主題及び指導のねらいと主要な発問

中学1年「生き方から学ぶ」日本教科書
●基本発問

教材タイトル

内容項目

主題名

銀色のシャープペンシ
ル

A-(1)
自主、自律、自由と責任

良心のめざめ

命をつくるもの

A-(2)
節度、節制

食べることでつくられる自
分

ねらい

オレは最強だ！

自分のよさを伸ばす

パーソナリティー

A-(3)
向上心、個性の伸長

自分と向き合う

志～幼少の記憶より～

A-(4)希望と勇気，
克己と強い意志

金星探査機「あかつき
」の挑戦

A-(5)
真理の探究，創造

二枚のチケット

B-(6)
思いやり、感謝

朝の地下鉄

B-(6)
思いやり、感謝

おはよう

B-(7)
礼儀

いつもいっしょに

B-(8)
友情、信頼

ちゅうたがくれたもの

B-(8)
友情、信頼

主な発問※中心発問は◎で記載

時間数

自己の気高さに気付かせ、何が正しく、何が誤りであるかを自ら判断し
て望ましい行動がとれるよう自立心や自律性を高めようとする心情を育
てる。

⚫「ずるいぞ。」という声が聞こえた時、僕の心はどのように揺れ動いていたのでし
ょうか。
◎どうしてぼくは卓也の家に向かって歩きだしたのでしょうか。
⚫自分で考え、判断したことには、どんなことがありますか。振り返ってみましょう
。

節度、節制の大切さに気付き、食生活に配慮して、心身の調和のある生
活を送ろうとする意欲と態度を育てる。

◎食べるという根底が抜けると、どうして総ての実態を正しく直感できなくなるの
でしょうか。
●自分の生活習慣で改善したいことはありますか。

1

◎なぜ国枝さんは十年以上も世界のトップ選手であり続けることができたのでしょ
うか。
⚫自分の良いところ、変えたいところを見つめてみましょう。

1

先人の充実した生き方に触れ、自分の特徴を踏まえつつ自己を肯定的に
捉え、自分自身のよさを伸ばしていこうとする心情を育てる。

A-(3)
向上心、個性の伸長

◎中心発問

自己を見つめ、自己理解に努め、自己の向上を図ろうとする実践意欲と
態度を育てる。

◎洋介の活躍や、大介の将来の夢の話をきいて、竜也はどう思ったでしょうか。
⚫自分自身のよさは、どこにあるのか。
それをどのように伸ばしていくことができるのか考え、話し合ってみましょう。
◎主人公はこれから何のために陸上を頑張るのだと思いますか。
⚫自分の目指しているものやしていることを「何のため」と考えてみましょう。

夢に向かって

先人の生き方に学び、目標の実現に向かって失敗や困難を乗り超えるこ
との大切さに気付き、挑戦することから逃げないで努力し続けようとす
る心情を育む。

未知への挑戦

真実や真理を探究して社会の発展や科学技術に貢献した人々の生き方に
学び、それらの人々の探究心を支えたものについて考え、自己の生き方
に生かそうとする心情を育てる。

◎「あかつき」には、どのような思い（夢）や願いが込められているのでしょうか
。
⚫真理を追求し、求め続けることについて、学んだことや考えたことを話し合ってみ
ましょう。

他者の立場を尊重し、親切にいたわり、励まそうとする温かい人間愛の
精神を深めるとともに、これを大切にしようとする判断力を育む。

◎このような場面に出会った時、あなたならどうするか考えてみましょう。
⚫それぞれが考えたことについて話し合ってみましょう。

1

1

1

思いやりの大切さ

1

1

思いやりの心

弱い立場の人たちを尊重し思いやりの心を深め、心からの支援が、自己
と他者の絆をより強くすることに気付き、進んで実行しようとする実践
意欲と態度を育てる。

◎私が今まで体の不自由な人を手助けしたくてもできなかったのはなぜでしょうか
。
⚫白杖を頼りに歩く人に出会った時、あなたはどうするか考えてみましょう。
また体の不自由な人に対して、私達はどのように接することが大切だと思うか話し合
ってみましょう。

あいさつの意義

礼儀に込められた意義などを主体的に考え、習慣に支えられているとい
うことを理解し，自らの礼儀をよりよくしていこうとする実践意欲と態
度を育てる。

◎どうして私は「おはよう」や「さようなら」を容易に声に出して言うことができ
なかったのでしょうか。
⚫ほんとうのあいさつにふれて、うれしかった経験はありますか。
⚫どうしてあいさつをすることが大切なのでしょうか。

友人との関係

互いの正しい理解によって、より豊かな人間関係が築かれることに気付
き、互いに認め合い相手の立場を尊重し、ともに成長しようとする実践
意欲と態度を育てる。

⚫机に突っ伏していたみゆきの姿を思い出した時、真理子はどう思ったでしょう。
◎一歩一歩確かめるように歩き出した真理子は、どんなことを考えていたでしょう
か。
⚫友達とよい関係を築いていくためには、どのようなことが大切なのでしょうか。
⚫なぜ主人公とちゅうたの思いはズレてしまったのでしょうか。
◎主人公がちゅうたに伝えようとした“何か”とはどんなことだったのでしょうか。

友に学ぶ

自分から友情を築くための共通の課題について考え、互いの正しい理解
によってより豊かな人間関係が築かれることに気付き、それらを大切に
しようとする心情を培う。

1

1

1

1

リョウとマキ～First
Love～

B-(8)
友情、信頼

異性の理解

嘉納治五郎先生との出
会い

B-(9)
相互理解、寛容

謙虚に学ぶ心

二つの足跡

傘の下

僕じゃないのに

B-(9)
相互理解、寛容

謙虚な姿勢

C-(10)
遵法精神、公徳心

傘の下に守られて

C-(10)
遵法精神、公徳心

求めたい関わり

仏の銀蔵

C-(11)
公正、公平、社会正義

ともに生きる

永久欠番42

C-(11)
公正、公平、社会正義

プロレスごっこ

C-(12)
社会参画、公共の精神

いろいろなものの見方や考え方があることを理解し、寛容の心をもって
謙虚に他に学び、自らを高めていこうとする意欲と態度を育てる。

◎なぜ僕はもっといろいろな人に出会おうと思ったのでしょう。
⚫本を手に取って、いろいろな人との出会いを体験してみましょう。

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、他者の多様な意見と出会い
、いろいろな物の見方や考え方があることを理解し、他者から謙虚に学
ぼうとする態度を育てる。

⚫恐竜の研究をしているチームがある地層を調べていると、二つの恐竜の足跡らしき
ものが発見されました。一体ここで何が起きたのでしょう？
⚫この後もう少し掘り出してみました。すると二つの足跡は次のようになっていまし
た。一体何があったのでしょう？
⚫さらに掘り出していくと、このようになっていました。さて何があったのでしょう
？

