
 

 

 

２  一人一実践 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 実践の記録 



  第１学年２組 道徳科学習指導案 

  授業者  山本 智恵 

１ 主題名 温かい心で Ｂ－（７）親切，思いやり 

   

２ 教材名 はしの上のおおかみ（出典：学研「みんなのどうとく １ねん」） 

 

３ ねらい 誰にでも優しくするくまの姿を見たときのおおかみの気持ちを考える学習を通して，親切にされた

ときとしたときの気持ちを考え，誰にでも親切にしようとする心情を育てる。 

 

４ 本校の校内研究と関わって 

 

①学習過程・発問の工夫 

・相手を選んで意地悪をしたり優しくしたりするおおかみを捉えたうえで，誰にでも優しくするくまの行動に

触れたときの気持ちを考えることで，「誰にでも」親切にしようとする気持ちを持てるようにする。 

・おおかみの「えへん，へん。」の発言をもとに，心の変化を考えるようにする。 

②教材・教具の工夫 

・教材の語り聞かせの場面では，黒板上で登場人物の絵を動かしながら行い，よりイメージしやすいよう工夫

する。 

③学習形態の工夫 

・動作化の場面では，くま役を教師が行うことで，おおかみの気持ちに視点を当てて考えられるようにする。 

 

５ 学習過程 

過

程 

学習活動と主な発問 

（◎主発問） 

予想される児童の発言 指導上の留意点 

導

入    

 

１，本時の方向性を知る。 

○もし，教室にハンカチが落ちていたら

どうしますか。なぜそうしますか。 

 

 

○親切について考えましょう。 

 

・拾ってあげる。 

・持ち主に届けてあげる。 

・落とした人が困っているかも

しれないから拾う。 

 

 

・具体的な場面を想像させる

ことで，普段の自分の行動を

振り返らせる。 

 

 

・「親切」について考えること

を伝え，見通しをもって学習

できるようにする。 

展

開 

 

２，教材「はしの上のおおかみ」を聞き，

おおかみの心の変化を考える。 

 

 

○うさぎに通せんぼうをして「えへん，

へん。」と言ったとき，おおかみはどん

な気持ちだったでしょう。 

 

 

 

 

 

◎おおかみは，くまの後ろ姿をどんな気

持ちで見ていたでしょうか。 

（ワークシート） 

 

 

 

 

・俺が一番強いんだ。 

・いじわるして楽しい。 

・面白いな。 

 

 

 

 

 

・自分より小さいぼくにも優し

くしてくれるなんてすごい。 

・ぼくは意地悪だった。 

・黒板上で登場人物の絵を動

かしながら，物語のイメー

ジを膨らませて聞くことが

できるようにする。 

・自分より小さく，弱い動物

に対して威張って，優越感

を感じているおおかみの気

持ちに気付かせる。 

・「えへん，へん。」の発言も

取り上げ，どんな気持ちで

言っているかを考えさせ

る。 

・児童がおおかみ役，教師が

くま役になり，おおかみが

親切にされたときの気持ち



 

６ 評価の視点 

・おおかみのくまに対する気持ちを，多面的・多角的に考えることができたか。 

  ・誰に対しても思いやりをもって接していこうとする気持ちが高まったか。 

  （発言・ワークシート） 

 

７ 成果と課題  

（成果） 

○親切にされる動作化では，くまの優しさを体感し，よりおおかみの気持ちや心の変化を捉えやすくなった。 

○親切にする動作化では，された方とした方のどちらの気持ちも意見がたくさん出て，全体で共有できた。 

○黒板上で登場人物の絵を動かしながら読み語りしたことで，内容理解が深まり，主発問に対して様々な意

見がでてきた。児童一人一人の言葉でワークシートに記入することができた。 

（課題） 

  ●おおかみの「えへん，へん。」の，気持ちの違いに気付かせるための手立てが必要であった。 

  ●動作化は，なるべくたくさんの児童ができるよう時間配分を考えておくとよかった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

○はじめと終わりの「えへん，へん」は，

どんな気持ちで言っていたのでしょう

か。 

 

○おおかみは，なぜ，前よりずっといい

気持ちになったのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３，親切にした経験を振り返る。 

○今まで，親切にしたことはありますか。

また，親切にしたとき，どんな気持ち

になりましたか。 

・くまの真似をして，今度は自

分が小さい動物をもち上げ

てあげよう。 

 

 

・はじめはいじわるだったけれ

ど，終わりはよかったという

気持ち。 

 

・自分より小さい動物に優しく

できたから。 

・いじわるではなくなったか

ら。 

 

 

 

 

 

 

・友達に勉強を優しく教えてあ

げた。 

・落ちていたものを拾ってあげ

た。 

・喜んでくれて嬉しかった。 

・もっとしたいと思った。 

を考えさせる。 

・見ている児童にも感想を聞

き，親切にされたときの気

持ちを考えられるようにす

る。 

・同じ言葉でも，気持ちは違

うということを確認し，お

おかみの心が変化したこと

に気付かせる。 

・優しくすることのよさにつ

いて出た意見を板書し，全

体で共有する。 

・児童がおおかみ役，うさぎ

役になり，親切にしたとき

の気持ちを考えさせる。 

・見ている児童にも感想を聞

き，親切にしたときの気持

ちを考えられるようにす

る。 

・親切にされた人は嬉しいが，

した人の気持ちもよくなる

ことを共有し，「親切にした

い」気持ちを持てるように

する。 

 

