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第５・６学年 道徳科学習指導案 

日 時：令和元年８月２９日（木）第２校時 

児 童：第５学年 男子１名 女子２名 

第６学年 男子３名 女子１名 

授業者：教 諭 Ｔ１武田 Ｔ２仙庭 

１．主題，教材，項目について 

主題名 ５年「自分の役割を自覚して」 

６年「よりよい学校生活をめざして」 

 

教材名 ５年「ケンタの役割」 

６年「六年生の責任って？」 

項目【Ｃよりよい学校生活，集団生活の充実

】 

 先生や学校の人々を敬愛し，みんなで協力

し合ってよりよい学級や学校をつくるととも

に，様々な集団の中での自分の役割を自覚し

て集団生活の充実に努めること 

２．教材とねらいとする価値について 

 ５年生の教材は，主人公のケンタが委員会の仕事でポスター作りを頼まれる。しかし，翌日

の陸上大会に向けて練習があることも伝えられる。果たさなければならない役割が二つ重なっ

た時にケンタはどうするかを考える話である。この教材を通して，集団の中で役割を果たすに

は，自分自身が責任をもってやり抜くこと。そして，集団のことを考えて何が大切かを考える

ことが必要であることに気づかせ，今後の生活につなげていきたい。 

 ６年生の教材は，主人公のぼくは学級会の「最高学年としてできること」の話し合いで，見

回って清掃用具を片づけようと提案した。しかし，それは美化委員会の仕事であり，自分たち

が卒業した後につながらないと反論され，どうするかを考える話である。この教材を通して，

自分自身がやり抜くことで集団のためになること。そして，様々な集団にとってどんな役割が

あるのかを考え，最高学年としてどう行動するか考えることが大切だと気づかせ，今後の生活

につなげていきたい。 

３．児童の実態 

 ５月に同じ内容項目の授業をして，「役割を果たす時には，自分の役割を自覚して最後まで

やり切る」と学習している。学級としては，自分の役割を少しずつ自覚し行動にうつすことが

増えてきているが，仲間や教師に声をかけられて気づいて行動に移すことのほうが多いのが現

状である。まずは，自分自身の役割を自覚し，責任をもって果たすこと。そして，集団にとっ

て何が大切か，必要かを考えながら行動選択していく力が必要だと考えられる。 

４．研究との関わり 

（１）重点研究内容 

ア 学習過程の工夫 イ 深い学び ウ 基礎基本の定着 

①個人思考する時間を確実に

とり，自己と向き合う時間

を確保する。 

②学級・学年・個人で学習す

る時間を明確にする。 

①目的意識を明確にした話し

合い活動を取り入れる。 

②一単位時間の初めと終わり

で自分の考えの変容が見え

るようにする。 

①ねらいとする道徳的価値を

おさえる。 

②目的意識を明確にした話し

合い活動を取り入れ，自主

的に話し合いを進められる

ようにする。 

 

５．本時の学習 

（１）本時の指導と評価と手立て 
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道徳科の目標 目標（『』は例） 指導（手立て） 評価 

道徳的価値につい

ての理解を基に 

【価】 

役割を果たすためには，

自分の役割を自覚し，集

団のために何ができるか

を考え，行動に移すこと

が大切であることを理解

させる。 

ケンタの行動を考え，交流

することを通して価値をお

さえていく。 

役割を果たすためには，

自分の役割を自覚し，集

団のために何ができるか

を考え，行動に移すこと

が大切であることを理解

している。 

自己を見つめ 

【自】 

複数の役割を果たさなけ

ればならないときに，自

分は何を大切にして行動

するか考えさせる。 

複数の役割を果たさなけれ

ばいけない場面を設定し，

理由を明確にして具体的な

行動を考えさせる。 

複数の役割を果たさなけ

ればならないときに，自

分は何を大切にして行動

するか考えている。 

多面的・多角的に

考え【多】 

自分と異なる意見や価値

実現の難しさについて考

えさせる。 

様々な場面状況を設定し，

仲間や教師の意見を聞きな

がら，生活の中で行動する

時は様々な価値の狭間で葛

藤していることに気づかせ

る。 

自分と異なる意見や価値

実現の難しさについて考

えている。 

自己の生き方につ

いて考えを深める

学習【生】 

これまでとこれからにつ

いて考え，自分にできる

ことを考えさせる。 

ふりかえりの視点を明確に

して，今までとこれからの

自分について考え，記述さ

せる。 

これまでとこれからにつ

いて考え，自分にできる

ことを考えている。 

 

