
プログラムを取り入れた指導事例（小学校２年 道徳）

第２学年 道徳学習指導案

１．主題名 友だちだからこそ ２ー（３ （友情））

２．ねらいと資料名

（１）ねらい 友達と助け合い、支え合って友情関係を深めていこうとする気持ちを高める。

（２）資料 「モムンとヘーテ」 （出典 『あたらしいどうとく・２年』光文書院）

３．主題設定の理由

（１）ねらいとする道徳的価値

本主題は、内容項目２－（３ 「友達と仲よくし、助け合う 」ことをねらいとしている。） 。

友達がほしい、友達と仲よくしたいとは誰でも思うことである。それは、友達と仲よく過ご

すことの楽しさやひとりぼっちの寂しさを実感しているからである。しかし、互いに自我を

持っているために感情や意見の違いから対立したりけんかしたりする。また、互いの言葉に

よるコミュニケーションが十分でないため誤解が生じ、けんかになったりする。ところが、

それを乗り越えて再び仲よくなれるのも友達である。仲直りをし、自分の行き過ぎた言動を

反省し、相手のことを理解しようとするのである。そして、相手の気持ちもよくわかり、相

。 、手の言い分も自然と受け入れられるようになるのである このようなことを繰り返すことで

友達関係も深まり、ますます仲がよくなっていくのである。

自分の考えをすべて受け入れてくれたり、わがままを聞いてくれたりする自己中心的な友

達が仲よしの友達ではない。友達だからこそ意見の対立やけんかがあり、そのことによって

お互いの気持ちがより理解し合えることにつながることに気付かせたい。また、お互いを思

い合ったり、自分と同じように友達を大事に思ったりする友情のすばらしさを感じ、自分達

もそうありたいという気持ちを持たせたい。

(２）児童の実態（省略）

（３）仮説との関わり

自分の考えをもとに、書いたり話し合ったりするなどの表現の場を充実させれば、考えを

深めることができ、思考し表現する力が高まるだろう。

①指導の流れ（学習モデルプログラムを活用）

〈見出す〉 友達とけんかしたときのことを想起させ、モムンの気持ちを考えていく

ための導入とする。

〈調べる〉 「モムンとヘーテ」を読み聞かせ、へーテに栗を独り占めされた時や、

「ごめんね 」と謝られたのに黙っているモムンの気持ちについて考えさ。

せる。

〈深める〉 モムンが「いっしょににげよう 」と言った時の気持ちをワークシート。

に書かせ、友達と話し合った後、友達だからこそ一緒ににげたことを深

く考えさせる。

〈まとめあげる〉 始めと終わりの二人の関係を比べさせ、けんかをしても友達であること

にかわりがないことやけんかによってお互いを理解することができ、よ

り仲よくなれることにつながることに気付かせる。



②具体的な手立て

・モムンが「いっしょににげよう 」と言った時の気持ちやわけをワークシートに書かせ。

ることにより、モムンの迷っているときの気持ちを深く考えることができるだろう。

・全体の話し合いの前に小グループでの話し合いをすることで、自分の考えを伝えたり、

いろいろな友達の考えを聞いたりして、自分の考えと比べ、友達を思いやることの考え

を深めることができるだろう。

・学習の感想を書かせることで、学習を振り返り、友達と助け合うことについて深く考え

ることができるだろう。

③資料の活用

小人のモムンは、ヘーテと一緒に栗の実を見つけて中身を取り出すが、ヘーテにとられ

てしまい自分は、皮だけをもらった。次の日、大雨が降り、その皮を船にして木の根元に

逃げた。そこへヘーテもやって来て、モムンに謝り 「君はどこかへ逃げた方がいいよ 」、 。

。 、 、 、 、と言う モムンは ずっと黙っていたが 荷物を捨て もう一つの皮の船にヘーテを乗せ

一緒に逃げていくというお話である。悔しい思いをして我慢をしていたモムンがヘーテの

モムンを思う気持ちを知り 「一緒に逃げよう 」と言ったモムンの気持ちを考えさせる、 。

ことで、友達を思う心を育て、お互いに思いやることの大切さに気づかせたい。そして、

自分と同じように友達を大事に思う友情のすばらしさに共感させたい。

（４）市原市小中一貫教育との関連

市原市では 「平成２５年度市原市学校教育推進プラン」において 「生き生き学ぶ子、 、

楽しい学校・園～学び・育ち・地域をつなぐ幼小中一貫教育～」をテーマに掲げ 「自ら学、

び、思考し表現できる子の育成 「思いやりのある心豊かな子の育成 「健康でたくましい」 」

子の育成」を目標にしている。また、この三つの目標達成のための方策として 「幼小中一、

貫教育の推進」を示している。小中一貫教育については 『 一体型」小中一貫教育校とし、「

て加茂中学校、他の２１中学校区は「連携型」小中一貫教育』に取り組むとしている。

目標達成のための領域の取り組み（道徳）では、市原市の子どもにつけたい道徳性として

「人 と人、人と社会、人と自然などの豊かな触れ合いの中で、自分と自分を取り巻くもの

との関わりやつながりを深く意識し、自他を尊重し自らの人生をよりよく生きていけるよう

『支え合う喜び』を育成すること」としている。

そこで 「市原市小中連携カリキュラムプラン」において 「市原市小中連携道徳全体構、 、

想」を明確にし 「市原市の子ども４つの約束」を基盤とした「礼節の心 「思いやりの心」、 」

「生命を大切にする心 「郷土を愛する心」を共通項目とした９年間を通した指導を行うこ」

ととしている。

本主題では、以上のことを受けて道徳で次のことに関連づけて指導する。

・人と人の豊かな触れ合いの中で、友達と助け合い、支え合う友情関係を深めていこうとす