目の前の相手の心情に思いを巡らせ、外見からはうかがい知れない人の
心情を想像できる思いやりの心によって、住みよい社会が守られている
ことに気付き、そのことを大切にしていこうとする心情を育てる。

◎女性が何も言わずに紺色の傘を手にしたのを見た時、僕は何を感じたのでしょう
か。
⚫あの人の姿を見ている僕は、どんなことを考えていたのでしょう。

誰もが気持ちよく暮らせる社会を実現するためには、個人がマナーを守

⚫僕はきれいになった公園を見て、どんな気持ちだったでしょうか。
◎この後、僕達はどうすればよいのか、話し合ってみましょう。

1

1

1

1

1

。

C-(10)
遵法精神、公徳心

C-(11)
公正、公平、社会正義

◎真希が保健室に、諒の様子を見に来たのはどのような思いからでしょうか。
⚫諒の深いため息には、どんな思いが込もっていたでしょうか。
⚫諒はこの後、どうすればいいでしょうか。

よりよい社会づくりのため るだけでなく、より良い社会をつくっていこうとする公徳心の獲得が必
要であることに気付き、積極的に実践しようとする意欲と態度を育てる
に

自分の心の中の自分

グループ

異性のものの見方や考え方を理解し、悩みや葛藤を経験しながら、互い
に相手を思いやり、ともに成長することを大切にしようとする心情を育
てる。

差別を乗り超える勇気

よりよい社会を実現するために，法的な強制力の有無にかかわらず、多
様な人と積極的に関わり，手をさしのべていこうとする意欲と態度を育
てる。

◎新幹線の中でよい行いをしたのに、どうして僕は心が痛くなったのでしょうか。
⚫あなたはこの状況をどう思いますか。

規範やルールの意義についての理解を深め、規範意識を高め社会正義を
大切に思う心情を養う。

⚫どうして銀蔵は、生活に苦しむ農民や職人たちに貸した金を取り立てたのでしょう
か。
⚫証文の綴りが空に消えてしまった時、銀蔵はどう思ったでしょうか。
⚫証文綴りといっしょに、銀蔵のどんな心が消えてしまったのでしょうか。

過去の酷い人種差別の社会で、差別を克服した主人公や彼を支えた周囲
の人たちの行動や考え方を知り、積極的に差別や偏見のない社会をつく
ろうとする心情を養う。

⚫背番号42番が、全球団の永久欠番になったのはどうしてでしょうか。
◎ジャッキー・ロビンソンの生き方から学んだことを話し合ってみましょう。

多数の意見に同調したり傍観したりする自分の弱さに向き合い、それを
克服して正義と公正を実現するうえで求められる道徳的判断力を養う。

◎仲良しの真亜子を非難するのは気が引けるのに、どうしてグループの意見に合わ
せてしまったのでしょうか。
⚫友達に嫌なことを言ったり、無視してしまったりしたことはないか。
またいじめられている仲間がいても、何もできなかったことはないか、これまでの生
活を振り返ってみましょう。

集団の中の正義

許さない心

⚫どのような“いじめ”が隠れていますか。
◎この状況を改善するためには、どのような方法が考えられますか。話し合ってみ
ましょう。

よりよい社会をつくる

自分も社会の一員であるという自覚を深め、主体的に社会に参画し、社
会的な役割と責任を果たすことの意義を理解し、積極的に社会に関わっ
ていこうとする実践意欲と態度を育てる。

⚫何が明に「よし。」と言わせたのでしょうか。
◎明は、草刈りに参加する前と参加した後では、どのように気持ちが変化したので
しょうか。
⚫地域の行事に参加した経験について話し合ってみましょう。

登場人物の活動を通して、どのように社会に参画し、どのように連帯す
べきかについて多様な視点で考え、互いに迷惑を掛けることのないよう
な行動の仕方を身に付けるとともに、進んで社会と関わろうとする意欲
と態度を育む。

⚫住職さんやもも子からどんなことを学びましたか。
⚫地域の中で私達ができることについて考えてみましょう。

働くことの意義ややりがいは、経済性や個人性だけでなく、社会性の面
からも得られることを知り、人に対する「優しさ」や社会とのつながり
を通して働くことの喜びを大切にしていこうとする心情を育む。

⚫新津さんは、“ハッ”とした時に何に気がついたのでしょうか。
◎「仕事の優しさ」とは、どのようなことでしょうか。

町内会デビュー

もも子

C-(12)
社会参画、公共の精神

地域であなたにできること

仕事と心

C-(13)
勤労

仕事の『優しさ』

1

1

いじめに気付かないこと、「見て見ぬふりをする」や、「避けて通る」
という消極的な立場ではなく、不正を憎み、不正な言動を断固として否
定しようとする実践意欲と態度を育てる。

C-(12)
社会参画、公共の精神

1

1

1

1

1

1

形見

C-(14)
家族愛、家庭生活の充実

かけがえのない家族

人間は、過去から受け継がれてきた生命を有し、自分はかけがえのない
存在として無私の愛情を傾けて育ててくれた父母や祖父母に敬愛の気持
ちを深め、家族の中での自分の役割や責任を果たそうとする心情を育む
。

◎学校を休みたいなとつぶやいた結花が、どうして母の話をきいて、毎日の当たり
前のことが、特別のことのように思えたのでしょう。
⚫次のページの「よろこびの歌」を読んで、将来自分が築きたい家庭をイメージして
みましょう。

ペーパーバード

C-(14)
家族愛、家庭生活の充実

家族の深い愛

家庭は、安心できるよりどころとなる場所であり、家庭を取り巻く状況
も様々であるが、その家族を構成する成員相互の温かい信頼関係や愛情
によって互いが深い絆で結ばれていることに気付き、そのことを大切に
する心情を育てる。

◎ペーパーバードといっしょに、どんな思いを娘にたくしたのでしょうか。
⚫家族について、感じたことや考えたことを書いてみましょう。

1

希望の風に

C-(15)
より良い学校生活、集団生
活の充実

学校生活とは何か

学校生活においては、教師や学校の人々を敬愛し、学校の善さや校風等
に誇りを持ち、集団の一員として、より良い校風づくりや集団生活を充
実させようとする意欲と態度を養う。

⚫「旅立ちの日に」の楽曲には、どのような願いや思いが込められているのでしょう
か。
◎自分たちの学校について、こうすればもっと良くなると思うことはありますか。

1

C-(16)
郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度

先人を誇る

先人や先達について考えることを通して、その功績に尊敬と感謝の念を
もち、郷土を誇り、それを大切にしようとする意欲と態度を育てる。

◎それぞれの陸奥宗光像はどんな思いで建てられたのでしょう。
⚫なぜ地元の人を知ることでエネルギーをもらった気になれたのでしょうか。

C-(16)
郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度

ふるさと自慢

C-(17)
我が国の伝統と文化の尊重
、国を愛する態度

江戸時代に学ぶ

我が国の発展に尽くし優れた文化を育んできた先人の知恵に学ぶことを
通して、現代社会の問題に向き合い、新たな文化を創造していくために
自分たちにできることを考え行動しようとする意欲と態度を育てる。