終

末 

４，学習のまとめをする。 

○誰にでも優しくすると，相手や自分は

どんな気持ちになるでしょう。 

・気持ちがいい。 

・もっとしたい。 

・みんなに親切にしたい。 

・教材をもとに，親切にした

方もされた方も気持ちが良

くなることを伝え，自分の

生活に生かそうとする気持

ちを持たせる。 



第３学年１組 道徳科学習指導案

授業者 樋川 裕幸

１ 主題名及び内容項目 エチケットってなあに（Ｂ 礼儀）

２ 教材名及び出典 エチケットかるた（出典：みんなのどうとく３年 学研）

３ ねらい 身の回りにある礼儀ついて考える学習を通して，自他ともに気持ちよく生活するため

， 。に必要な言葉遣いや所作に気付き 礼儀を大切に生活していこうとする心情を育てる

４ 本校の研究と関わって

○教材・教具の工夫………様々なエチケット（礼儀）をかるたで提示し，読み札と絵札を合わせる

活動に取り組ませることで，内容を具体的にイメージできるようにし，

それぞれの礼儀の大切さについて考えられるようにする。

○単元構成・発問の工夫…エチケットの必要性を問うことで，多面的・多角的な視点や自分の生活

を基に考えられるようにする。

５ 学習指導過程

過 学習活動と主な発問 予想される児童の反応 指導上の留意点

（◎主発問）程

１ 本時のテーマを捉える。 ・読み札に共通するものを考えさせ

○かるたの名前を考えよう。 ・あいさつの ることで，人と人とのかかわりで導

教材の読み札を１枚ずつ提示し ・大切なこと 大切なものは何かを考え，意識的入

ながら「○○○○○かるたに入 ・エチケット に学習に臨めるようにする。

る言葉は何かな 」と問う。。

２ 「エチケットかるた」から，

エチケットの大切さを考え，話展

し合う。開

○読み札と絵札を合わせてみまし ・挨拶をすると気持ち ・読み札と絵札を組み合わせる活動

ょう それぞれのエチケットは がいいから。 に取り組ませ，内容を具体的にイ。 ，

なぜ大切なのでしょうか。 ・目上の人には丁寧な メージさせることで，それぞれの

言葉遣いをしないと 礼儀の大切さについて考えられる

いけないから。 ようにする。

◎エチケットかるたにあるような ・みんなが気持ちよく ・エチケットが実行できたときの思

ことができると，どんな気持ち なれる。 いを考えさせることで，エチケッ

になりますか。 ・できなかったら，嫌 トが人の関わりにおいて必要なも

な気持ちになるかも のであることに気付かせる。。

３ エチケットかるたを作り，考

える。

○エチケットかるたに出されてい ・挨拶の こんにちは ・例として出された以外のエチケッ「 」

るもの以外に，どんなエチケッ や「こんばんは 。 トを自分たちで考え，作成する活」



トがあるでしょう。 ・ ありがとう」と感 動に取り組ませることで，様々な「

謝の気持ちをつたえ 視点からエチケットについて考え

ること。 ることができるようにする。

○みんなが考えたエチケットは必 ・絶対必要だと思う。 ・エチケットの必要性を問うことで

要ですか。もし，なかったらど ・あるといいけど，で 多面的・多角的な視点や，自分の

うですか。 きないものもある。 生活を基に考えられるようにす

る。

４ 学習を振り返る。 ・エチケットの大切さ ・振り返りの視点を提示し，ねらい

終 ○学習感想を書きましょう。 が分かった。 とする道徳的価値について考えた

末 ・みんなが気持ちよく こと，分かったこと，これからし

生活するためにエチ てみたいことなどを書き記せるよ

ケットは必要だ。 うにする。

・これから，気持ちよ

いあいさつをしてい

きたい。

６ 評価の視点

・身の回りにある礼儀について多面的・多角的に考え，自他ともに気持ちよく生活するために必要

な言葉遣いや所作に気付くことができたか。

・礼儀の大切さや必要性を理解し，今後の生活に生かそうとする意欲をもつことができたか。

７ 成果と課題

（成果）

○エチケットをかるたで提示し，読み札に共通するものを考えさせたり，読み札と絵札を合わせ

る活動に取り組ませたことで，児童は内容を具体的にイメージできるようになり，問題意識を

もって主題に迫ることができた。

○例として出された以外のエチケットを自分たちで考え，作成する活動に取り組ませたことで，

児童は自分の生活と照らし合わせながら考えていた。当事者意識をもって道徳的価値に向き合

うことができたと考える。

，「 」 ， ，○エチケットの必要性を問い もしなかったら を考えさせたことは 礼儀の大切さについて

， 。より多面的・多角的な視点で考えることができたとともに 自己の納得解を得る一助となった

（課題）

●子供との一問一答式になりがちなので 心の傷 もやもや ってどんなことかな？や い，「 」「 」 ，「

い気持ち」は自分だけかな？など，子どもの発言をつなげていけるとよかった。

●エチケットカルタをここで考えた後，班で「一番良い物」という声掛けをしたが 「どれも，

素敵だけど知っていたらお互いにうれしくなるもの一つを選ぼう」など，教師の言葉がけを

工夫していきたい。

・今日，一番学んだこと

・新しく発見したこと

・やってみたいこと

学
習
感
想



第５学年１組道徳学習指導案
授業者 大原純子

１．主題名 相手の立場を考えて －（５） 相互理解，寛容B
２．教材名 「すれちがい （出展：学研「みんなの道徳 ５年 ）」 」

３．ねらい 同じ出来事を二人の視点から考える学習を通して，相手の立場や意見を

尊重し，相手の立場に立って考え，広い心で接しようとする態度を養う。

４．本校の研究と関わって

①学習過程・指導法の工夫

・それぞれの言い分を伝えあうことで，置かれている状況やそのときの心情を考え，

主体的・対話的な学習参加を促す工夫を行う。

②板書・ワークシートの工夫

・よし子とえり子の気持ちを上下に分けて板書し，気持ちのすれ違いを構造的に示す

ようにする。

・ネームプレートを使用して，児童の立場や考えがわかるように提示する。

５．学習指導課程

過程 学習活動と主な発問 予想される児童の反応 指導上の留意点

導入 １．友達と考えや気持ちがすれ違 ・遊びの約束をしたけ ・誰もでも異な

った経験について考える。 ど，会えなかった。 る考えや意見

○友達と考えや気持ちがすれ違っ ・けんかをした時，な を受け入れら

て，うまくいかなかったことは かなか気持ちを言え れず，気持ち

ありますか。 なかった。 がすれ違うこ

とがあること

２．めあてを確認する。 を押さえる。

「相手と気持ちがすれちがわないために大切なこと」を考えよう。

展開 ３ 「すれちがい」を読んで考え， ・よし子はえり．

話し合う。 子の事情を知

○腹を立てたよし子はどんな思い ・約束を守らないなん らず意見を受

だったでしょうか。 てひどい。 け入れられず

・どうして来なかった 一方的に腹を

のかな。 立てている点

を押さえる。

○えり子はどんな気持ちだったで ・約束をやぶったわけ ・行動や気持ち

しょう。 じゃないのに。 のすれ違いを

・勝手に２時って決め 板書で整理す

られても困る。 る。

○あなたは，よし子とえり子のど よし子 ・互いに言い分

ちらの考えに共感しますか。そ ・えり子さんから誘っ があることに

れぞれの立場で考えましょう。 たのに，時間を守ら ついて話し合

なかった。 い，気付かせ

・えり子さんが約束を る。

やぶった。

えり子



・スーパーが混んでい

たから仕方ない。

・自分の都合で時間を

決めないでほしい。

◎もし，それぞれの言い分を伝え ・相手の気持ちがわか ・自分の考えを

，ていたら，どのような気持ちに る。 伝えることや

なったでしょう。 ・自分のいけなかった 相手の思いを

ことに気付ける。 受け止めるこ

・素直な気持ちで謝る との大切さに

ことができたかも。 気付かせる。

終末 ３．学習のまとめをする。 ・すれ違いの原因を考 ・寛容な心をも

○お互いの心がすれ違わないよう えてみる。 つことが，人

にするには，どのような思いが ・相手の事情を想像し 間関係を円滑

大切でしょう。 てみる。 にさせること

を再認識でき

。るようにする

６．評価の視点

・同じ出来事を二人の視点から多面的・多角的に考え，相手の立場に立って考えること

のよさに気付くことができたか。

・相手の立場や意見を尊重することの大切さがわかり，相手の立場に立って考え，広い

心で接しようとする心情を深めることができたか。

７．成果と課題

（成果）

○児童が自分の体験を想起しやすい教材であった。児童が自分事として考えることがで

き，主人公の出来事を自分なりの目線で考え，主体的に学習参加していた。

○ネームプレートを使用して，立場や考えを提示することにより，意見を聞き合う視点

が明確になり，自分と異なる考えに気付きやすくなった。

（課題）

●主人公のそれぞれの葛藤場面を意識させるようにしたかった。それにより，児童が，

より相手の立場に共感しながら，相手の立場に立つことのよさについてもっと深めら

れたと思う。

●異なる立場の意見を聞き，それを自分の考えに反映させる…という対話的な学習へ発

展させることの難しさを痛感した。



第５学年２組 道徳科学習指導案 
授業者 米山 優貴 

１ 主題名  親身な対応 Ｂ－（７）親切，思いやり 
 
２ 教材名   くずれ落ちた だんボール箱（出典：学研「みんなの道徳 5 年」） 
 
３ ねらい  相手の立場に立ち，誰に対しても親切をした主人公の気持ちの変化を考える学習を通し

て，親切にしていこうとする心情を育てる。 
 

４ 本校の校内研究と関わって 

① 指導法の工夫 
だんボール箱を直しているときの主人公の気持ち，店員さんに注意された気持ち，おばあさんにお

礼を言われた気持ちを，親切にしようとする気持ちが数値化して示せる教具「心の温度計」を用い

ることで，自分の考えをわかりやすく表現し，主体的・対話的な学習ができる工夫を行う。 
 

② ユニバーサルデザインの考えに則った板書や教具の工夫 
視覚化を意識する手立てとして，【①「挿絵」の提示による資料のイメージ化 ②「心の温度計」」

による人物の心情の見える化 ③板書とワークシートの構造を類似化】の３点を重視し，視覚的に

も心情がわかりやすく示す工夫をする。 
 

５ 学習指導課程 

過
程 

学習活動と主な発問 
（◎主発問） 

予想される児童の発言 指導上の留意点 

 

1．困っている人に親切にした

経験を話す。 
○これまで，どんなときに親切

にしましたか。 

・そうじが終わっていない班

を手伝った。 
・教科書を忘れた友達にみせ

てあげた。 

・具体的な体験を発表させる・ 
 
 
 
・「親切について考えよう」と投

げかけることで課題意識をもた

せる。 

 

2．教材「くずれ落ちただんボー

ル箱」を聞き，2 つの場面での

「親切にしようとする気持ち」

を比較して話し合う。 
○「だんボールを積み上げた気

持ち」の大きさを「心の温度計」

に線で表そう。 
 

積み上げる   注意を受け 
場面      る場面 
 

・主人公と友子さんが，おばあさ

んの代わりに段ボールをていね

いに積み上げている場面と，二

人が店員に注意を受けびっくり

した場面をそれぞれ扱う。 
・「心の温度計」を活用すること

で視覚的に捉えられるようにす

る。 

親切について考えよう 



 

○「店員に注意された気持ち」

の大きさを「心の温度計」に線

で表そう。 

 
3．おばあさんが戻ってきて，お

礼を言われた場面の気持ちを

話し合う。 
◎おばあさんにお礼を言われ

た後，「いいんです」と答えたと

き，わたしは，心の中でどんな

ことを考えていたでしょうか。 
・「心の温度計」に線を書き入

れ，吹き出しに思いを書く。 
 
〇校長先生の話を聞き「わた

し」はどんな気持ちになったで

しょう。 

 
 
 
 
 
 
 
・やってよかった 
・お礼を言ってくれてよかっ

た。うれしかった。 
・おばあさんの役に立ててよ

かった。 
・怒られたことは，おばあさ

んには，言えない。 
・本当のことがわかってもら

えた。 
・困っている人を助けてよか

った。 

・「だんボールを積み上げた気持

ち」と「店員に注意された気持

ち」の際に考えた意見をださせ

る。 
 
・「どんな気持ちか」と尋ねると

「悲しい」「残念」などの単語に

なってしまうため，「どんなこと

を考えていたか」と発問する。 
 
・最初の場面と比較しながら考

えられるようにするため，「心の

温度計」を再度活用する。 

 4．どのように心がければ，「親

切」を実践できるか考える。 
〇誰に対しても親切にするに

は，どんな心掛けが大切でしょ

うか。自分の経験も思い出して

書いてみましょう。 

・相手の気持ちを考える。 
・誰かに褒められる，褒めら

れないではない。 

・本時で学習したことをもとに

自分なら，どんなことを心がけ

ていけば親切にすることができ

るのか考えさせる。 
 

終

末

5．教師の体験談を聞く。 ・人の役に立てることはうれ

しい。 
・まとまってきた流れをみださ

ないような話をする。 
６ 評価の視点 
・誰に対しても思いやりの心をもって接することができたときの気持ちよさに気付くことができたか。 
・親切にすることについて，多面的・多角的に捉えることができたか。（発言・ワークシート） 
 

７ 成果と課題 

（成果） 

〇「心の温度計」を活用することで．親切にする気持ちの変化が視覚的にわかりやすいため，工夫され

ていてよかった。 

（課題） 

●「心の温度計」の基準が曖昧だった。親切にする気持ちを表すものなのか，心の変化を表すものなの

か明確にすることで，児童も取り組みやすくなるのではないか。 

●誰に対しても親切にすることは大切という意見を教師から伝えていたが，なぜ大切なのか，ねらいに

迫る意見を児童から出させるとよかった。 



 

 

第６学年１組 道徳科学習指導案 

  授業者 日原 ひろみ 

 

１ 主題名   つながる命   Ｄ－（１９）生命の尊さ 

   

２ 教材名   その思いを受けついで（出典：学研「みんなの道徳 ６年」） 

 

３ ねらい   主人公が祖父から受け継いだ思いを考える学習を通して，生命のかけがえのなさを理解し，生

命を尊重しようとする心情を育てる。  

 

４ 本校の校内研究と関わって 

○学習形態の工夫 

・まずは一人一人が自分の考えを持ち，その後，小グループで意見を交流する。そして，各グループの意見を 

全体の中で発表し合う。「小グループ→全体」の流れをとることで，より多くの児童の考えが授業に反映さ 

れるようにしていく。 

○板書・ワークシートの工夫 

・板書では，ネームプレートを活用し，誰がどのように考えたのかわかるように掲示する。 

・小グループでの話し合いで使用したホワイトボードを黒板に貼ることで，改めて一人一人が様々な考えを確 

 認できるようにする。 

・主発問ではワークシートを活用し，自分の考えをまとめられるようにする。また，ワークシートには，友達 

の考えで「いいな・なるほど」と思ったものを追記させていく。 

 

５ 学習過程 

過

程 

学習活動と主な発問 

（◎主発問） 

予想される児童の発言 指導上の留意点 

導

入    

 

１，命についての考えを出し合う。 

○命についてどう思いますか。 

  

なぜ「命は大切」なのだろう。 

・大切なもの。 

・一つしかないもの。 

・限りがあるもの。 

・ねらいとする道徳的価値への意識付

けを図る。 

 ２， 資料を読んで，「ぼく」の気持ちに

ついて話し合う。 

○じいちゃんの命があと三ヶ月だと知

って，「ぼく」はどんなことを考えた

でしょう。 

 
 
○毎日お見舞いに行っているときの

「ぼく」は，どんな気持ちだったで 
しょう。     

 

 
 
 

・うそだ。 

・悲しい。 

・信じられない。 

・そんなの嫌だ。 
 
 
 
・限られた時間を大切にした

い。 

・この時間がずっと続いてほし

い。 

・できるだけ一緒にいたい。 

・元気づけたい。 
 
 
 

