
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業力アップ２ ～学習指導案の活用法～ 

教科研究センター（本部） アドバイザー  高橋 静子 

学習指導案は、授業者や学校の授業づくりに応じて多様で柔軟なスタイルが工夫されていて、書式に絶対的なもの

はありません。重要なのは、その単元や題材で児童生徒に何を身に付けさせるのかをしっかり考えて、指導計画を立

てることです。 

 教科研究センターには、「教科ミドルリーダー育成事業」「新教育課程拠点校指定事業」「評価の工夫改善に関する総

合的推進地域事業」「わかる楽しい授業をめざして『授業評価システムを生かした授業の工夫・改善』―小学校編」な

どの中に、参考になる学習指導案が掲載されています。学習指導案作成で悩んだ時や、もっと良いアドバイスが欲し

い時に見ると、大変参考になります。 

今回は、小学校第３学年道徳学習指導案実践例の活用例を取り上げます。自分の学習指導案にどんなことを参考に

すれば、ねらいに迫ることができるのかを、同じ資料・同じねらいで書かれた二つの学習指導案を参考に考えていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

① 導入     

実践例Ａ             ＊予想される児童の反応については、省略しています。 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点 

１．友達にしてもらってうれしかっ

たことを考える。 

○友達にしてもらってうれしかっ

たことはどんなことですか。     

・アンケート結果を示す。 

実践例Ｂ 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点 

１．友達はいいなと思った経験を発

表する。 

○友達がいてよかったなと思う時

は、どんな時ですか。 

・経験を発表することで、ねらいと

する価値への方向づけをする。 

「導入」は、短時間で児童生徒の意識を道徳的価値に向かわせることや、道徳的価値について、自分との関わりで

考えようとする意欲を高めることがポイントです。 

一部の限られた児童だけしか発言しない実態やすぐに発言できない児童のいる実態がある時には、実践例Ａのよう

に事前にアンケートを取っておくと、「○○さんはこんなことを書いていたよ。もう少しくわしくお話して。」と発言

を広めることができます。 
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    小学校第 3学年道徳学習指導案 

主題名  ほんとうの友達 

資料名  なかよしだから ２－（３）【 東京書籍 】  

ねらい  友達のことをよく考えて、友達のことを    

大切にしようとする態度を養う。       

 

 
 



  

 

 

② 展開       

実践例Ａ             ＊「◎」は中心発問 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点（※評価の観点） 

２．「なかよしだから」を読んで話

し合う。 

３．今までの自分を振り返る。 

◎ノートを見ながら、ぼくはどんな

ことに気付いたでしょう。 

○今日の勉強で気付いたことや思

ったことを書きましょう。 

※友情について考えを深めること

ができたか。 

・ワークシートに書いたり発表した

りすることで価値への自覚を促

す。 

実践例Ｂ 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点（※評価の観点） 

２．「なかよしだから」を読んで話

し合う。 

３．自己の生き方を考える。 

◎実君の考えがわかった時、ぼくは

どんなことを考えていたでしょ

う。 

○みなさんは、友達についてどんな

ことを考えましたか。 

※友達の考え方を理解し、友達関係

について考えている。 

・自分の生活を振り返る。  

「展開」では、児童の実態と資料の特質を押さえた発問をするとともに、資料に描かれている道徳的価値に対する

児童一人一人の感じ方や考え方を生かし、児童がどのような問題意識をもち、どのようなことを中心にして話し合う

のかについてよく考えて主題が明確になった学習となるように心がけます。展開における中心発問は、ねらいとする

道徳的価値の自覚を深めるために、最も重要な問いです。 

実践例Ａの「ノートを見ながら・・・」と実践例Ｂの「実君の考えがわかった時・・・」のどちらの中心発問であ

れば、自分の学級の児童が、自分との関わりを考えて多様な考えを出すことができるのか、目の前の児童生徒の実態

を学級担任は把握しておくことが大切です。 

 