◎江戸時代の人たちが大切にしてきたことはどのようなことでしょう。
⚫今の社会ではどんなことが問題なのでしょう。また私達にできることはどんなこと
でしょう。

世界平和への願い

どのような状況下にあっても、どの国の人々も同じ人間として尊重し合
い、差別や偏見を持たずに世界平和と人類の発展に貢献するという理想
を抱き、その理想の実現に努めようとする意欲と態度を育てる。

◎與一は、台湾嘉南の農民のために、どうしてここまでして人生をささげたのでし
ょうか。
⚫世界平和のために日本人としてできることを考えてみましょう。

なおこがずっしりと重みのある家に見た時の心情を考えることを通して
、生命の連続性についての考え方を深める。

◎尚子が、暗くて古くさい家をずっしりと重みのある家に思えたのはなぜだろう。
⚫尚子が受け取った過去からのメッセージには何と書いてあったのだろう。
⚫先祖から受け継ぎ、子孫へ受け渡していく生命の連続性について、感じたこと、考
えたことを話し合ってみましょう。

銅像が教えてくれたこ
と

雄司の自慢

環境先進国江戸

大地－八田與一の夢

過去からのメッセージ

C-(18)
国際理解、国際貢献

郷土の伝統と文化を誇り、地域社会の一員としての自覚をもって郷土を
愛し、進んで郷土の発展に努めようとする意欲と態度を育てる。

◎僕の「ごちそうさまでした」には、どんな自慢が込められているのでしょうか。
⚫家族や地域の方にふるさとへの思いや自慢を聞いてみましょう。

D-(19)
生命の尊さ

生命の連続性

D-(19)
生命の尊さ

生命尊重

D-(20)
自然愛護

自然を守る

トキを守ろうとする人々の活動や思いから、自然がかけがえのないもの
であることを理解させるとともに、それらを積極的に守ろうとする態度
を育てる。

◎トキの悲しそうな鳴き声をきいて、宇治さんはどう思ったでしょうか。
⚫私たち日本人は、どうしてトキが再び日本の空を自由に飛び回る日を夢見るのでし
ょうか。

ほっちゃれ

D-(21)
感動、畏敬の念

自然と生命への畏敬

生物が困難さや過酷さに立ち向かって生きようとする美しさや気高さに
感動する心を養うとともに，人間の力を超えたものに対する畏敬の念を
深めようとする態度を育む。

◎男性はどんな思いで、ほっちゃれを手に取ったのでしょうか。
⚫胸の濡れわたる思いとは、どのような思いでしょうか。

ネパールのビール

D-(22)
よりよく生きる喜び

誇りある生き方

人間は，自らの弱さや醜さを克服する強さや気高さを備えており，それ
を育てていこうとする心があるということを感じ取り、誇りある人間と
しての生き方を考えようとする意欲を育む。

◎泥まみれでヨレヨレになり、ビールを割った破片と釣り銭を出したチェトリの姿
を見て、私はどう思ったでしょうか。
⚫私はどのように反省したのでしょうか。
⚫人間として誇りある生き方について考え、話し合って見ましょう。

レーナ・マリアの挑戦

D-(22)
よりよく生きる喜び

気高く生きる

レーナ・マリアの生き方から、自らの弱さや苦しみを乗り越え、前向き
に気高く生きることの素晴らしさを感じさせるとともに、自分の人生や
生き方に喜びを見出そうとする態度を育てる。

◎レーナの生き方について、感じたこと、考えたことを話し合ってみましょう。
⚫これからの自分の生き方は、どのようなものか考えてみましょう。

誰かのために

ニッポニア・ニッポン

生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重し、精一杯生き
ようとする意欲を育てる。

⚫「命は長さじゃないんですね」の言葉には、どのような思いがあるのでしょうか
。
⚫自分の生命、他の人の生命について考えたことを話し合ってみましょう。

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

主題及び指導のねらいと主要な発問

中学2年「生き方を見つめる」日本教科書
●基本発問

教材タイトル

十四歳の責任

パートリーダー

ネット将棋

内容項目
A-(1)
自主、自律、自由と責任

主題名

自主、自律

◎中心発問

ねらい
日常生活において、自ら考え、判断し自分の自由な意志に基づいて決定し
、それに対して責任を持とうとする意欲と態度を育てる。

主な発問 ※中心発問は◎で記載

時間数

⚫少年法について、どう思いますか。
◎人間として考え続けなければならない責任とは、どのようなことでしょうか。

1

⚫自分自身の責任について考えてみましょう。
自分の行為が及ぼす結果について考え、自らを律し、自分や集団に対して
誠実に向き合い、責任ある行動をとるための判断力を養う。

A-(1)
自主、自律、自由と責任

自分のできることを考える

A-(2)
節度、節制

「負けました。」を通して考
える節度、節制

自らの生き方を正し、節度を守り節制に心掛け、安全で調和のある生活の
実現に努めようとする実践意欲と態度を育てる。

⬧   
⚫✓✓✓  ◼
⚫   ◼  

1

⚫目に見えない相手とどう向き合うかで、自分が試されているというのはどうい
うことでしょう。
◎三人を見ていて、僕が笑えなかったのはどうしてでしょう。

1

⚫僕は今後どのような行動をとっていくでしょう。
僕たちのキャリアプラン
ニング

A-(3)
向上心、個性の伸長

ワン・ステップ

A-(3)
向上心、個性の伸長

人工ガンをつくり出せ

A-(4)希望と勇気，
克己と強い意志

僕の後ろに道は出来る

A-(5)
真理の探究，創造

百歳の詩人

「道」の文化

B-(6)
思いやり、感謝

B-(7)
礼儀

自分を見つめる

自分を伸ばす

試練に挑む

芸術への探究

しなやかに生きる

礼儀の意義

自己を見つめ、他者との交流を通して高め合い、自己との対話を深めつつ
、自分自身のよさや個性を見出していこうとする実践意欲と態度を育てる
。

⚫それぞれの進路希望から、どんなことに気づきましたか。
◎自分の進路を決めるには、どのようなことが大切なのでしょうか。

短所も自分の特徴であることを踏まえつつ、かけがえのない自己を肯定的 ◎孝の話を聞いた俊樹が、孝に比べて自分はこのままでよいかと思ったのはど
に捉え、自己との対話を深めつつ、自分自身を向上させようと心情を育む うしてでしょうか。
。
⚫兄の言葉の意味がどのように分かりかけてきたのでしょうか。
⚫僕は、どのようにかわっていけばよいのでしょうか。
先人の感動的な生き方との出会いを通して、失敗や困難からを乗り越え、 ⚫周りの研究者たちから絶望視される中でも、厳しい体調をおして、実験を続け
希望を持ち、目標の実現に向けて努力し続けることを大切にする心情を育 た勝三郎をどう思いますか。
む。
◎勝三郎が、地味な研究の道を選択し、命懸けで人工ガンの発生実験を続けら
れたのは、どうしてでしょうか。
⚫あなたは勝三郎の生き方をどう思いますか。
苦悩しながらも自らの芸術の道の創造を求め続けた先人の生き方を見つめ
ることを通して、わからないことを謙虚に受け止めて探究し続け、真理や
真実を求めつつ、好奇心をもって意欲的に学び、工夫して新しいものを創
造していこうとする心情を育む。
思いやりの心で人と接するとともに多くの人々の善意や家族の愛情により
現在の自分があることに感謝し、それに素直に応えようとする心情を育て
る。