る気持ちを育成する。

４．ねらい

、 、へーテの気持ちの変化を知ったモムンの迷う気持ちを考えることを通して 友達と助け合い

支え合う友情関係を深めていこうとする気持ちを高める。



５．展開

指導上の留意点過程
学習活動 主な発問 ○ と予想される児童の反応 ・（ ） （ ）

（ ） （ ）○ と評価 ◎

導 １．友達との生 ○友達とけんかをして困ったことがあります ○事前に調査した

入 活経験につい か。 ことをもとに自

３ て話し合う。 ・あそぼうとさそったのに、きてくれなかっ 分の思いが伝わ

一斉 た。 らなかったり、【 】

３ ・おなじものをとろうとして、とりあってし なかなか仲直り（ ）

まった。 できずに困った

・ふたりであそびたかったのに、ほかの友だ りしたことを想

ちをよんだ。 起させる。

・ボールをかたづけるのをおしつけあった。

・かかりのしごとのとりあいをした。

展 ２．資料「モム ○これから 「モムンとヘーテ」というお話 ○事前にお話を読、

開 ンとヘーテ」 を読みます。モムンがどんなことを思って んでいるので、

を読んで話し いるのかを考えながら、聞きましょう。 場面絵を提示し31
合う。 ながらポイント

○資料を読む。 を押さえて読み

一斉 聞かせをする。【 】

（ ）５

○ヘーテが栗の ○栗の実を持っていってしまったヘーテをモ ○身勝手なヘーテ

実を持って行 ムンは、どう思ったのでしょう。 に何も言えない

ってしまった ・ひとりじめしてヘーテは、ずるい。 でいるモムンの

ときの気持ち ・どうしてぼくにくれないんだろう。 気持ちを挿絵か

を話し合う。 ・みをわけてほしいなあ。 らも想像させ

一斉 ・しかたがないから、がまんしよう。 る。【 】

３ ・ほんとうはみがほしいけど、かわでがま（ ）

んしよう。

○黙っていると ○ヘーテが「きのうのことごめんね 」と言 ○怒っているだけ。

きのモムンの ったのに、どうしてモムンは黙っているの でなく、我慢し

気持ちを話し でしょう。 て黙っている

合う。 ・くりのみをひとりじめしたからだ。 ことにも気づか

一斉 ・ヘーテは、いじわるだ。 せる。【 】

（ ） 、 。６ ・あやまっても ヘーテのことをゆるせない

・ヘーテのことは、もういい。

○ ヘーテが もう ここにはいられないよ ○始めの黙ってい「 、 。

きみは、ふねでどこかににげていくほうが るモムンの気持

いいよ 」と言ったけれども、やっぱり黙 ちと比べさせ、。

っているモムンは、どんなことを思ってい 気持ちが変わっ

るのでしょう。 てきていること

・ヘーテのことをゆるそうかなぁ。 に気付かせる。

見

出

す

調
べ
る



・どうしよう。

・どんどん水がふえてきているから、にげな ○ヘーテの言葉か

くっちゃ。 らヘーテがモム

・一人でにげるわけには、いかない。 ンと同じように

・どうしようかな。ヘーテは、友だちだから 友達のことを思

なぁ。 いやっているこ

・友だちだから、おいてはいけない。 とを確認する。

・かわは、ふたつしかない。

・なにかほうほうは、ないかなぁ。

○「いっしょに

にげよう 」 ○どうしてモムンは 「いっしょににげ。 、

と言ったとき よう 」と言ったのでしょう。。

のモムンの気

持ちについて

考える。

・ワークシート ・友だちだからたすけよう。 ○短くてもよいこ

に書く。 ・いのちがかかっているんだ。 とを助言し、全

個別 ・友だちは、たいせつだ。 員が自分の考え【 】

５ ・ヘーテがあやまったから、ゆるしてあげよ を書くことがで（ ）

う。 きるようにす

・ヘーテだけおいていくわけにはいかない。 る。

・グループで話 ・にもつより友だちのいのちのほうがたいせ ○グループの人数

し合う。 つ。 は、４人とし、

グループ ・ヘーテがじぶんのことより、ぼくのこと 順番に全員が話【 】

５ を思っていてくれる。 すようにさせ（ ）

・ヘーテは、いい友だちだ。 る。

・全体で話し合 ・ヘーテは、やさしい。

う。 ◎どうしてモムン

一斉 が「いっしょに【 】

７ にげよう 」と（ ） 。

言ったのか考え

ることができ

る 【ワークシ。

ート・発言】

終 ３．友達につい ○始めの２人と終わりの２人では、どちらが ○始めの２人と終

末 て考える。 なかよしでしょう。 わりの２人を比

一斉 ・おわりのほうがなかよし。 べるだけでなく11 【 】

５ ・ヘーテがいじわるでなく、やさしくしてく その理由も考え（ ）

れたから。 させることで、

・ヘーテがいい子だとわかったから。 けんかをしたこ

・いのちをまもり合ったから。 とで２人がいっ

・おたがいを思っていることがわかったか そう仲よくなっ

ら。 たことに気付か

せる。
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４．今日の学習 ○今日の学習で思ったことを書きましょう。 ◎２人が助け合っ

の感想を書 ・けんかをしても友だちは、なかなおりでき て仲よくなった

く。 る。 ことに気付く。

個別 ・２人は、助け合ったから、いのちがまもれ 【ワークシート】【 】

５ た。（ ）

・２人は、いい友だちだ。

５．教師の説話 ○けんかをしても友達だからこそ仲直りがで ○助け合って友情

を聞く。 きるし、友達だからこそ助け合うことがで を深めた話を聞

一斉 きる。 かせ、今後の自【 】

１ 分の生活につな（ ）

げる。