道徳科の目標 目標（『』は例） 指導（手立て） 評価 

道徳的価値につい

ての理解を基に 

【価】 

役割を果たすためには，

所属する集団で上級生と

しての責任を果たすには

何が大切であるかを考え

，意識して行動すること

が大切であることを理解

させる。 

どちらの案が良いのかを考

え，交流することを通して

，価値をおさえていく。 

役割を果たすためには，

自分の役割を自覚し，集

団のために何ができるか

を考え，行動に移すこと

が大切であることを理解

している。 

自己を見つめ 

【自】 

複数の役割を果たさなけ

ればならないときに，自

分は何を大切にして行動

するか考えさせる。 

複数の役割を果たさなけれ

ばいけない場面を設定し，

理由を明確にして具体的な

行動を考えさせる。 

複数の役割を果たさなけ

ればならないときに，自

分は何を大切にして行動

するか考えている。 

多面的・多角的に

考え【多】 

自分と異なる意見や価値

実現の難しさについて考

えさせる。 

様々な場面状況を設定し，

仲間や教師の意見を聞きな

がら，生活の中で行動する

時は様々な価値の狭間で葛

藤していることに気づかせ

る。 

自分と異なる意見や価値

実現の難しさについて考

えている。 

自己の生き方につ

いて考えを深める

学習 

【生】 

これまでとこれからにつ

いて考え，自分にできる

ことを考えさせる。 

ふりかえりの視点を明確に

して，今までとこれからの

自分について考え，記述さ

せる。 

これまでとこれからにつ

いて考え，自分にできる

ことを考えている。 
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（２）本時の目標と展開 

役割を果たすためには自分の役割を自覚し，何が大切かを

考え行動することが大切であることを理解し，生活の中で

複数の役割がある場合には何が大切かを考え，価値実現の

難しさやこれからの生き方について考えることができる。 

役割を果たすためには自分の役割を自覚し，最高学年とし

て何が大切かを考え行動することが大切であることを理解

し，生活の中でも複数の役割がある場合に最高学年の自分

として何が大切かを考え，価値実現の難しさやこれからの

生き方について考えることができる。 

 

過

程 

児童の活動 ◇教師のはたらきか

け 

Ｔ支援 

教師の 

わたり 

◇教師のはたらきか

け 

Ｔ支援 

児童の活動 過

程 

導

入 

○本時のテーマを確認する。 

 

 

 

・事前アンケートの

活用 

  ・事前アンケートの

活用 

 

○本時のテーマを確認する

。 

 

導

入 

展

開

前

半 

○教科書を自分で読む。 

・ケンタの行動を考えながら

読む。 

 

○ケンタの行動を考える。 

・理由を明確にしてノートに

書く。 

 

○交流する。 

・一番良い考えを３人で決め

ることをねらいとする。理

由をはっきりさせる。 

 

○価値をおさえる。【価】 

 

 

 

 

・読みの視点を与え

る 

・児童が読んでいる

間に，教材文の内

容を黒板に整理す

る。 

◎「ケンタはこの後

どうするかを考え

ましょう。」 

 

・話し合いを収束さ

せるために，それ

ぞれの考え・行動

の必要性を考えさ

せる。 

  ・読みの視点を与え

る 

・児童が読んでいる

間に，教材文の内

容を黒板に整理す

る。 

◎「どちらの案が良

いと思うか考えま

しょう。」 

・Ｔ２はＧ，Ｙが読

みや書きで困って

いたら支援する。 

・話し合いを収束さ

せるために，それ

ぞれの考え・行動

の必要性を考えさ

せる。 

 

 

 

 

○教科書を自分で読む。 

・どちらの案が良いのかを

考えながら読む。 

 

○どちらの案が良いのかを

考える。 

・理由を明確にしてノート

に書く。 

 

○交流する。 

・一番良い考えを３人で決

めることをねらいとする

。理由をはっきりさせる

。 

 

○価値をおさえる。【価】 

 

 

 

 

展

開

前

半 

展

開

後

半 

○生活経験をふり返り，自分

たちはどう行動すべきかを

考える。【自】 

 

○考えを交流する。【多】 

・生活をふり返らせ

似たような経験を

考えさせる。出て

こない場合は教師

から提示する。 

  ・生活をふり返らせ

似たような経験を

考えさせる。出て

こない場合は教師

から提示する。 

○生活経験をふり返り，自

分たちはどう行動すべき

かを考える。【自】 

 

○考えを交流する。【多】 

展

開

後

半 

終

末 

○ふり返りをする。【生】 

・わかったこと，これからど

うしていきたいか 

    ○ふり返りをする。【生】 

・わかったこと，これから

どうしていきたいか 

終

末 

役割を果たす時に大切なことは？ 

「役割を自覚」「何が大切かを考え

る」「行動する」など，のキーワード

を使ってまとめる。 
「役割を自覚」「何が大切かを考え

る」「行動する」など，のキーワード

を使ってまとめる。 
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