・かわいがってくれていたじいちゃん

の命があと三ヶ月だと突然知ったと

きの「ぼく」の気持ちに共感させる。 
 
 
 
 
・毎日欠かさず病院に行っている「ぼ

く」の行動から，「ぼく」がじいちゃ

んとの残された時間を大切にしてい

ることやじいちゃんを失う悲しみを

乗り越えて一緒に過ごそうとしてい

ることを押さえる。 
 



 

 

 

６ 評価の視点    

・多面的・多角的に考え，生命のかけがえのなさを理解し，生命を尊重しようとする心情を育むことができたか。 

・主人公の思いを自分事として捉え，生命の尊重について考えていたか。 
 
７ 成果と課題  

（成果） 

○祖父の死という重い内容を扱っている教材ではあるが，命の期限を知った当初の主人公から，その悲しみや怖

さを乗り越え行動している主人公の姿は，その変遷が児童にも捉えやすく，共感して気持ちを考えることがで

きていた。 

○祖父から受けついだ思いについて，グループの中で交流したことで全員が自分の思いを発表し，自分とは異な

った考えに触れことができた。また，出された意見をグループごとホワイトボードに書いて発表し黒板にはっ

たことで，さらに多様な感じ方や考え方に接することができた。 

●祖父の死に直面する主人公の姿から，限りある命の大切さについて改めて感じとっている児童は多かったが，

自分の生命は家族をはじめ多くの人の生命のつながりの中にあるということを意識できた児童は少なかった。 

展

開 

 

３．じいちゃんから受け継いだ思い

について考える。 

◎じいちゃんから受け継いだ思いと

は，どのような思いでしょう。 

 

 

 
 
 
４．友達と意見を交流し，考えを広げ

る。 

○グループで意見を交流しホワイト

ボードに書きましょう。 

○グループで出た意見を発表しまし

ょう。 

 
５．なぜ「命は大切」なのか考える。 

○なぜ「命は大切」なのでしょう。

命を大切にすることについて感じ

たり考えたりしたことを書きまし

ょう。 

 

・生きることを大切にしていき

たい。 

・やさしい心や強い心を持って

生きていく。 

・命は一つだから，大切に精一

杯生きるんだ。 

・じいちゃんの分まで生きよ

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・命にはいつか終わりが来るけ

れど，だからこそ無駄にせ

ず，大切にしたい。 

・命があるからこそ，やりたい

ことができる。 

・命はつながっていて，自分を

大切にしてくれている人が

いる。 

 
・じいちゃんが力なく震えながらもの

し袋にメッセージを書いたことを押

さえ，そのメッセージに込めた「ぼ

く」への思いを考えさせる。 
 
・ワークシートに自分の考えをまとめ

る。 
 
 
 
 
・様々な意見を聞くことで，多面的・

多角的に考えられるようにする。 
 
 
 
 
・数人に発表させる。 

終

末 

６．学習のまとめをする。 

 ・詩「いのちのバトン」（相田みつを）

を読む。 

 ・余韻を残して終わるようにする。 



つくし学級 道徳科学習指導案 

  授業者 小林 里愛 

１ 主題名   誠実な生き方 Ａ－（２）正直，誠実 

   

２ 教材名   手品師（出典：学研「みんなの道徳 ５年」） 

 

３ ねらい   手品師の迷っている心情を考える学習を通して，自分に正直に生きることのよさについて気付

き，明るい心で誠実に生活しようとする心情を育てる。 

 

４ 本校の校内研究と関わって 

① 指導法の工夫 

  ・「大劇場に行く」か「男の子との約束を守る」か選択させ，その理由を出し合わせることで，よりよく明る

い生活を送るために必要な見方・考え方を引き出すようにする。 

② ユニバーサルデザインの考えに則った板書や教具の工夫 

・資料を読む場面では，内容をきちんと捉えられるように，難しい言葉については補足したり，場面絵を用 

いて視覚的に教材を提示したりする。 

  ・手品師の迷いや思いが分かりやすいように，「大劇場」と「男の子」に分けて板書する。 

 

５ 学習過程 

過

程 

学習活動と主な発問 

（◎主発問） 

予想される児童の発言 指導上の留意点 

導

入    

 

１． 本時の学習の方向性を知る。 

〇明るく生活できていますか。 

 

・友達と遊んでいるから楽しい。 

・けんかをすることもある。 

 

・人との関わりの場面を示

すなどして，明るく生活

できているか振り返ら

せ，課題意識を高める。 

展

開 

 

２． 教材「手品師」を聞き，手品師

の心の葛藤について考える。 

〇はじめに男の子の前で手品を演

じている手品師はどんなことを

考えているでしょう。 

 

 

 

 

〇友人からの誘いの電話がかかっ

てきたとき，手品師は心の中でど

んなことを考えたでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・さびしそうな男の子が明るく元気に

なってうれしい。 

・もっと男の子が喜ぶようにもっと手

品が上手になりたい。 

 

 

 

大劇場 

・たくさんの人に自分の手品を見ても

らいたい。 

・自分の夢をかなえたい。 

・先に，男の子に連絡することはでき

ないかな。 

男の子 

・男の子を元気にしたい。 

・男の子が楽しみにして待っていると

思うから，約束を守りたい。 

 

・手品師や男の子の状況や

願い等が分かるように，

区切って教材文を提示

する。 

・手品師の立場に立たせ，

男の子への気遣いや手

品への自信等を捉えさ

せる。 

 

・なぜ迷っていたのか，友

人からの誘いを受けて

悩む手品師の考えを多

様に想像することで，誠

実な生き方を多面的・多

角的に考えることがで

きるようにする。 

 



 

６ 評価の視点 

・自分自身の生き方において明るい心で誠実に生活することのよさについて，多面的・多角的に捉え，自ら 

の考えを深めようとすることができたか。 

・嘘や偽りなく，誠実に生きることに対して，自分との関わりで捉え，自己の生き方を見つめようとするこ 

とができたか。 

 

７ 成果と課題  

（成果） 

○「大劇場に行く」と「男の子との約束を守る」から選択し，その理由を出し合わせることで，多面的・多 

角的に考えることができた。 

（課題） 

  ●なぜ手品師は約束を守ったのかなど，手品師の心情を考えさせることで，もっとねらいに迫ることができ

たのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎あなたが手品師だったらどうし

ますか。 

・自分の夢だから，大劇場に行って夢

をかなえたい。 

・男の子にはあとできちんと謝るよう

にする。 

・男の子を元気にすることが大切だと

思うから，約束を守ることを大切に

したい。 

 

・自分との関わりの中で考

えられるように，自分の

身に置き換えて考えさ

せる。ワークシートに自

分の選択とその理由を

書き，考えを出し合うこ

とでよりよく明るい生

活を送るために必要な

見方・考え方を引き出す

ようにする。 

・自分を手品師の立場に置

き考えさせることで，ど

ちらを選択しようとも，

自分に誠実に胸を張っ

て生きることが大切で

あることに気付かせる。 

・一つに割り切れない気持

ちやその理由も大切に

扱う。 

 

終

末 

３． 学習を振り返る。 

〇これまで，自分に誠実な生き方が

できていたでしょうか。 

 

 

〇今日の学習で考えたことを書き

ましょう。 

 

・うそをつかないで，正直にしている。 

・ごまかしたりしないで生活している。 

 

 

  

・これまでの生活の中で，

うそやごまかしがなか

ったか自己を振り返る

ことで，学んだ価値観を

意識させる。 

・学習の積み重ねが分かる

ように，ねらいとする道

徳的価値について学ん

だことを記入させる。 



特別支援（自閉・情緒）学級 道徳科学習指導案 

  授業者 横森 圭 

１ 主題名（内容項目） 

    家族愛 C－（14） 
 

２ 教材名（出典） 

    どろんここぶた（文化出版局） 

 

３ ねらい    

   こぶたの行動や気持ちを考えていく活動を通して，家族の温かさ・大切さに気付く。 

 

４ 本校の校内研究と関わって 

○板書・ワークシートの工夫 

 教材の意味や本時の価値項目を普段の授業ではなかなか理解することが難しいので，ワークシートの発問を 

捉えやすく，興味が引けるようにした。また，ワークシートの内容と黒板・ホワイトボードを一致させて，児 

童が学習の見通しを持たせるようにした。 

 ○教材・教具の工夫 

  今回は2年生と6年生の2学年の授業だったので，わかりやすい教材を選んだ。また，掲示物などは，児童 

 の興味を引くことができるようなものにした。  

                 

５ 学習過程 

過

程 

学習活動と主な発問 

（◎主発問） 

予想される児童の発言 指導上の留意点 

導

入    

 

１， 本時の学習課題を考える。 

○家族の中での役割って何があるでしょ

うか。 

 

 

・教師の範読を聞く。 

  

 

 

・皿洗い。 

・特にない。 

 

 

 

 

・本時の内容が家族に

関することであるとい

うこと気付かせる。 

 

 

・絵を見せながら，ゆ

っくり音読する。 

展

開 

 

２， 内容から、こぶたの心情の変化を考

える。 

○こぶたの気持ちはどのように変化した

でしょう。 

・こぶた気持ちの変化をグラフを使って

読み取ろう。 

 

 

３，家族とは自分にとってどういった存

在か考える。 

◎あなたにとって家族とは何でしょう。 

 

 

・だんだんいやな気持ちになったけ

ど，おばあさんたちに会うといい気持

ちになった。 

・最後いい気分になった。 

 

 

 

 

・大事な存在。 

・居心地のいい場所 

・ワークシートで児童

が書いたグラフを，ホ

ワイトボードに書く。 

 

・普段の自分とこぶた

を照らし合わせて，気

持ちを考えさせる。 

 

 

 

・いいイメージを持て

なくても，その意見を

尊重し，根拠を聞き出

して書かせる。 



 

６ 評価の視点 

  ・多面的・多角的に考え，家族の大切さ，温かさに気付くことができたか。 

  ・こぶたに自身を置き換えて，家族について考えていたか。 

 

７ 成果と課題  

（成果） 

○グラフを用いたことで，児童がこぶたの気持ちの起伏を捉えることができた。 

（課題） 

  ●最後のまとめの部分で，「家族愛」ではなく，「勤労」に関するような価値項目の感想を書いている児童が

いたので、いいまとめ方をもう少し考えたいと思った。 

  ●児童の意見が的外れになってしまったときに，少し誘導的になってしまった。 

 

ワークシート 

 

終

末 

４，本時のまとめをする。 

○学習感想を書く。 

 