礼儀の精神は伝統として受け継がれていることを知り、心情面を整えるこ
とによって形として外に表すことができることを理解するとともに、これ
を模索し実行する実践意欲と態度を育てる。

1

⚫あなたの進路について考えてみましょう。

1

1

⚫光太郎が求めていた芸術とは、どのようなものだったのでしょうか。
◎作品を発表せず酒びたりの生活に落ちていた光太郎が「道程」を発表し、ロダ
ンを乗り越え、独自の作品をつくりあげることができたのは、どうしてでしょ

1

うか。
⚫
➔   ◼
⚫光太郎はどのような思いで智恵子の像を掘り続けたでしょうか。
◎
⚫➔◆ ◼ 
1

⚫（また、やってしまった……。）と心の中でつぶやいた卓也はどんなことを考
えていたでしょうか。
◎卓也はなんだか身が引き締まり、すがすがしい気持ちになったのはどうしてで

1

しょうか。
⚫礼儀作法について、どのように考えていったらよいか、話し合ってみましょう

リョウとマキ～Triangle
Zone～

B-(8)
友情、信頼

悩みと葛藤

互いに励まし合い高め合い信頼できる人間関係を築くとともに、異性への
理解を深め、悩みや葛藤を克服しながら人間関係を深めようとする実践意
欲と態度を育てる。

◎圭一から打ち明けられた時、諒はどんなことを考えていたのでしょうか。
⚫ボードに当たったバスケットボールは、どうなればよいと思いますか。またそ
れはどうしてですか。

1

⚫諒は、今後どうすればよいでしょうか。

雨の日のレストラン

B-(8)
友情、信頼

友情の尊さ

友情は、人間として互いの特徴や個性を尊重し、互いに支え、高め合うこ ⚫友人からの誘いの電話を断ることができずに出かけて行く俺は、どんなことを
とによって深まる平等で対等な関係であることを理解し、自分を取り囲む 考えてたでしょうか。
友だちとの友情をより一層大切にしようとする心情を育てる。
◎先刻までのいらいらした気持ちがゆっくりと穏やかになっていったのは、ど
うしてでしょうか。
⚫大切なことを見失わないようにするためには、友人とどのようにつき合ってい
くことが大事なのでしょうか。

1

昭和の大スターと平成の
大スター

互いに認め合い尊重することで、生涯にわたり尊敬と信頼に支えられた人
間関係を継続していくことのすばらしさに気付き、それを実践していこう
とする意欲と態度を育てる。

B-(8)
友情、信頼

信頼

⚫長嶋監督と松井選手は、それぞれ相手に対してどのような思いをもって、この
二十年間を過ごして来たのでしょうか。
◎松井選手が長嶋監督との出会いを、人生で、“最高の出会い”と語ることができ
たのはどうしてでしょうか。

1

⚫偶然の出会いを最高の出会いにするためには、どんなことが大切か考えてみま
しょう。
だから歌い続ける

B-(9)
相互理解、寛容

異なる個性の尊重

あなたが見えているもの

B-(9)
相互理解、寛容

異なる見方、考え方

言葉の向こうに

B-(9)
相互理解、寛容

マナーとルール

C-(10)
遵法精神、公徳心

コミュニケーション

人間が相互に個性や立場を尊重し、異なる個性を謙虚に受け入れ、誰もが
様々な立場に立って個性を発揮することのよさと、相手や場面が変わって
も寛容の心をもち謙虚に学ぶことを大切にしようとする心情を養う。

⚫先生は、私のことをどのように受けとめていったのでしょうか。
◎先生が私に伝えたかったことはどんなことでしょうか。

他者との話し合いを通して、いろいろなものの見方や考え方があることを ◎見え方以外に違いを感じることには、どんなことがあるでしょうか。
理解し、自分とは異なる他者の見方や考え方から学ぼうとする意欲と態度 ⚫日常の生活の中で、考え方の違いに気づいたことはありますか。それはどんな
を育てる。
ことでしたか。話し合ってみましょう。
いろいろなものの見方や考え方から学び、自分自身を高め、他者と共に生 ⚫ネット上で非難され、真っ暗な世界に一人突き落とされたみたいと感じた加奈
きるとしう自制を伴った気持ちで行動するための判断力を育成する。
子は、どんなことを考えていたのでしょうか。
◎コミュニケーションをとるうえでの配慮として、どのようなことが考えられ
ますか。
法やきまりは自分自身や他者の生活や権利を守るためにあり、それを遵守
することの大切さについて気付き、積極的に実践していこうとする意欲と
態度を育む。

マナーに込められた思い

1

⚫私はこの後、どのように変わっていくのでしょうか。

1

1

◎ルールを設けることで大成功に見えたにもかかわらず、住民からの意外な答
えを聞いて職員たちはどのように思ったでしょうか。
⚫「マナーからルールへ。そして、マナーへ。」には、どのような願いが込めら

1

れているでしょうか。
⚫あなたは、ルールやマナーを守るには、どのような考えが大切だと思いますか

二通の手紙

C-(10)
遵法精神、公徳心

きまり

自他の権利を大切にし、義務を果たすことで、互いの自由意志が尊重され
、結果として規律ある安定した社会が実現することに気付き、社会の秩序
と規律を自ら高めていこうとする意欲と態度を育てる。

。
⚫二人の姉弟を入園させた元さんをどう思いますか。
◎この年になって初めて考えさせられることとは、どんなことだったでしょうか
。

1

⚫元さんが晴れ晴れとした顔で身の回りを片付け、自ら職を辞し、職場を去って

キスからもらった勇気

C-(11)
公正、公平、社会正義

友好の絆

現実の社会における矛盾や葛藤に対し、単に現状を諦めて見過ごすのでは
なく、正義と公正さを重んじその解決に向けて協働し、国や立場を越えて
誰に対しても公平に接しようとする心情を育てる。