③ 終末 

実践例Ａ 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点 

４．「友だちになるために」を歌う。  ○ますますいい友だちになれるよ

うに願いながら歌いましょう。 

・向かい合って歌う。 

実践例Ｂ 

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意点 

４．心のノートを読む。（ＢＧＭ） ○（電子黒板の）映像を見ましょう。 ・電子黒板を使って、心のノートを

もとに、価値を意識づける。 

 

終末は、ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり温めたりして、今後の発展につなぐ段階

であるといわれています。思いや考えをまとめる工夫としては、教師の説話、ことわざ、体験活動の写真や児童生徒

の作文、家族や地域住民からの手紙、心のノートなどがあります。 

実践例Ａ・実践例Ｂとも、学級の実態に合った前向きな楽しい終末になっていると思いませんか。 

 

 

                                   

 

 

実践例Ａ・実践例 B とも、自分の学級の児童の意識の流れを予想し、それ

に沿った発問や、考える必然性や切実感のある発問を考えています。「あの

子なら・・・・」「あの子にゆさぶりをかけてみたら・・・」と、学級担任

だからできる自分の学習指導案を作成する時の参考にするといいですね。 

 



 

 

 

引用・参考文献 

 ・道徳授業のスタンダード   高知県教育委員会事務局小中学校課  平成２４年３月 

 ・道徳教育実践研究発表会   高知市立旭東小学校（実践例Ａ）  平成２４年１１月２２日 

 ・津野町立中央小学校道徳教育研究発表会 研究紀要（実践例Ｂ）  平成２４年１２月４日 

 ・小学校学習指導要領解説 道徳編  文部科学省         平成２０年８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

ジョンマンスピリット                                                                                                        

               高知県教育センター 垣内 守男 企画監 

 

皆さんは「ジョンマンスピリット」という言葉を聞いたことがありますか。

ジョン万次郎に見る「あきらめない」「投げ出さない」という不撓不屈の精神

のことです。無人島生活や決死の覚悟で鎖国中の日本に帰るなど、現代人には

想像もつかない境遇で、その精神を培いました。咸臨丸で日本人初の太平洋航

海を成し遂げたり、開成学校（現東京大学）の初代の教授を務めたり、近代日

本の幕開けに大きく貢献しています。 

私が万次郎を知ろうと思ったのは８年前ですが、調べているうちに、不撓不屈の精神の他に、もう一つの大

事な心があることに気が付きました。「人の役に立つ」ということです。人は確かに、自分のためにしているこ

とは、困難な壁にぶつかると「あきらめよう」というささやきに負けてしまいそうになりますし、先が見えな

くなると「もうやめよう」という誘惑に乗ってしまいそうになります。そのとき、人のためという気持ちがあ

ると、もう少し頑張ってみようという勇気が湧くものです。そのことを万次郎から気付か

されました。人の役に立ちたいとか人に喜ばれたいという心は大変ピュアなもので、大人

になってから身につけようと思っても難しいのです。純粋さが薄くなってしまうからです。

そこで、「あきらめない」「投げ出さない」に「人の役に立つ」を加えてジョンマンスピリ

ットとして、高知の子どもたちに引き継ぎたいと考えているところでます。 

皆さんにも、「ジョンマンスピリット」を実感していただき、多くの子どもたちに継承し

てほしいと思います。 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

 

 

 

磨 

教科研究センターでは、学習指導案を校種・学年・教科領域・単元・題材

別に整理しています。学習指導案をお探しのときには、アドバイザーに声

をかけてください。 
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あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 
             高知県教育センターホームページの教職員研修管理システムから申し込んでください。 

             ★の講座は５月２７日現在申込可能です。      

 

◆基礎講座 ★＜基礎講座Ⅰ＞ 講義・演習「授業づくりのスタンダード」を意識した学習指導案づくり 

６月１３日（土）教育センター本館・大方高等学校 

★＜基礎講座Ⅱ＞ 講義・演習 模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり 

７月 ４日（土）教育センター本館・大方高等学校 

＜基礎講座Ⅲ＞講義・演習 特別支援教育の視点に立つ授業づくり 

１０月 ３日（土）教育センター本館・大方高等学校 

  ＜基礎講座Ⅳ＞講義・演習 授業づくりで大切にしたいこと 

１０月３１日（土）教育センター本館・大方高等学校  

  