・良い物語だった 

・家族の大切さがわかった。 

・なかなか考えが思い

浮かばない児童には，

物語の内容の感想から

自分に置き換えて考え

させる。 



自ら学び，共に学びあう心豊かな児童生徒の育成
～通級指導教室における自立活動の実践を通して～

甲府市立伊勢小学校 ことばと発達のサポートルーム

１ はじめに

伊勢小学校の通級指導教室は，平成３０年４月より，ことばと発達のサポートルームとなり，言語障

害・発達障害・情緒障害を対象とした指導を行っている。小学校に設置されている通級指導教室ではあ

， 。 ， 。るが 幼児や中学生も通級してきている 特に 中学生の通級は甲府市内４校の中でも本校だけである

中学生の通級については，小学生の時に本校の通級指導教室を利用していた生徒で，引き続き通級にお

ける指導を希望した生徒に限られているが，毎年，何名かの中学生が通級してきている。

通常学級の中で困難さを抱えて生活している中学生にとって，通級指導教室は，安心できる場所とし

て大切な役割を果たしている。

２ テーマ設定の理由

本校は小学校ではあるが，中学生の通級における指導が行われている。中学校生活は小学校生活に比

べると学習や対人関係等のつまずきが顕著になる時期である。その中で，支援を必要とする生徒の多く

は，問題をうまく解決できずに自信を失ったり，他者との違いを気にしたりすることから，指導・支援

を受け入れがたく，困難さを抱えたまま通常学級の中で過ごしている状況が見受けられる。また，教科

担任制により，対象生徒の情報が指導者間で共有されにくく，困難さの把握や具体的な支援の共通理解

が図られないまま，それぞれの指導が行われている状況にある。

このような状況を改善するために，対象生徒が自分の特性を理解し，自分の特性をどのように生かし

ていくのかを学ぶ必要がある。

そのための手立てとして，通常学級では生かすことができない対象生徒の得意とする面を引き出し，

それをもとに，学習や生活面の場面で抱える困難さを改善・克服するための自立活動を行う。対象生徒

ができる体験を積み重ねることにより，達成感や成就感を得ることができ，自分の特性を理解し，自信

をもつことができるようになると考える。

さらに，小学校に設置されている通級指導教室であることのメリットとして，小学生との小集団での

指導が可能となる。対象生徒の指導において，小学生との小集団を取り入れることにより，自己表現が

できる場が増え，コミュニケーション能力の向上につながるであろうと考えられる。また，小学生にと

， 。っても中学生と接することにより 将来的な見通しや目標をもつことができるようになると考えられる

本校の通級指導教室の特徴を生かした小学校から中学校にわたっての連続した指導を行うことで，対象

生徒にとってもまた，小学生にとってもお互いを理解し，お互いの良さを認め合うようになり，社会生

活をする上で必要な周囲とのふさわしい関わり方や状況に合わせた判断ができる等，困難さを自分なり

に解決できる力を身に着けることができるのではないかと思い，このテーマを設定した。

なお，本年度の校内研究の研究主題は「自ら学び，共に学びあう心豊かな児童の育成」であることか

，「 」 「 」 「 」 。ら 主体的な学び や 対話的な学び を行うことにより 深い学び に繋げていくことをめざした

３ 研究目標

「主体的な学び」・通級児童生徒が得意とする面を引き出し，自信につなげる。…

「対話的な学び」・自己表現する場を設けることで，コミュニケーション能力を高める。…

「対話的な学び」・小集団での指導を行うことにより，互いを理解し，互いのよさに気付かせる。…

「深い学び」・困難を自分なりに解決できる力を身に付けさせる。…

４ 研究の方法

・指導時間を個別の指導と小集団の指導とに分ける。

・小集団の指導はテーマを決めて個別の指導計画に基づいた目標を設定する。

・小集団の指導では，個別の指導では補うことができない内容を取り入れる。

・小集団の指導の中で，個々の評価を的確に行い，次の個別の指導にいかす。



５ 対象児童生徒の「自立活動に即した実態 ・ 指導目標 ・ 指導内容」」「 」「

Ａ 中学２年(発達障害）

①自立活動に即した実態

健康の保持 心理的な安定 人間形成の育成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

集団生活のルールを 集団生活の中で 自分を表現し理解して規則正しい生 情緒的に安定して 運動すること，

守って生活できる。 情報の細部にこ もらいたいという思い活を送ること おり，穏やかに人 は好むが，手

入学当時に比べ同級 だわってしまっ を強く持っている。人ができる。健 と接することがで 足の協調には

生や先輩との交流が て全体を聞き逃 とのかかわりを好む康状態も良好 きる。周囲の状況 困難さが見ら

減り，教師とのやり したり，違うこ が，言葉や表情から相である。 を理解することや れる。微細な

取りが増えてきた。 とを考えたりし 手の気持ちを読み取る変化に対応するこ 作業を好み，

トラブルは，頼まれ ていて，行動に ことや，自分の気持ちとは苦手である 作品などをも

たことを断れないこ 移すのが遅れる を相手に分かるようにが，周囲をみて行 ってきて紹介

とに起因するものが ことがある。 表現することは難し動しようという気 してくれる。

多い。 い。持ちはある。

②指導目標

・児童の発達段階・実態・特性を考慮して個に応じた指導を行い，情緒の安定を図るとともに自己肯

定感を高められるようにする。

・在籍校と連携を図り， 必要に応じて教科の補充的学習など行い，学校での学習や社会生活への適応

力を高める。

③指導内容

・話しやすい雰囲気の中で興味のある話題を取り入れることで，安心して自分の思いを表せるように

し，学習や活動への意欲を持たせる。 (自－②）

心・ソーシャルスキルトレーニング等で，相手や周囲の人の言動から場の状況を判断したり，相手の

情を推察したりするスキルの獲得を図り，望ましい行動がとれるように働きかける。 (自－③）

・相手を意識した話し方や話題の選び方，意に沿わないことの断り方やトラブル時の対応方法など，

学校生活を円滑に送るために必要なコミュニケーションスキルの獲得を目指す。 (自－⑥）

Ｂ 小学５年（吃音）

①自立活動に即した実態

健康の保持 心理的な安定 人間形成の育成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

ゲームをする 物事に対して積極 集団の中では積極 指示を聞いて 運動すること 友達と関わることを

時間が長く， 的に取り組むこと 的にふるまい，リ 素早く行動に を好み，得意 好み，初対面人とも

生活のリズム ができる しかし ーダー的な役割を 移すことがで である。色々 人間関係をつくるこ。 ，

が乱れがちで 感情に起伏があ 好む。自分の感情 きる しかし なスポーツを とができる。相手の。 ，

ある。体調不 り，その時の気分 で動くことも多か 最後まで聞か 経 験 し て い 気持ちを考えたやり

良を訴えるこ によって行動が左 ったが最近では相 ずに行動に移 る。動きが激 とりができるように

とも多い。 右されることがあ 手の気持ちや場に してしまうこ し過ぎ，安全 なった。吃音の症状

る。 応じた行動をとる ともある。 面から制限が は比較的重いが，自

ことができるよう 必要な時もあ 分の意見を最後まで

になってきた。 る。 相手に伝える事がで

きる。



②指導目標

・ゆったりとした気持ちで楽しく自由会話や音読ができるようにさせる。

・吃音を気にせず，のびのびと自分の気持ちを話したり積極的に活動したりできるようにさせる。

・望ましい言語活動ができ，心理的な不安を軽減させるよう保護者の支援を行う。

③指導内容

・話すことに対する不安や緊張などを軽減させる活動を取り入れる。 （自ー①）

・興味あることや得意なことなどを広げたり伸ばしたりできる活動を取り入れる。 （自ー①）

， 。・コミュニケーションの基礎的能力をはぐくむため 担当者との自由会話や音読や遊びを取り入れる

（自ー⑥）

・保護者支援を行う。

＊必要に応じて悩みの相談に応じながら本児への関わり方を考え言語環境等を整える支援を行う。

Ｃ 小学４年（吃音）

①自立活動に即した児童の実態

健康の保持 心理的な安定 人間形成の育成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

規則正しい生 緊張しやすく，新 周囲の人とのかか 集団の中では 運動すること 友達と関わりたいと

活を送ること しい場面が苦手で わりが消極的・受 ことばの指示 を好むが，微 いう気持ちはあるが

ができ，健康 ある。集団の中で 動的になってしま だけでは内容 細な運動は苦 自分から進んで行動

状態は良好で は消極的になりが う傾向がある。初 を正確に理解 手である。正 を起こすことができ

ある。 ちである。失敗す めての場面では人 することが難 しい姿勢の保 ない。自分の気持ち

ることを恐れる気 間関係をつくるこ しい場合があ 持が難しい。 を言葉で表すことが

持ちが強い。 とは難しい。 る。 苦手である。吃音の

症状は軽く，会話の

中では困難さは感じ

ていない。

②指導目標

・ゆったりとした気持ちで楽しく自由会話や音読ができるようにさせる。

・吃音を気にせず，のびのびと自分の気持ちを話したり積極的に活動したりできるようにさせる。

・望ましい言語活動ができ，心理的な不安を軽減させるよう保護者の支援を行う。

・保護者への支援を行い，望ましい言語環境を作る。

③指導内容

・遊戯的な言語指導をする （自―⑥ （自―②）。 ）

＊話しやすい雰囲気の中で本児の興味のある内容についての自由会話を楽しむ。

＊ことばを使ったゲームを取り入れ，話すことに対しての抵抗感を少なくさせる。

・直接的な言語指導をする。 （自―⑥ （自―②））

＊音読（ゆっくりリズム，斉読，交互読み）をする。

・コミュニケーションに関する指導をする。 （自―⑥ （自―②））

＊自分の意志や感情をことばで相手に伝えようとする気持ちを育てる。

＊初めての人に関わったり，新しいことがらに参加したりしようとする気持ちを育てる。

・保護者支援を行う。

＊必要に応じて相談に応じながら，本児への関わり方を考え言語環境等を整える支援を行う。



６ 指導計画

・一年間を通して実施するのではなく，テーマを決めて小集団活動を行う。

・１単位時間（６０分）の指導時間の中で，前半は個別の指導，後半を小集団の指導とした。

・指導時間は，必要に応じた時間をあてた。

題材名 ねらい

第１回 グレートピートラー登場＆自己紹介をしよう 分 自己紹介ができる。。（ ）20

第２回 ホワイトピートラー登場＆カードゲームをしよう。 分かりやすく説明したり質問し

分 たりすることができる。（ ）20

。 （ ） 。第３回 そうだ！！中学生のところに行ってみよう 分 自分の意見を言うことができる15

