懇談会
○特活：六年生を送る会
を成功させよう②（１）ウ，
（２）ウ

○学活：生活習慣にかか
わる適応指導
○日常の指導：持ち物の
管理，整とん，自己学習
の進め方などの随時の指
導
○保護者会：子育てにつ
いての話題，啓発など

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．10～21



３
月
１
週

◇得意なことを伸
ばそう
☆あこがれのアナ
ウンサー
（文溪堂４年生の道
徳」）

※●「わたしたちの
道徳」　Ｐ．46～53
も実施可能

1-(5)
個性伸長

□自分の特徴に気付き，よい
所を伸ばそうとする態度を育
てる。

★自分にはない，よい所をもっている人について発表
する。
★ほかの人のよさに目を向けさせ，ねらいとする価値
への方向づけをする。
○立派だな，すごいなと思う人はいるか。
★「あこがれのアナウンサー」を読んで話し合う。
○１分間スピーチが上手くできなかったとき，真理さん
はどんな気持ちだったか。
★人前で話しをすることに対して，自信を失ってしまっ
た真理さんの気持ちに共感させる。
◎放送局の体験コーナーでニュースの原稿を上手に
読めたとき，真理さんは，どんな気持ちだったか。
★再び自信を取り戻した真理さんの気持ちに共感させ
る。
★1分間スピーチの失敗で自信を失った真理さんが，
放送局におけるアナウンサー体験の成功によって自信
を取り戻し，将来アナウンサーになりたいという夢をも
つまでの気持ちの移り変わりを理解できたか。
★「名人になろう」について振り返る。
○自分の長所を伸ばそうとして，うまくいったことや苦
労したことはどんなことか。
★『わたしたちの道徳』48ページを読む。

○六送会
○特活：一年間の生活・学
習を振り返ろう（１）ア，
（２）ア

○学活：「友達のよい所」
○学活：「名人になろう」
○総合：キャリア教育

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．46～53

３
月
２
週

◇社会のきまりを
守って
☆地いきねこって
なあに
（教育出版「心つな
いで」）

4-(1)
規則尊重・

公徳心

□約束や社会のきまりを守
り，公徳につくそうとする態度
を育てる。

★P118～P121を活用して，自分たちの身の回りにある
きまりについて考えさせる。
★野生化したペットの被害について，体験を発表する。
★資料「地いきねこってなあに」を読んで，話し合う。
○のらねこの生きていく権利について話し合ってみま
しょう。
◎地いきねこをどうしたらよいかについて話し合ってみ
ましょう。
★ねこをすてるまわりの人たちは無責任か，話し合う。
★これからの環境問題と公徳心の関係について，みん
なで考え合う。
【発展】P122・P123を読ませ，必要なきまりは何かを話
し合わせる。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基に「約
束やきまり，マナーにはどのようなものがあるか」を記
入し，発表する。

○卒業式練習
○学活：冬休み作品発表
会（１）ウ

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」,
○総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,
○体育B「ゲーム」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．118～129

３
月
３
週

◇やろうと決めたこ
とは最後まで
☆台風の島に生き
た人
（教育出版「心つな
いで」）

1-(2)
勤勉努力

□自分でやろうと決めたこと
は，粘り強くやり遂げようとす
る態度を培う。

★P22を活用して，自分の目標についてイメージ
をもたせる。
★目標への取り組み方について話し合う。
★資料「台風の島に生きた人」を読んで，話し合
う。
○卓爾は，島民に注意を聞かせるためにどのよう
な努力をしたでしょう。
◎話を聞かない島民が，卓爾に親しみ，胸像を立
てるまでになったのはなぜでしょう。
★把握した価値にてらして，今までの生活を振り
返る。
★P23を参考にして，夢の実現のためのステップ
を考えさせる。
★教師の説を聞く。
★『私たちの道徳』の活用例：各資料の学習を基
に「目標をもってチャレンジしてみよう」を記入して
話し合う。

○卒業式，修了式，離任
式
○学活：修了のお祝いをし
よう（４）ウ

○特別活動・学級活動(2)
「日常の生活や学習への
適応及び健康や安全…」
○,総合的な学習2(1)「自ら
課題を見つけ…」,
○体育A「基本の運動」C
「器械運動」

●「わたしたちの道徳」
　Ｐ．22～29