行ったのはどうしてでしょう。
◎ポーランドの孤児達を受け入れたり、ボランティアの申し入れが殺到した背
景には、どのような考えがあったのでしょうか。
⚫一人の看護師の優しいキスには、どんな思いが込められていたのでしょうか。

1

⚫七十年後、日本の大震災の救援活動にポーランドがいち早く参加したのは、ど

こんなとき、どうしたら
いいの？

C-(11)
公正、公平、社会正義

障害者差別解消法

うしてでしょうか。
世の中のあらゆる差別や偏見をなくすよう努力し、望ましい社会の実現に ◎めぐみさんを見かけたら、あなたはどうしますか？また、周りの環境で、改善
積極的に努めようとする実践意欲と態度を育む。
できることはありませんか？
1

地域社会の一員としての自覚を深め、地域を支えてきた先人や諸先輩を尊
敬し感謝の念をもって、地域社会の発展に努めようとする心情を育てる。
ロックンローラー

C-(12)
社会参画、公共の精神

地域社会への参画

⚫潤ちゃんは、どのような思いでヒロに仲間を集めるような声を掛けたのでしょ
うか。
⚫雲をつかむような話だったと思っていたが、活動していくうちにどんなことに

1

気づいていったのでしょうか。
◎ヒロが、世代の違う人達との話が段々楽しくなって、他の友達にも声を掛け

秀明の初ボランティア

C-(12)
社会参画、公共の精神

現代社会の課題を知り、よりよい社会を実現するために、どのように連帯
すべきかについて多様な見方、考え方から学ぶことを通して、進んで社会
知ることからはじまる社会
に参画し社会のとの関わりを大切しようとする心情を育む。

づくり

◎ホームレスのことを知った秀明は、どんなことを思ったのでしょうか。
⚫秀明が夜回りの活動に参加したいと思ったのはどうしてでしょうか。
⚫秀明の心がなんだか軽くなったような気分になったのは、どうしてでしょうか

1

。

繁盛のためには

C-(13)
勤労

勤労の意義

先人の生き方から学び、勤労がもたらす社会貢献の成就感や充実感につい
て考えを深め、勤労を通して自己の役割や責任を積極的に果たそうとする
実践意欲や態度を育てる。

◎常安の「度を超せ」というエピソードをどう思いますか。

ボランティア活動は、ボランティアする人と受ける人とが対等の立場の気
持ちになることの大切さや、社会貢献に伴う喜びが自らの生きがいや充実
感につながることに気付き、社会への奉仕の精神を大切にしようとする心
情を育む。

⚫中井さんとの会話から、加山さんが気づかされたことは、どんなことでしょう
か。
◎加山さんが田中さんに謝らなければならないと思ったのはどうしてでしょう
か。
⚫あなたはボランティア活動に、どのような気持ちで参加しようと思いますか。

⚫えつことゆうたが、サンおっちゃんから学んだことは、どんなことだったでし
ょう。

1

⚫えつことゆうたは、どんな学園祭でどんな工夫をしたでしょうか。

加山さんの願い

C-(13)
勤労

奉仕の気持ち

1

母のアナウンス

C-(14)
家族愛、家庭生活の充実

C-(15)
15分間のクリーン大作戦 より良い学校生活、集団生
活の充実

よ～いや、さ～～

C-(16)
郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度

働く母の姿に学ぶ

自分と家族との関わり、家庭生活の在り方が人間としての生き方の基礎で
あることを十分に理解するとともに、父母を敬愛し家庭生活を営む上で自
分はどのような役割を果たせば良いのかを考えること大切に思う心情を育
てる。

⚫友達のゆかの話を聞いて、かすみはどんなことを考えたのでしょうか。
⚫偶然乗り込んだバスで母のアナウンスを聞いたかすみは、どんな気持ちになっ
たでしょうか。

1

◎母が運転を再開した時には、自然と涙が頬を伝っていたのは、どうしてでしょ

学校生活の充実

自らの所属する集団の目的や意義を理解するとともに、集団の在り方につ
いて、その一員として多様な視点で考えを深め、協力し合って集団の向上
に努めようとする意欲と態度を養う。
郷土の先人の思いに触れ感謝の心をもち伝統と文化を大切にし、地域社会
の一員としての自覚をもって郷土を愛し進んで継承しつつ郷土の発展に努
めいこうとする意欲と態度を育てる。

祭りに込められた魂

うか。
◎ぼくは生徒会の人たちのクリーン作戦をどう思っていたでしょう。
⚫ぼくがクリーン作戦に参加したのはなぜでしょうか。

1

⚫明日はだれかを誘ってみようかと思うようになったのは、どうしてでしょうか
。
⚫現地では、郷土の偉人の学習がされていたり、盆踊り唄と踊りが伝承されてい
るのはどうしてでしょうか。
◎盆踊りの興りについて知った筆者が歌声を聞いて、両目をうるませたのはどの

1

ような思いからでしょうか。
⚫女子生徒たちの殉職者への感謝の想いとは、どのようなことか話し合ってみま

受け継がれた夜

C-(16)
郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度

C-(17)
日本にオリンピックを呼
んだ男
我が国の伝統と文化の尊重

郷土の伝統と自己との関わりに気付き、地域の一員としてその発展に貢献
しようとする意欲を育む。

伝統文化の継承

ウズベキスタンの桜

白菊

C-(18)
国際理解、国際貢献

⚫明夫が「おじさんの言っていたことが、分かったぞー」と言うことができたの
は、どうしてでしょうか。

1

⚫地域祭りは、人々にとってどのような意味があるのでしょうか。

国の発展を願って

、国を愛する態度

C-(17)
我が国の伝統と文化の尊重
、国を愛する態度

しょう。
◎私はどのような気持ちで、祭りの日に故郷を訪れたのでしょうか。

日本人としての誇り

平和な世界をつくる

国際社会と向き合い、我が国の一員としての国を愛し自覚と責任を持って ⚫全米水泳選手権での日本チームの活躍を、国民はどのように感じていたのでし
、国際貢献に努めようとすることを大切に思う心情を育てる。
ょうか。
◎和田が、日本のオリンピック招致のために、私財を擲ってまで力を尽くした
のはどうしてでしょうか。
⚫一九六四年、東京オリンピックの開会式を人々はどのような思いで迎えたと思
いますか。話し合ってみましょう。

どのような境遇にあっても、日本人としての誇りを失うことなく国際貢献 ◎アノーラのおばあちゃんが、口ぐせになるほど日本人をほめたのはなぜでし
に努めた先人の生き方を知り、我が国の一員としての自覚と誇りを持って ょうか。
、国際社会において自らの役割と責任を果たそうとする心情を育む。
⚫ウズベキスタンに送られた日本人が、もう一度桜が見たかったなぁと、口々に
言ったのはどうしてでしょうか。
⚫公園などに千三百本もの桜の苗木を植えたのは、どのような思いからでしょう
か。
他国の伝統と文化を尊重し、我が国の伝統と文化に誇りを持ち、国際社会
の一員として世界の平和と人類の発展に貢献するという理想を抱き、その
理想の実現に向けて自らの責任や役割についての考えを深めようとする心
情を育む。