◆専門講座 ★ ＜ＮＩＥ講座＞ （高知新聞社ＮＩＥ推進室との共催） 講座風景 

６月１４日（日）教育センター本館 

★＜小学校体育Ⅰ＞  

６月２０日（土）教育センター分館 体育館 

＜英語ディベートに挑戦＞中部地区 

   ９月 ５日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅰ＞ 

１０月１０日（土）教育センター本館 

＜郷土資料の活用Ⅱ＞ 

１１月 ７日（土）教育センター本館 

★＜小学校体育Ⅱ＞  

１１月１４日（土）教育センター分館 体育館 
 

 

 

平成 27年度「高知県英語教育推

進のためのガイドライン」に基

づく授業マニュアル 

（高知県教育委員会） 

 

 

閲覧可（本部・東部・中部・西部） 

 

 

 

 

新着資料コーナー 

平成２６年度国立教育政策研究所

教育課程研究センター関係指定事

業研究協議会資料  

－教育課程研究指定校事業－ 

 

幼稚園、小学

校、中学校、高

等学校の取組

の概要が掲載

されています。 

約 130校 

 

私たちの道徳 活用のための

指導資料 

小学校・中学校 （文部科学省） 

 

研修のお知らせ 



 

 

 

新年度が始まってから早一ヶ月あまり、子どもたちは、遠足、運動会、修学旅行などの

学校行事を通して、生き生きと活動していることでしょう。 

東部教科研究センター４月の利用者が１７１名に!!・・・月別利用者数新記録 

これまで４月の利用者は７０～８０人程で推移していましたが、一気に１００人超えの新記録となりました。

これまで利用していただいた先生方が、他の先生方に教科センターの利便性をお知らせいただき、誘い合って来

てくれたことが大きく利用者を伸ばすことになったと考えています。 

東部教科研究センターは、昨年、新安芸総合庁舎４階に移転し、それまでの３倍程の広いスペースとなり、ミ

ーティングルームも備えました。また、安芸教科書センターも併設しています。今後も大いにご活用いただきま

すようお願いします。 

東部教科研究センターを始めて利用された先生方から「他の先生方は、どのような教材を作っていますか？ 

作った教材はどのように利用しているんでしょうか？」「センターで、教材作成の他にどのようなことができま

すか？」という声をよく聞きます。そこで昨年度の実践例から活用の様子をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイザーと一緒に教材研究や教材作成ができます。お気軽に声をお掛けださい。多くの先生方の来室を

お待ちしています。 

 

 

拡大印刷教材を利用した学習実践例 
上段 安芸市立赤野小学校 

下段 安芸市立伊尾木小学校 

ミーティングルーム活用例 
左：安芸第一小学校  中：中芸養護部会  右：中川内小学校 

（電子黒板活用研修） （保健教材づくり） （PC 活用教材づくり）   

☆開室時間☆  東部教科研究センター ☎０８８７－３４－８０５１ 

 月～金曜日 １５：００～１９：１５   土曜日 １０：００～１６：００ 

 

教科研究センター支部便り（東部） 
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４月８日（水）から幡多総合庁舎３階の会議室に移転しています。工事期間として見込まれる

あと 1 カ月ほどは、開室日が月曜から木曜までの週４日となります。また、その期間、拡大コピ

ー等に必要な教科書等は、全てお持ちいただきますようお願いします。 
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出入口が南東一箇所ですので、よろしくお願いします。 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/entrance.pdf に掲載しています。 
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教科研究センター ４月の利用者状況(本部・東部・中部・西部) 

  ７６９名 ☆昨年同時期より２５６名増！ 
  ご利用ありがとうございました。 
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教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）    TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051     

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７）  TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）         TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に

変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間は H26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 
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教科研究センター（本部）の土曜日出入口について 

西部教科研究センターの利用について 

速 報 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