第４回 ピート君紹介＆話し合いをしよう 分 話し合い活動に参加できる。。 （ ）20

第５回 第一回グレートピートラー杯 スポーツ大会 分 自分の役割を果たしながら会を（ ）45
楽しむことができる。

７ 指導事例

第１回 平成３１年 ３月 題材名 「 グレートピートラー登場＆自己紹介をしよう

ねらい 自己紹介ができる。

自立活動に即した指導目標 活動と評価

Ａ ・小学生の見本となるような言動をすることが ・自作のキャラクターを人に紹介するのが初

， 。できる。 めてという環境で 緊張する様子が見られた

・お手本となるように，しっかりと自己紹介が しかし，自己紹介をしっかりとした声でする

できる。 ことができた。

・自分が作成したキャラクターである「グレー ・キャラクター紹介では，小学生に聞き取り

トピートラー」 について，分かりやすく紹介 やすいように，話し方を工夫することができ

できる。 た。キャラクターへの質問にも，質問の内容

に応じた適切な答えをすることができた。

Ｂ ・初対面の友達ともすぐに打ち解けることが・小集団での活動に意欲的に取り組むことが

でき，自分から話しかけることができた。できる。

・中学生の次に自分から進んで自己紹介をす・みんなの前で自己紹介をすることができる。

ることができた。吃音の症状はあったが最後

まで言うことができた。

・友達の話を興味深く聞き，質問することが・友達の話を聞いて質問することができる。

できた。

Ｃ ・初対面の人と一緒に過ごすことができた。・初対面の友達と一緒の場面に参加できる。

・教師の支援を受けながらも必要なことを最・簡単な自己紹介をすることができる。

後まで言うことができた。

・意見を言ったり質問をしたりすることはな・友達同士のやりとりを聞くことができる。

かったが，友達や教師のやり取りを聞くこと

ができた。



第２回 平成３１年 ４月 題材名「 ホワイトピートラ―登場＆ゲームをしよう」

ねらい 分かりやすく説明したり質問したりすることができる。

自立活動に即した指導目標 活動と評価

Ａ ・小学生の見本となるような言動をすることが ・一緒の活動が２回目ということもあり，リ

できる。 ラックスして活動に取り組むことができた。

・自分が作成したキャラクターである「ホワイ ・前回に比べ，聞き手である小学生からの反

トピートラー」 について，分かりやすく紹介 応を見たり待ったりしながら，分かりやすい

することができる。 ように繰り返して説明したりすることができ

た。

・小学生と一緒にカードゲームのルールを確・小学生と一緒にカードゲームを楽しむこと

かめることができた。ができる。

・小学生からの質問に答えたり，感想へのお

礼を伝えることができた。

Ｂ 体調不良のため欠席

Ｃ ・一緒の活動が２回目ということもあり，緊・友達に対して自分から話しかけることがで

， 。きる。 張もとけ 自分から話しかけることができた

・友達と一緒にカードゲームのルール確かめ・友達と一緒にカードゲームを楽しむことが

たり，必要なことを相手に伝えたりすることできる。

ができた。

・友達の作った作品を見て質問をしたり，手・友達の作品を見た感想を書くことができる。

紙に感想を書いて渡すことができた。

グレートピートラーの紹介

をしています。改まった場

所で自分の作品を披露する

のは初めての経験。緊張し

ながらも最後まで丁寧に説

明しました。
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第３回 令和元年 ５月 題材名「 そうだ！！中学生のところに行ってみよう 」。

ねらい 自分の意見を言うことができる。

自立活動に即した指導目標 活動と評価

Ａ ・小学生からの訪問を受けて，教室に招き入れ ・小学生の訪問を快く受け入れ，集中して話

ることができる。 を聞くことができた。

・小学生の話を聞いて，相手の提案に応じた返 ・小学生の意見を聞いて，それをふまえた自

答をすることができる。 分の考えを伝えることができた。さらに自分

の方から付け加えた提案をすることもでき

た。

Ｂ ・友達になった中学生と話をしてみたいという ・友達になった中学生と一緒に何かしてみた

気持ちを行動に表すことができる。 いと考え，Ｃ君を誘って会いに行くことがで

きた。

・自分の考えを相手に伝えることができる。 ・中学生と一緒に何かをしてみたいという気

持ちを伝える事ができた。例えば…など自分

の意見も発表することができた。

Ｃ ・自分一人では行動することは難しいが，Ｂ・Ｂ君に誘われ，中学生の友達に会いに行く

君に誘われて一緒に行動することができた。ことができる。

・やり取りの中で，聞かれたことについて自分 ・二人のやりとりを聞いていることが多かっ

， 。の考えを答えることができる。 たが 話しかけられると答えることができた

自分にも関係がある内容と思うことができ，

楽しそうに話を聞いていた。

この前知り合った，

中学生に会いに行き

ました。一緒に何か

したいと思い，相談

中。すっかり打ち解

けて最後はもうすっ

かりお友達。こんな

にリラックス！！

今日は新しいキャラクターが登場しま

した。説明のあとは「質問タイム 。」

質問する方も答える方も緊張しながら

がんばりました。

「 」キャラクターの紹介や話し合いの様子を載せた グレートピートラー通信

が出来上がりました。待合室の壁に掲示したところ，みんな興味深々。



第４回 令和元年 ５月 題材名 「 ピート君登場＆計画をたてよう」

ねらい 話し合い活動に参加できる。

自立活動に即した指導目標 活動と評価

Ａ ・中学生としてお手本となる態度で話し合いに ・話し合いの会の司会として，みんなの考え

参加することができる。 を聞いたり意見をまとめたりしよういう気持

ちをもって取り組むことができた。

・自分の考えをわかりやすく伝えることができ ・ドッチボールでは，年齢差を考慮したハン

る。 デを提案する等，みんなが楽しめるように工

。夫したアイデアを考え，発表することができた

・自分の役割を果たすことができる。 ・新しいキャラクター「石のピートくん」に

ついて，特徴などわかりやすく紹介すること

・みんなの話を聞き，それを受けた考えを伝え ができた。

るなど，やりとりを楽しむことができる。 ・交流会が「グレートピートラー杯」となっ

たことを受けて，参加した全員がキャラクタ

・自分が作成したキャラクターである「石のピ ーに関わったレベルになれるという意見を提

ートくん」 について，分かりやすく紹介する 案し，思い出に残る会にしたい気持ちを伝え

ことができる。 ることができた。

Ｂ ・みんなの意見をきいて協力して会をすすめよ ・自分が発表するだけではなく，友達の意見

うとする気持ちをもって参加することができ に対しても「いいね 「なるほど」など，共」

る。 感する気持ちをもって参加することができた。

・積極的に意見を出し，みんなが楽しめるよ

・みんなが楽しく活動できるようなアイディア うにアイディアを出すことができた。吃音の

を考え，発表することができる。 症状はあったが，気にすることなく最後まで

意見を発表することができた。

・書記として出された意見をよく聞いて，わ

・自分の役割を果たすことができる。 かりやすくまとめて書くことができた。

・友達の話を聞いて，やりとりすることができ ・友達の話を聞いて，話題に対して質問をす

る。 るなどやりとりを膨らませることができた。

Ｃ ・グループの一員として話し合いに参加しよう ・在籍学級の大きな集団の中では，話し合い

とする気持ちをもつことができる。 に参加しようとする気持ちがもてず，黙って

座っていることが多いそうだが，小集団での

話し合いでは友達の意見を聞いたり，話し合

いの内容を考えたり，主体的に参加しようと

する姿勢が見られた。

・自分の考えを発表することができる。 ・自分の意見を相手にわかるように伝えるこ

とができた。

・自分の役割を果たすことができる。 ・決まったことの発表をする係となり，はっ

きりと伝えることができた。

・友達の話を聞こうとする気持ちをもつことが ・友達が伝えたい内容に共感しながら話を聞

できる。 くことができるようになってきた。

僕は司会

僕は決まったこと

の発表僕は書記



第５回 令和元年 ６月１０日(月) １６時００分～１６時４５分

題材名 「第一回グレートピートラー杯 スポーツ大会」

目標 自分の役割を果たしながら会を楽しむことができる。

流れ 学習活動 自立活動に即した指導目標 評価

Ａ司会として，責任をもって ・司会としての責任感をもって会はじめ 開会式（司会Ａ）

会を進めることができる。 の進行をすることができた。１はじめのことば…Ｂ

Ｂ場にふさわしい態度であい ・吃音の症状は見られたが，これ２日程説明…Ｃ

さつをすることができる。 からの活動を楽しくしようとする

。気持ちを込めて話すことができた

Ｃ決められた内容を発表する ・みんなの前に出て，日程を説明

ことができる。 することができた

Ａみんなと一緒に楽しく運動 ・会に対する思い入れが強かったなか 競技（司会Ａ）

する。 こともあり，小学生の嫌がること

みんなが楽しめるように工 を引き受けたり，片づけを進んで１ドッチボール

夫する。 したりと，自分ができることを精説明…Ａ

一杯がんばることができた。 司会２ＰＫ合戦

の仕事も最後まできちんとするこ説明…Ｂ

とができた。３フリースロー対決

説明…Ｃ

Ｂルールを守り，相手や自分 ・運動を得意としているので積極

の安全に気を付けて運動する 的に参加した。決められたルール

ことができる。 を守り，自分や相手の安全にも気

を配ることができた。勝敗に左右

されることなく活動を楽しむこと

ができた。

Ｃみんなと一緒に楽しく運動 ・苦手なことがあっても自分なり

したり，友達のプレーを応援 にその場を楽しむことができるよ

したりすること ができる。 うになった。好きな活動には意欲

的に取り組むことができた。友達

のプレーに対して「すごい 「惜し」

い」等の反応を示していた。

Ａ結果を発表し友達の健闘を ・結果をしっかり発表し，みんなおわり 閉会式（司会Ｂ）

称える。 の頑張りを称えることができた。

１結果発表…Ａ

Ｂ会のまとめを行うという気 ・友達の話を聞きながら，司会と２感想発表…全員

持ちをもって司会をすること して会を進めることができた。３おわりのことば…Ｃ

ができる。

Ｃ自分のことばで感想をいう ・思ったことを自分のことばで表

ことができる。 現することができた。



第１回 グレートピートラー杯 スポーツ大会

開会式

ドッジボール

ＰＫ合戦に

フリースロー対決

得点計算

終わりに…

閉会式 １位はグレートピートラーレベル

２位はホワイトピートラーレベル

３位はピートレベル……とのこと。

投げる順番を決めよう。

みんな最後がいいの？

じゃあじゃんけんで決めるよ。

中学生の力をみせてやる。

いくぞー！！

俺は３番目!