1

1

⚫真珠湾での花火の打ち上げの構想には、どのような思いが込められていたので
しょうか。
◎真珠湾での「白菊」の打ち上げが実現したのは、どうしてでしょうか。

1

⚫「白菊」の打ち上げによって、両国民はどのような考えをもっていくのでしょ
うか。

コンスタンチン君
リレー

命の

D-(19)
生命の尊さ

生命の危機に際して、人々がその生命を救おうと懸命に努力する姿から、
生命の尊さ、命の意味を深く考えようとする心情を育む。
生命を救おうとする努力

⚫もう治療の手立てがないことを伝えられた両親はどのような思いがあったので
しょうか。
◎コンスタンチン君が生死のせとぎわを無事にのりこえられたのは、どうしてで

1

しょうか。また、そこには人々のどのような思いがあったのでしょうか。

キミばあちゃんの椿

ガラスの地球を救え

いのり

D-(19)
生命の尊さ

D-(20)
自然愛護

D-(21)
感動、畏敬の念

生命の尊さを理解し、かけがのない生命を精一杯生きようとする道徳的実
践意欲を培う。
人間の生きる意味

自然との共生

⚫裕介は、病弱な自分を広瀬淡窓に重ねてどのように思ったでしょうか。
⚫万善簿をやってみようと言い出したのは、どうしてでしょうか。
◎キミばあちゃんは、椿を例にどのようなことを伝えたかったのでしょうか。

人間は様々な意味で有限なものであることを深く認識し、自然の中で生か ⚫地球の危機を感じるのは、どのようなことからでしょうか。私たちの身の周り
されていることを自覚する。それにより自然に対して謙虚に向き合い、共 から考えてみましょう。
生してこうとする意識を養う。
◎「むしろこれからが、人類のほんとうの“あけぼの”なのかもしれない」とは
、どんなことでしょうか。
⚫あなたが地球の未来のためにできることは、どんなことでしょうか。
豊かになったことで忘れられたものが何かを考え、わたしが御仏供杉の前
で言葉を失った時の心情を感じることを通して、感動や畏敬の念を感じよ

御仏供杉が教えてくれるこ
うとする態度を育てる。
と

1

1

⚫何代にもわたって受け継がれていたいのりとは、どんないのりでしょうか。
⚫わたしが御仏供杉の前で言葉を失ったのはなぜでしょうか。
⚫あなたが自然の中で心を動かされたことを話し合ってみましょう。

1

絶望からの生還

D-(22)
よりよく生きる喜び

二重の障害を克服して

足袋の季節

D-(22)
よりよく生きる喜び

弱さの克服

二人の剣士

D-(22)
よりよく生きる喜び

よりよく生きる喜び

福島智が両目を失明した後両耳を失聴したことで不安や恐怖と戦いながら
それを克服していった生き方を通して、人間として生きることに喜びを見
出そうとする意欲を育てる。

⚫智さんの日記を読んで、あなたはどのように思いますか。
◎智さんが学問の世界を開くことができたのはどうしてでしょうか。
⚫智さんの生き方から学んだことを話し合ってみましょう。

誰もが心の中に持っている、自己の弱さや醜さに向き合い、やすきに流さ ⚫わたしがおばあさんを小樽局にたずねたのはなぜでしょうか。
れることなく自己の強さ、気高さを育む。
⚫死が絶対なものであると感じたのは、わたしのどのような思いからでしょうか
。
◎あのおばあさんが、わたしにくれた心を今度は、わたしが誰かにさしあげな
ければならないと思えるようになったのはどうしてでしょうか。
人間の心には強い部分も弱い部分もあり、弱さを自覚した時に生まれる気 ⚫泣いているチームメイトの輪に入れず、会場の隅で立ちすくんでいる僕は、ど
高さを理解し、人間として誇りある生き方をしようとする意欲を育てる。
んなことを考えていたでしょうか。
◎僕の涙がとめどなくあふれたのはどうしてでしょうか。
⚫僕は全国大会の後、どのように変わっていくでしょうか。

1

1

1

主題及び指導のねらいと主要な発問

中学3年「生き方を創造する」日本教科書
●基本発問

教材タイトル

内容項目

スイッチ

A-(1)
自主、自律、自由と責任

富士山を誇る

A-(1)
自主、自律、自由と責任

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ

A-(2)
節度、節制

ジャマナカめ

A-(3)
向上心、個性の伸長

栄冠は君に輝く

A-(4)希望と勇気，
克己と強い意志

奇跡のりんご

A-(4)希望と勇気，
克己と強い意志

サムライ、西洋技術に挑
む

A-(5)
真理の探究，創造

帰郷

B-(6)
思いやり、感謝

明日への光

B-(6)
思いやり、感謝

礼儀はなぜ必要なのか

B-(7)
礼儀

一通のメッセージから始
まる物語

B-(8)
友情、信頼

主題名

ねらい

◎中心発問

主な発問 ※中心発問は◎で記載

時間数

探せ、自分スイッチ

自分の行為が及ぼす結果について深く考え、自らを律し、自分や周囲の人
たちに対して誠実に向き合い、誇りをもって責任ある行動をとろうとする
心情を育てる。

◎絵里たちは田原先生の「試されているんだぞ。」という言葉から、何に気がついた
のでしょうか。
⚫この後絵里たちはどう変わったでしょうか。
⚫あなたが、“スイッチを切り替えよう”と思った瞬間はどんな時ですか。

富士山を誇るには

自己の行為が及ぼす結果について深く考え、自らを律し、自分や社会の人
たちに対して常に誠実でなければならないことを自覚し、人間として誇り
をもった、責任ある行動をとろうとする意欲と態度を育成する。

◎筆者はなぜ「この美しい富士山を真に世界に誇るために、私たちには考えなければな
らないことがまだまだありそうだ」と感じたのでしょうか。
⚫富士山を誇るために考えなければいけないことは何でしょうか。

1

もったいないとは…

物を大切にすることの意義に気付き、望ましい生活習慣を身に付け安全で
調和のある生活の実現に努め、自分自身の将来を豊かにしていこうとする
心情を育てる。

◎「もったいない」の言葉の奥には、どんな思いや考えがあるのでしょうか。
⚫世界中の人たちが、“自分くらいいいや”という思いでいたら、地球はどうなっていく
でしょうか。

1

挫折の先の自分

先人の生き方との出会いを通して、充実した人間としての生き方について
の自覚を深め、挫折や試練を乗り超え、これまで気付かなかった自分自身
のよさや個性を伸ばしていこうとする心情を育む。