俺も３番目！！

来るぞ！！

きをつけ

みなさ--ん。
聞いていますか？

これから，第一回

グレートピートラ

杯スポーツ大会を

始めますよ。

だれが一番？

自分の合計点を出そう！

結果発表で うれしかったり，がっかりしたり，

びっくりしたり。

勝っても負けても楽しかったね。

第２回はホワイトピートラー杯だって！！！

20点のところに
当たれ！！

がんばれ！！

２０点はここだ！

えーと。俺の



８ 在籍学級との連携

９ まとめ

本研究では，中学生の通級による指導の充実を目指すために，小学生との小集団における自立活動の

実践を通して，よりよい支援や指導の在り方について考えてきた。支援を必要とする生徒の多くは，問

題をうまく解決できずに自信を失ったり，他者との違いを気にしたりすることから，指導・支援を受け

入れがたく，困難さを抱えたまま通常学級の中で過ごしている。今回の事例に取り上げた生徒も同様で

ある。

そこで，通常学級では生かすことができない，対象生徒の得意とする面を引き出すことができるよう

に，小学生との小集団活動を行うことにした。小学生との小集団活動は，対象生徒の得意な面を生かす

ことができる場や自己表現ができる場となり，活動を続けることにより，自分の特性を理解し，自信を

もって行動することができるようになった。また，相手を意識して話す機会も多く，コミュニケーショ

ン能力の向上にもつながった。

小学生にとっても，中学生との小集団活動の中で，目上の人との接し方や，互いを理解し互いの良さ

を認め合うことの大切さなど，社会生活をする上で必要な周囲とのふさわしい関わり方を身に付けるこ

とができた。また，今回の事例の対象児童は吃音の症状があるが，楽しい雰囲気の中，友達とのやり取

りを通して，吃音の症状を気にすることなく，楽しくことばによるコミュニケーションをとっていた姿

が見られた。

。 ，通級による指導の中で学習したことや経験したことをすぐに成果に結び付けることは難しい しかし

指導の後には，通級対象生徒や児童の表情が明るく変わったことや振り返りの言葉からみても 「でき，

た 「認められた」という経験によって，友達と良好な関係を築くことができ，自己肯定感を高めるこ」

とができたと思われる。

今後も，中学生の通級による指導の充実を目指すためにも，対象生徒が自分の特性を理解し，学習上

又は生活上の困難を改善・克服するための方法を探っていきたいと考えている。

通級による指導は，対象児童生徒が通

常の学級で適応できるようになることが

目標である。児童生徒が通級指導教室で

身に付けた力を通常の学級の学びの場で

いかしていくためには，通級指導教室担

任と在籍学級担任との間で指導の在り方

など日常的な連携が大切である。

そこで，本教室でも必要に応じて在籍

学校での授業参観を行ったり，学期ごと

に在籍学校に出向いて指導報告を行った

りしている。通常の指導の報告には，連

絡ノートを活用している。保護者・在籍

校担任・サポートルーム担任がそれぞれ

記入し，児童の実態把握や指導について

の共通理解を図っている 「通級指導教。

室の学習内容を在籍学級での実践につな

げる」ため，また 「対象児童と成果の，

困難さを把握し，克服する」ための視点

で連携をとっている。



◇「自ら学び，共に学びあう心豊かな児童の育成」を，意識した環境作り ～保健室から～ 
保健室では，心と体の健康について，ほけんだよりや掲示から発信する工夫を行っています。 
また，ほっとできる空間つくりを意識しています。 
 
＜廊下の掲示コーナーやほけんだより＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
＜保健室では・・・＞ 

廊下から，見ると・・・ 
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○食育の掲示 

食育の一環として、旬の食材の紹介を毎月、季節ごとの行事やそれに関わる食べ物や料理とそ

の由来などを紹介する掲示と給食指導に関わる掲示をしています。 

主任学校栄養職員 深澤寛子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 

３  授業改善へ向けて共通取組 

 

４  地域・環境づくり推進部の取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

Ⅱ 実践の記録 



＜授業改善のための共通事項＞

まずは教師が３５回の道徳科授業を意識できるように，児童と教師が共に授業の積み重ねを目で見

てわかるような取り組みとして，以下の点について全校共通して行うようにした。

①ワークシート綴りについて

１年間の学習履歴を残せるように全校児童にファイルを配布し，道徳科授業のワークシート綴り

とした。ワークシートには，その授業の振り返りの欄を設け，それを積み重ねていくことで，学習の

積み重ねを意識できるようにした。ワークシートには，学習の系統性がわかるように，内容項目ごと

に色分けしたシールを貼っていき，授業の際に，何について考えるのか意識できるようにした。

＜ワークシート綴りのファイル＞ ＜ワークシートの一例＞

※一時間ごとにワークシートをとじていく。 ※振り返りの欄が最後に設けられ，内容項目ごと

に色分けされたシールが貼られている。

②授業回数の明記について

児童も教師も学習の積み重ねを意識できるように，授業回数を必ず黒板に明記するようにした。

※各学級で表示を工夫して板書の際に最初に明記する。

③板書のデータ化について

教師自身の振り返りとして，また，児童の変容の見取りや評価にいかせるように，毎時間その時

間の板書をデジカメで写真にとって，データとして残すようにした。



地域・環境づくり推進部の取組
道徳教育の推進・充実のために，様々な取組を行っています。

心をみつめる環境の整備

玄関， ふと目にしたときに，自分のことを見つ廊下等の校内掲示や環境づくりの充実により，

めたり，友達や自然・社会のことを考えたりする機会をつくります。

心を豊かにする児童会活動

縦割り班でのあいさつ運動（ あさがお運動 ）や，感謝・励ましの言葉を伝え合う活動（ クラス「 」 「

で満開，ひまわり大作戦！ ）を自主的に進めています。」

充実した授業づくりのための

教材の整備

道徳の授業づくりにおいて，視覚

的に資料等の理解が深められるよう

に，板書用の場面絵やペープサート

などを作成しています。活用した教

材については，授業ごとにパッケー

ジしてストックしておき，また次に

。活用しやすくなるようにしています



教師による読み聞かせ

担任以外の先生の読み聞かせも取り入れています。

保護者の方との連携

保護者による朝の時間の読み聞かせや父母教師会伊勢っ子バザー，研修部による文化講演会，あい

さつ運動，伊勢フェスタへの協力など保護者の方と一緒に道徳教育を進めています。

地域の方と進める道徳教育

， ， ，地域の方に参観を呼び掛けての道徳授業一斉公開 町探検等でのかかわり 地域行事への協力など

地域との連携お重視しています。



 
 
 

 
 

成果と課題 

Ⅲ 研究のまとめ 



研究のまとめ

自ら学び，共に学びあう心豊かな児童の育成
～自ら考え，自他との対話の中で考えを深める道徳科の授業の工夫を通して～

☆研究の成果と課題＜アンケートより＞
◎成果 ○一部課題あり ▲課題

１ 研究計画にかかわって

（１）研究テーマ・サブテーマについて

＜自ら学び，共に学びあう心豊かな児童の育成

～自ら考え，自他との対話の中で考えを深める道徳科の授業の工夫を通して～＞

◎子どもたちが道徳の授業を考えていくうえで，いいテーマだと思う。

◎児童一人一人が問題意識を持ち，授業を通して様々な問題を友達と話し合う中で考えていく必要が

あるため，とてもよいテーマだったと思う。

◎道徳の授業を通して，児童が自ら考え，自他と対話しながら考えることができるような手立てや工

夫を考えるために適切なテーマであった。

◎これまでの研究経過や児童の実態を踏まえた研究テーマで，適切だったと思います。

， ， 。◎今日的教育課題であり これまでの研究経過を踏まえているので 研究テーマとして適切であった

◎テーマは広く，サブテーマで具体的に教科を絞って研究する形でよかった。

◎昨年度までの研究成果を道徳科に生かした研究テーマ・サブテーマであったと思う。

（２）研究組織（全体研究会・推進委員会・授業研究部会・機能別部会）について

◎低中高の３ブロックに分けて研究を行い，それぞれの発達段階に応じた研究ができたと思う。

○研究が進みやすいように組織されていた。

〇授業研究部会は，ブロックごとにそれぞれの課題に沿って研究が進められてよかった。

個人的には，機能別部会としての取組が十分でなかったと反省している。校内研とどのように関連

付けていけばよいか具体的な構想を持つべきであった。

○それぞれのブロックで，課題をもちながら授業研究が進められた。学級数が少なくなりブロックの

分け方については検討してもよいかと思う。

〇授業研究部会は，３ブロックに分かれたことで，多くの実践や発達段階に応じた児童の様子を見ら

れたことはよかったが，研究人数が少なくなってしまうことを考えると，研究を深めるという点で

はマイナス面もあるのではと感じた。

▲今年度は４本の授業を行ったが，職員の人数も少なく，ブロックごとの話し合いの中で授業につい

て深めていくことが難しい面があった。来年度は公開授業となり，授業についてより研究を深めて

いく必要があることを考えると，２ブロックにして指導案の段階から全職員でしっかりと練ってい

きたい。

▲今年度は，低中高の３ブロックで授業を行ったが，人数も減っている中ではかなり厳しいものとな

った。２ブロックにし，授業の内容をより深いものにしたい。

▲低中高ではなく、低高にすれば、より多くの視点で指導案や展開などを見てもらえ、話し合いがよ

いものになるのではないかと思う。

▲今後は単級が増え，ブロック構成員が限られてくるだろう。無理なく研究ができるように低・高２

ブロックに分けるという考え方でもよいと思う。

▲授業研究部会は，低・高の２ブロックにしたほうがよいと感じた。本校は単級も増え，学級担任の

人数が減少しているなか，校務分掌等も一人にかかる負担が大きくなっている。授業者やブロック

長になる人員も限られている。また，学習指導要領改訂にともない学級担任が行わなければならな

い業務や，国や県からおりてくる業務も増大している。２ブロックにし，無理なく研究を進めてい

くことが，研究内容をより深めていくことにつながるのではないか。

（３）研究会のもち方（年間計画，各回の内容，研究資料の提示）や実施状況について

◎各ブロックごとで話し合った内容を大きい模造紙で分かりやすく色分けしてまとめてあったので，

どこに課題があり，どこが成果なのかが分かりやすかった。

◎講師の先生方にお話を伺える機会が多く，道徳の授業の在り方について考えることができた。大変



有意義な研究会であったと思う。

◎前半，講師を招聘し学習会を行ったことは，研究の方向性を定めたり研究内容について共通理解を

深めたりするために有効だった。

◎研究主任の授業提案は，授業研究を進めていく上での具体的な指針となり，とても参考になった。

◎指導主事の先生から講義をしていただけたことで，特別の教科道徳の基礎を学ぶことができた。

， 。◎授業研究に重点をいたことで成果や課題が見えてきたので ２年目以降の研究につなげていきたい

２ 研究内容にかかわって

（１）授業研究について

＜今年度の重点＞「自ら考え，自他との対話の中で考えを深める道徳科」授業の方策を探る。

◎授業づくりに重点を置き取り組んだことが良かった。

◎各ブロックとも研究テーマに迫るべく指導の工夫を図っていたので，よかった。

◎各ブロックで，児童の考えを深めるための手立てを出し合い，ねらいに迫る授業ができた。

◎資質・能力を育成するための授業改善の視点から 「深い学び」につなげるために「自ら考え，自，

他と対話する道徳科」についての研究に取り組んだ。研究授業やワークショップ型の事後研究を行

う中で「自ら考え，自他と対話する道徳科」の授業についての方策を探ることができた。

◎事前アンケートをいかし，子どもの実態から授業を考えることができたことはよかった。

◎資料の範読の前には，子供たちに聞く視点を与えることが大切であることが分かった。

◎場面や気持ちをを捉えさせるために，場面絵やチョークの色など，視覚的な教材を工夫することは

子供たちの学びを深めるための手段として有効であった。

○全体的におおむね目標を達成できていたように感じたが ”対話”という点で，新しい方法を探し，

ていけたらよいと思った。

〇対話を意識しながら授業実践に取り組んできたが，対話の質を高める日常的な指導の必要性を痛感

している。

○重点を意識した授業実践に努めた。特別支援学級では，まず資料の内容が理解できるよう教材教具

や発問の工夫を行い，考えるようにしたが，少人数でもあり，対話の中で考えを深めることは難し

かった。

○全体での話し合いでは，教師がより深めたいところを問い返すことにより，内容が深まることが分

かった。

▲ホワイトボードの有効に使うにはどうすればよいかを，考えていく必要がある。

（２）授業改善のために全校共通する事項について

・ファイルを使ったＷＳ綴り（内容項目ごとの色分けシール）

・全３５回を意識した回数明記の板書 ・児童の変容の見取り，評価のための板書データ

＜ＷＳ・見取りについて＞

◎内容項目ごとシールで色分けすることによって，児童自身が本時は何について考えたらよいのか，

通しをもって考えることができたと思う。

◎色分けシールが定着し，今日は何を学習するのか意識化させることができた。

◎色分けのシールは内容項目を意識することにつながり，よかったと思う。

◎色分けシールを使うことで，学習する内容が児童にもわかりやすくなった。

◎ファイルを使ったＷＳ綴りを使うことにより，１年間の学習履歴が残り，児童自身が学習の振り返

りができた。

〇ファイルを使ったＷＳ綴りを全校で統一できたことはよかったが，ワークシートの形式や内容に各

， 。学年ごとのばらつきがあるので 全校で統一しノートを使っていくという方向性も考えていきたい

， ， 。内容項目ごとの色分けシールは 子供も教師も内容項目が意識できるので よかったのではないか

▲ワークシートについて，それぞれの学年ごとに工夫されていると思うが，学年が変わっても児童が

取り組みやすいように，学校で統一した方向を検討してもいいのではないか。

▲ワークシートに関してはそれぞれ工夫されていたが，学年を通して系統立てて作っていくことも必

要か。

▲見取りの中心がワークシートになってしまった。児童の変容を見取るための方策について深める必

要があると思った。

＜板書について＞

◎単発的な授業ではなく，年度を通して関連した授業を子どもたちが意識できていたので良かった。

◎板書に回数を明記することで，児童も道徳の授業の積み重ねを感じているようだった。



◎全３５回を意識した回数明記の板書により，学習の積み重ねを意識することができた。

◎全３５回を意識した回数明記の板書については，教師の意識を高めるうえで有効であった。

〇板書データについては，正直なところ，児童の変容の見取り・評価，教師の振り返りにまで活用す

る余裕もなく，十分に活用できていないが，大事なことだと思うので継続し，板書データを活かせ

るようにしていきたい。

〇全校で共通の取組ができたことはよかった。今後，もっと全校で共通に指導や取り組むことはない

か検討していく （板書の仕方や評価など）。

▲板書をデータに残すことより授業の全貌を見ることができたが，児童の変容の見取りやや評価につ

げることは難しかった。

（３）環境づくり・地域・保護者との連携について

・道徳科授業教材・資料の共通化 ・児童の心を育む環境の整備 ・土曜参観の道徳科授業公開 等

＜道徳科授業教材・資料の共通化＞

◎各学年で使用した資料・教材を保管することにより，道徳科授業教材・資料の共通化を図ることが

できた。引き続き続けていきたいと思う。

◎道徳科授業教材・資料の共通化については，今年度使った教材・教具等を保存しておくことで，来

， 。年度以降すぐに使えるので その分の時間を授業の中身を考える時間に使えるのでよい取組だった

児童の心を育む環境の整備＞＜

◎花壇の管理や掲示物の工夫など，児童の心を育む環境が整えられていた。

◎児童の心を育む環境の整備（あいさつ運動や読書，掲示物等）については，道徳の授業だけでなく

教育活動全体をとおして子供たちの豊かな心を育むうえで大切なことである。これからも継続して

いきたい。

▲自分の反省として，道徳に関する掲示については十分な取り組みができなかった。

＜土曜参観の道徳科授業公開＞

◎道徳の授業を保護者の方に見てもらうことで，様々な意見や，緊張感もあると思うので，良い取組

だったと思う。

◎土曜参観で道徳の授業を公開することで，保護者に道徳という教科について理解してもらうよい機

会となった。

◎土曜参観の全校一斉道徳授業は，保護者に道徳の授業を参観してもらうよい機会となった。

◎土曜参観で授業公開したことにより，保護者の道徳教育に対する関心が高まったと思う （土曜参。

観後に 「家庭で〇〇（登場人物）みたいになっちゃうよ！といった話をすることができました 」， 。

という連絡をくれた家庭があった ）。

◎土曜参観で全校道徳科の授業をしたことで，交流学級での授業の様子を保護者が参観することがで

きた。

◎土曜参観後，保護者が授業で取り上げた資料について子どもと話をしたと聞いた。

◎土曜参観において道徳科授業公開することで，地域や保護者との連携を図ることができた。

◎土曜参観の道徳科授業公開は，本校が，道徳教育に力をおいていることを保護者や地域の方に知ら

せる面からも，学校だけでなく家庭や地域が一体となって子供たちの道徳的実践力を育てていける

ようにするためにも有効であった。

３ 来年度の重点研究課題について

（１）授業研究について

＜発問に関する研究＞

・主発問，補助発問について，より深く研究を進めたい。

・今年度の授業を見て、教師の発問に重点をおいた研究を進めたいと思った。

・授業実践や授業観察の中で，主発問の難しさを感じた。研究してみたい。

・中心発問や補助発問の設定など，教師の発問に重点をおいた研究を進めたい。

・教師の発問について研究を進めたい。

＜評価に関する研究＞

・評価について，正しく理解したうえで児童をみていけるよう，研究を深めたい。

・今後，評価もより大切になっていく。学校全体で共通した見取り方なども研究していく必要もある

と感じた。

・対話的な学び，評価について研究を深めたい。



＜その他＞

・子どもたちの”対話”を促進させるような手立てを考える研究。

・子どもの思考が深まる板書について研究を進めたい。

・効果的なグループワークの仕方や，内容についての研究を進めたい。

（２）学校教育全体で行う道徳教育について

＜掲示物に関して＞

・掲示物や日ごろの指導が伊勢小の道徳教育をよりよくしていると思う

・道徳に関しての掲示物を全校で統一できるようなものが考えられればよかった。

・道徳に関する掲示作成。

・公開研究を見越して，道徳の掲示コーナーを設けるとよい。

＜その他＞

・今年度取り組んできたことがらを継続して行う。

・心を育む道徳的活動の推進として，学校のきまりを守る・あいさつをするなど，生活面での具体的

な目標を達成できるようにさせたい。

・今年度行った活動を継続していきたい。

４ その他（自由記述）

・推進校１年目でしたが，講師の先生方の話や研修・学習会の還流報告などがあったことで，道徳教

育についての理解を深めることができた。２年目でも，自分自身の授業を見直し，テーマに沿った

授業の工夫ができるように努めていきたい。



☆ 総 括 ☆
１ 研究計画にかかわって

（１）研究テーマ・サブテーマについて

研究テーマ・サブテーマについては，今日的教育課題に沿ったものであり，昨年度までの研究成果を道徳

科に生かすことができたという点で，妥当であったといえる。道徳科授業のキーワードである「主体的・対

話的な学習」に重点を置いたテーマであり，児童の実態にも即したものであった。

（２）研究組織（全体研究会・推進委員会・授業研究部会・機能別部会）について

今年度は，授業研究部会を低・中・高学年の３ブロックに分けて研究を進めてきた。３ブロックに分けた

ことで，児童の発達段階に沿った研究を進めることができたという点，多くの実践から見て学ぶことができ