◎他の人がやりたくても挑戦できないことをやろうと思ったのは、どうしてでしょう
か。
⚫山中さんの生き方から学んだことについて話し合ってみましょう。

1

『栄冠は君に輝く』に込められた思いを知ることがきっかけとなって再び
野球に向き合う主人公の姿から、挫折や苦しみにぶつかっても自分自身に
負けず、新たな目標に向けて生きることを大切にしようとする心情を育て
る。

⚫なぜ主人公は苦い思い出の場所へ再び戻ってきたのでしょうか。
◎なぜ主人公は「栄冠は“僕”に輝く」と言っていたのに、「“君”に輝く」と言えるよ
うになったのでしょうか。

1

生涯をかけての理想や目標をもち、困難や失敗を乗り越え逆境から立ち直
る力は、努力し続けることや日々の生活を充実させ社会の発展を支えるこ
とに繋がることに気付き、それを自己の生き方に生かそうとする心情を育
てる。

◎りんごの白い花が一斉に咲いているのを見た時、木村さんの心にはどんな思いがあ
ふれてきたのでしょうか。
⚫なぜ木村さんはあきらめずに挑戦しつづけられたのでしょうか。

1

何もないところから、新たなものを生み出した先人たちの「知恵と工夫」
に着目し、探究心からの創造が、社会の発展や学問、科学技術に貢献する
ことに気付くとともに、好奇心を持って主体的に、協働的に取り組むこと
の大切さを生かそうとする心情を育てる。

◎幕末期に高い志を持ち、道を切り開いていった先人たちが私たちに残したものは何
でしょうか。
⚫あなたの地域で発展に貢献した人を調べてみましょう。

1

自分も他者も、共にかけがえのない存在であるということを自覚し、自己
を支えてくれる多くの人の善意に感謝し、温かい人間愛の精神を深めると
ともに、これを模索し続けることの大切さを自己に生かそうとする心情を
育てる。

◎なぜ町の人たちは研一たちに優しくしてくれるのでしょうか。
⚫本当の優しさ”とは、一体どのようなことでしょうか。

言葉の重み

家族やまわりの人との何気ない日常会話の中に、人の心を前向きにさせる
力があることや多くの人々の愛情と善意に自分が支えられていることに気
づき、それらに応えようとする実践意欲と態度を育てる。

◎被災者からの「ありがとう」や「頑張りましょう」は、主人公に何をもたらしたの
でしょうか。
⚫主人公がこの状況を乗り越えられたのは、どうしてでしょうか。

◎なぜ礼儀正しいことが大切だとされているのでしょうか。

Ｔ・Ｐ・Ｏに応じて

礼儀の基本は相手の人格を尊重し尊敬や感謝などの気持ちを具体的に示す
ことを理解し、時と場や目的に応じて主体的に適切な言動を行うための判
断力を養う。

⚫もしあなたが葵なら、「あのね……。」の後、何と言いますか。
◎この後、沙織と葵の関係はどうなったと思いますか。話し合ってみましょう。

真の友情

互いの個性を認め、相手への尊敬と幸せを願い信頼関係を基盤とした人間
関係を構築することの大切さに気付き、真の友情を築こうとする実践意欲
と態度を育てる。

リベンジ

挑戦

新しいものの創造

感謝の心を支えるもの

1

1

1

1

1

人間として、互いの人格を尊敬し高め合い、共に悩みや葛藤を克服するこ
とで、より一層深い友情を構築していこうとする実践意欲や態度を養う。
嵐の後に

B-(8)
友情、信頼

リョウとマキ～Ｓｔａｎ
ｄ ｂｙ Ｍｅ～

B-(8)
友情、信頼

席を譲ってはいけないの
ですか

B-(9)
相互理解、寛容

誓い

C-(10)
遵法精神、公徳心

苦悩の決断

C-(10)
遵法精神、公徳心

ニュースで討論「支え合
いは当たり前」

語り伝えるもの

プラットホームでのでき
ごと

ライフ・ロール

総菜屋のおばちゃんと私

一冊のノート

迷わず選ぶ

C-(11)
公正、公平、社会正義

C-(11)
公正、公平、社会正義

C-(12)
社会参画、公共の精神

C-(12)
社会参画、公共の精神

C-(13)
勤労

C-(14)
家族愛、家庭生活の充実

C-(14)
家族愛、家庭生活の充実

友への信頼

⚫やる気のなさを見せつけていた明夫に面と向かって何も言えなくなってしまい、明夫
の後始末を勇太が請け負っていたのはどうしてでしょうか。
◎俺が驚くくらい素直な気持ちになれたのはどうしてでしょうか。
⚫友達とのよい関係について、考え話し合ってみましょう。
◎真希や圭一は、諒に何に気づいてほしいと思っているのでしょうか。
⚫なぜ諒は、“大切な人を失ってしまう”という不安にかられているのでしょうか。

友への期待

相手の内面的なよさに目を向け、相手の成長を心から願って、互いに励ま
し合い、忠告し合える信頼関係を築いていこうとする実践意欲と態度を育
てる。

◎あなたはどの意見に一番共感できますか。理由も合わせて考えてみましょう。

他者との相互理解

人には、それぞれ自分のものの見方や考え方があり、それらが尊重される
ためには、互いが相手の存在や考えを認め尊重する寛容の心を持ち、自分
をより成長させるために謙虚に他者に学ぼうとする心情を育む。

法やきまりが、自分たちを守るだけではなく、自分たちの社会、世界を安
定的なものにしていることを理解し大切にしようとする心情を培う。

◎長年、暗黙の了解が守られてきたのはなぜでしょうか。
⚫何のために法やルールがあるのでしょうか。

1

1

法の原理

きまりを超える願い

1

法やきまりは、社会を安定的なものにし、人の生活をよりよくするために
あることに気が付き、よりよいものに変えていこうとするなど、進んで法
やきまりに関わることを大切にしようとする心情を育てる。

◎千畝がビザを書くことを決断したのはどうしてでしょうか。
⚫ぼろぼろになったビザを見た時、千畝はどんな思いになったのでしょうか。

正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会
の実現に努めようとする実践意欲と態度を養う。

◎ニュースを読んで、あなたはどう思いますか。
⚫差別や偏見のない社会の実現のために、一人ひとり何ができるでしょうか。

1

支え合うということ

正義を貫く心

1

自らの命を懸けて民を救おうとした主人公の心情を考えることを通して、
望ましい社会の理想を掲げ、正義が通り、公平公正な社会が実現すること
を大切に思う心情を育む。

◎なぜ惣五郎は命を懸けてまで直訴をしたのでしょうか。
⚫あなたは惣五郎の行動について、どのように思いますか。

自分も社会の一員であることを自覚し、社会連帯や公共の精神についての
考えを深め、互いに積極的に協力し合おうとする実践意欲と態度を培う。

◎もしあなたがこの場に居合わせたらどうしますか。
⚫見ず知らずの人々が団結することができたのはなぜでしょうか。

1

人々が団結するために

1

主人公の自己中心的で自分勝手な言動を省みることを通して、家庭や社会
の一員としての生き方や社会の在り方について深く考え、よりよい民主的
な社会を実現するために、互いに助け合い励まし合いながら社会連携を深
めようとする心情を養う。