たという点で実りの多い研究となったといえる。機能別部会については，今まで行ってきた活動をより道徳

的な価値を意識しながら継続したことにより，無理なくそして例年よりも効果的に取り組みを行うことがで

きた。

しかし一方で，授業研究においては，３ブロックにして研究を行うことにより，構成員が限られ，話し合

いを深めたり様々な視点から授業を作ったりという点で課題が残った。公開授業となる来年は，より研究を

深めていけるようなブロックを検討していく必要がある。また，機能別部会においても，取り組む項目をよ

り明確にし，学校全体が意識して取り組んでいくことが望まれる。

３）研究会のもち方（年間計画，各回の内容，研究資料の提示）や実施状況について

校内研の回数については，昨年よりも４回多い実施となった。県の道徳教育推進校の指定１年目というこ

とで，３学期になってから，１年間のまとめをしたり来年度の研究の方向性を見出したりということでの増

加である。見通しが甘く急遽増やしたところもあり，来年度は１年間の見通しをもって年間計画を立ててい

くことが必要である。また，授業検討の時間についても，必要に応じて設定することでより研究を深めてい

くことが求められる。

今年度は，指導主事の先生や，外部の先生を招いての学習会を多数行った。学習会では，道徳の授業の在

り方や評価等について学ぶことで，職員全体が研究の方向性を確認したり研究内容について共通理解を図っ

たりするのに有効であり，大きな成果となった。

ワークショップ型の研究会においては，討議の柱に沿って各ブロックで意見を出し合うことで，課題と成

果について明確にしていくことができた。また，課題に対する意見交流の時間を設けたことで，本時の授業

の課題から，次の授業に繋げる方策を全体で考えることができた。これまでの研究の積み重ねで得たものを

土台としながら，より実りの多い研究会にしていけるようにブラッシュアップしていくことが大切である。

２ 研究内容にかかわって

（１）授業研究について

各ブロックごと 「深い学び」に繋げるために，児童の考えを深めるための手立てや指導の工夫を行って，

授業づくりに取り組めたことは大きな成果であった。事前アンケートから児童の実態に沿った授業づくりを

行ったり，場面絵やチョークの色わけ，効果音などで視覚的・聴覚的な工夫を行ったり，資料の範読の前に

聞く視点を与えたりすることは，児童が主体的に授業に取り組み学びを深めるのに有効であることが分かっ

た。

一方で 「対話的な学習」という視点で見た時に，道徳科の授業の時のみならず対話の質を高める日常的，

な指導の必要性や，少人数の中での効果的な対話の方法等課題が残った。また，対話の方法として，ペアや

グループを使った対話を行ってきたが，それらのより効果的な活用方法を見出したり，今までの形態や方法

にとらわれずにより効果的な新しい方法を探していったりこれからの継続的な研究が必要である。

また，今回の授業研究の中では，教師の中心発問・補助発問・問い返しに対して各授業で様々な討議が行

われた。その授業のねらいに迫るために，どのような発問がふさわしいのか，どの発問を中心発問として考

えさせればよいのか，予想される児童の意見から教師はどのような問い返しをすればよいのか，考えの深ま

りに大きく関わる部分であるので，今後も研究を続けていくことが必要である。

（２）授業改善のために全校共通する事項について

ワークシートに関しては，ワークシート綴りを作成したことにより，学習履歴が残り，学習の振り返りに

生かされたり，学習の積み重ねを意識したりすることができた。また，ワークシートに内容ごとに色分けし

， 。たシールを貼ることで 児童自身が本時の課題に対して見通しをもって取り組むことができるようになった

ただ，学年ごとに工夫をしていたものの，形式や内容にばらつきがあるため，学年が変わっても児童が取り

組みやすくするため学校全体で統一したものや，学年を通して系統だてたもの等，検討し作成していくこと



が求められている。

板書に関しては，全３５回を意識して授業回数を明記することで統一したが，このことにより，教師の意

識を高め，児童も教師も学習の積み重ねを実感するのに効果的であった。また，板書データを残すことで，

授業の全貌を教師自身が振り返ることができたが，児童の変容を見取ったり評価にいかしたりすることは難

しく，十分に活用するまでに至らなかった。今回いかしきれなかったものも，今後の財産として活用できる

ような研究も必要である。

（３）環境づくり・地域・保護者との連携について

道徳科授業教材・資料の共通科に関しては，今年度の各学年の取り組みにより，多くの教材を来年度に引

き継ぐことができた。今後も継続して行うことにより，教材作成の時間を授業改善のための時間に使えるよ

うにし，日常的によりよい授業ができるようにしていきたい。

児童の心を育む環境の整備については，各分掌ごとに，昨年までの活動を基本としてより道徳教育を意識

。 ， ，して取り組むことができた あいさつ運動や読書 掲示物等児童を日常的に取り巻く環境の整備については

児童の豊かな心を育むうえで大切なことなので，これからも継続して行いたい。また，職員一人ひとりが意

識して道徳的な掲示物に取り組むと共に，来年度は，全校で統一したものや，掲示コーナーを設けるなど，

学校全体の意識を高めていくような取り組みが必要である。

地域・保護者との連携では，今年度は新たに，土曜参観を全校一斉道徳科授業参観として，地域・保護者

に公開した。本校で研究している内容について地域・保護者に知ってもらえる良い機会となり，保護者の道

徳教育に関する関心も高まったようである。学校だけでなく，地域・保護者が一体となって児童の道徳的実

践力を育てていくためにも効果は大きかったので，今後も継続して行っていきたい。

３ 来年度の見通しについて

研究テーマに関しては，今年度の反省から，児童の実態や今日的な課題に即した内容であるとの意見も多

く，道徳科における「主体的・対話的で深い学び」の授業実践について継続して研究していくことが望まれ

る。

研究組織に関しては，授業研究部会では，ブロックの見直しを行い，今年度の反省を活かして話し合いを

深めたり，様々な視点から授業を作っていけるような組織作りを見直したりしていく必要がある。また，機

能別部会においては，今年度の取り組みを継続しつつ，より系統的に見通しをもって取り組めるような組織

作りをしていくことが求められる。

（１）授業研究について

今年度の反省から，大きく分けて３つの課題が出てきた。

①評価について

今年度取り組んできたワークシート綴りや板書のデータ化を，評価に活かしていくためにはどのよう

な方法があるのか。また，授業の中で板書やワークシート，座席表等使いながら児童の見取りをどのよ

うにしていけばよいのか。全校で統一した意識のもと，ワークシート作りや板書の方法が必要か。

②発問について

授業のねらいに沿った中心発問をどのように考えていくのか。また，中心発問から，どのように補助

発問を考えていけばよいのか。

③対話について

児童の対話を促す手段としてどのような方法が効果的か。効果的にグループワークを行うにはどのよ

うにしていけばよいのか。

以上の点から，来年度の方向性を定めていきたい。

（２）学校教育全体で行う道徳教育について

基本的には，今年度行ってきた取り組みは概ね効果的な内容であったと考え，継続の方向で考えていきた

い。ただ，職員全体が共通意識のもと取り組みが行われるよう，計画的に進めていく。また，道徳的な意識

に触れられるような掲示物づくりや，掲示コーナー等，視覚的に日常の生活から道徳的意識に触れられるよ

うな取り組みが必要である。



あ と が き

今年度は，山梨県教育庁義務教育課より３年間の道徳教育研究推進校の指定を受けた。これまで積

み上げてきた研究成果を生かすべく、研究主題を昨年度に引き続き『自ら学び，共に学びあう児童の

育成 ，副題を「自ら考え，自他との対話の中で考えを深める道徳科の授業の工夫を通して」とし，』

道徳科の授業のなかで自ら学び，共に学びあう心豊かな児童の育成を目指すこととした。

研究は，授業研究部会を低・中・高学年ブロックに分け，工夫改善を行いながら，授業研究を中心

にして研究を深めてきた。また、機能別部会を地域・環境作り推進部として，地域に根ざした道徳教

育の推進や日常的な道徳教育の環境整備を進めてきた。

５月には山梨県教育庁義務教育課指導主事、小尾綾先生，甲府市教育委員会学校教育課指導主事、

坂本貴彦先生をお迎えし，道徳教育研究推進校の具体的内容について、今後の研究の見通しについて

ご指導をいただき、全職員で共通理解を図った。７月には、再び小尾綾先生，坂本貴彦先生をお迎え

し，研究主任自ら「考え，議論する道徳」の提案授業として、第２学年の道徳科「ぐみの木と小鳥」

の授業を行なった 夏季休業期間に入り 甲府市教育委員会指導主事 古谷利揮先生をお迎えし 道。 、 、 、「

徳科指導案の書き方について，評価について」学習会を行った。１０月には、山梨県総合教育センタ

ー指導主事、山田睦子先生、甲府市教育委員会学校教育課指導主事、坂本貴彦先生をお迎えして、第

６学年の道徳科「のりづけされた詩」の研究授業を行った。続いて、再度小尾綾先生，坂本貴彦先生

をお迎えし，１学年の道徳科「二わのことり」の研究授業を行った。１１月に入り、土曜参観日に全

校一斉に道徳授業を行い、保護者や地域に公開した。続いて、再度坂本貴彦先生をお迎えし，拡大校

内研として近隣小中学校の先生方の参加を得ながら４学年の道徳科「花をさかせたみずがめの話」の

研究授業を行った。年が明けて１月には、山梨大学大学院教育学研究科准教授，田中一弘先生をお迎

えして 「具体的な授業の実際について、全体計画・別葉作成について」のご講演をいただき、学習、

会を行った。続いて、再度小尾綾先生，坂本貴彦先生をお迎えし，学校長による模擬授業を実施して

「道徳科の指導の具体化について」確認した。

本校は，授業研究による実践的な研究を重視し、研究を進めてきた。児童の実態を把握したうえで

十分な教材研究を行い，ねらいに迫る発問の工夫，指導目標や評価計画の作成，教材教具の工夫を行

いながら学習を進める等、深い学びにつなげるための方策が見えてきた。これを日常的に各学級で生

かしていけるようにすることで 「自ら考え，自他と対話する中で考えを深める道徳科」の授業づく、

りが実現していけるに違いない。

最後に，本校の研究に対して，多くの御助言・御指導をいただいた山梨大学大学院教育学研究科准

教授，田中一弘先生、山梨県教育庁義務教育課指導主事，小尾綾先生，山梨県総合教育センター指導

， ， ， ， ， ，主事 山田睦子先生 甲府市教育委員会学校教育課指導主事 坂本貴彦先生 同古谷利揮先生 また

御指導をいただいた多くの先生方に心より感謝申し上げるとともに，本校の研究の中心となり推進し

てくれた研究主任，そして，主体的に校内研究に取り組み研究実践を積み上げてきた先生方一人一人

に敬意を表したい。

教 頭 中込 成仁



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《ご指導をいただいた先生方》 

山梨大学大学院教育学研究科      准教授    田中 一弘 先生 

山梨県教育委員会           指導主事   小尾 綾  先生 

山梨県総合教育センター        指導主事   山田 睦子 先生 

甲府市教育委員会           指導主事   坂本 貴彦 先生 

甲府市教育委員会           指導主事   古谷 利揮 先生 

 

《参考文献》 

 ・「小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編」 文部科学省 

 ・「考え，議論する道徳科授業の新しいアプローチ１０」 諸富祥彦 明治図書 

 ・「道徳ツールとアクティビティでできる「考え，議論する」道徳ワークショップ」 田中博之・

梅沢泉・彦田泰輔 明治図書 

 ・文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/ 

 

研 究 同 人 

校  長     ◇小林 正治  

１年１組      丸山 知里  

１年２組      山本 智恵 

２年１組     ◎小嶋 庸子 

ことばと発達のサポートルーム  ◇飯沼 裕美 
 
アクティブ加配   保坂 美佐子 

養護教諭       保坂 さつき 

主任学校栄養職員    深澤 寛子 
特別支援教育支援員 近藤 美穂 
 
◎研究主任 

教務主任     ◇佐藤 浩次 

３年１組     〇樋川 裕幸 

４年１組      根津 祐樹 

ことばと発達のサポートルーム 倉本 恵美子 

自・情緒障害児学級  横森 圭 

 

アクティブ加配   大勝 まゆみ 

アクティブ加配   荻野 由美 

講   師     寺田 裕子 
図書館司書     沓川 耐 

 

○ 研究副主任 

教  頭   ◇中込 成仁 

５年１組   ◇大原 純子 

５年２組    米山 優貴 

６年１組    日原 ひろみ 

６年２組    長田 敏希 

知的障害児学級  小林 里愛 
特別支援    大森 直人 
講  師    高野 晴美 
きめ細か    網倉 伸一 
事務職員     大矢 いづみ 

学校技能員   鷹野 義知 
◇ 研究推進委員 

研 究 授 業 の 様 子 