◎お母さんの決断を知った主人公は、なぜ複雑な気持ちになったのでしょうか。
⚫あなたの人生にとって、あなたが担う役割はどんなものがあるか考えてみましょう。

勤労の喜び

勤労の尊さや意義を理解し、勤労を通して社会貢献に伴う喜びが生きがい
のある人生の実現に繋がることに気付き、将来の生き方に生かそうとする
心情を度を培う。

⚫おばちゃんはどのような思いで働いていたのでしょうか。
◎この後主人公の心はどのように動き出していくのでしょうか。
⚫あなたは将来、どのような思いで働きたいですか。周りの人の考えも聞いてみましょ
う。
⚫老いていく祖母を見て、僕はどんな気持ちだったでしょうか。
◎僕が祖母と並んで草取りを始めることができたのはなぜでしょう。

家族の思い

家族の大切さを知り，自分が家族の中でどのような立場にあり、どのよう
な役割を果たせばよいのか、敬愛のする気持ちを深めながら，自らが家族
の一員としての自覚をもって充実した生活を築こうとする心情を育む。

⚫成道の父が息子に厳しかったのはなぜでしょうか。
◎それでも迷わず「視力をください」と答える父の思いについて考えてみましょう。

家族の深い愛情

今の自分は、父母や祖父母によってかけがえのない子どもとして深い愛情
をもって育てられたことに気づき、家族に敬愛の気持ちをもって大切にし
ようとする道徳的心情を育成する。

社会連帯の自覚

1

1

1

1

1

明かりの下の燭台

C-(15)
より良い学校生活、集団生
活の充実

なせば成る

C-(16)
郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度

集団の中の役割

主人公の生き方から、集団の中での個人の役割について考えさせ、利己心
や狭い仲間意識を克服し、協力し合って集団生活の向上に努めようとする
心情を育てる。

⚫もしあなたが鈴木さんだったならば、どこでどのような判断をしていましたか。
⚫鈴木さんが最後までマネージャーを務めあげることができたのは
どうしてでしょうか。

⚫なぜ鷹山は自ら鍬を取って働こうと思ったのでしょうか。
◎「なせば成る」という言葉が私たちに伝えていることはなんでしょうか。

郷土を愛した先人に学ぶ

地域、郷土の発展に尽くし自己の人生を大切に生きた先人の努力とその精
神を知り、そのよさを理解し尊敬と感謝の念をもち、自らも郷土の伝統や
文化の継承者としてその発展に努めようとする心情を養う。

法隆寺をささえる心

我が国の発展に尽くし優れた伝統と文化を育んできた先人たちの努力と精
神をたどり、その価値を継承するとともに新たな文化を育んできた先人た
ちの努力を想像して我が国の発展に努めていこうとする心情を育む。

◎小川さんが宮大工をする上で大切にしていることは何でしょうか。
⚫身の回りのもので、長く受け継がれてきた日本人の技や知恵にはどんなものがあるで
しょうか。

C-(17)

不揃いでなくちゃあかん
我が国の伝統と文化の尊重
のや

1

1

1

、国を愛する態度

C-(17)
小泉八雲が見た出雲の国 我が国の伝統と文化の尊重
、国を愛する態度

ぼくの留学体験記

海と空

ひさの星

臓器移植をめぐる命と心

C-(18)
国際理解、国際貢献

C-(18)
国際理解、国際貢献

D-(19)
生命の尊さ

D-(19)
生命の尊さ

外国の先人からみた日本について考えることを通して、我が国固有の伝統
と文化に誇りをもちそれを継承するとともに、新たな文化を創造してその
ラフカディオ・ハーンのみた 発展に努めようとする意欲と態度を育てる。
日本

◎なぜラフカディオ・ハーンは、小泉八雲として日本で生きたのでしょうか。
⚫あなたが日本を外国に誇るならば、どんなことを取り上げたいですか。

広く社会の諸情勢に目を向け、国際社会で生きる能力を身に付けることの
大切さに気付き、社会の変化に能動的に対応できるとともに国際社会にお
誠実なコミュニケーション いて自らの役割と責任を果たそうとする実践意欲と態度を育てる。

◎主人公は一瞬ためらっても断ることができたのは、どうしてでしょうか。
⚫コミュニケーションをとる上で大切なことはどんなことでしょうか。

国際社会に生きる

D-(19)
生命の尊さ

◎「海と空」それが水平線で一つになっていた。”とは、どのようなことを意味してい
るのでしょうか。

政吉の生命を救い、自らの生命を落としたことを知った村人たちの心情を
考え、生命についての考えを深められるようにする。

◎政吉からひさの行動を聞いた村人たちはどう思ったのでしょうか。
⚫あなたはひさの行動をどう思いますか。

峠

不思議な光景

いつかは言いたい二度目
のごめん

D-(21)
感動、畏敬の念

D-(22)
よりよく生きる喜び

1

生かされている生命

臓器移植から考える生命尊
重

1

臓器移植についての肯定側と否定側の意見を理解し、臓器移植のこれから
の在り方を考えることを通して、生命尊重への態度を育てる。

◎臓器移植に関してどのような問題が考えられるでしょうか。「提供する側」と
「提供される側」の両方の立場から考えてみましょう。
1

⚫大石さんは、会いに来てくれた高校生に何を伝えたかったのでしょうか。
◎大石さんにとって、〈いのち〉とはどういうものなのでしょうか。

大切ないのち

1

自然の営みから生命の息吹や多様な様相を感じ取り，感動や畏敬の念を深
め，尊び愛そうとする心情を育む。

D-(20)
自然愛護

1

国による感じ方や考え方、生活習慣が違っても、どの国の人々も同じ人間
として尊重し合い、差別や偏見を持たず能動的に対応し、国際社会におい
て世界の平和と人類の発展に努めようとする心情を育む。

生命の尊さ、生きていることの有難さから、自分にある命の意味を深く考
えようとする心情を育む。
いのちの絆

1

◎“私”は峠の道を登りながら、何と出会い、どんなふうに感じているのでしょうか。
⚫あなたがこれまで出会った自然の美には、どのようなものがあるでしょうか。

自然の美しさ

自然への畏敬の思い

よりよく生きる喜び

1

地球に帰還した宇宙飛行士の体験談から、巨大なエネルギーのうずまく宇
宙に対する人間の存在の小ささ、はかなさを認識する。これにより、人間
の力の有限性を感じるとともに、人間の力を超えたものに対する畏敬の念
を養う。

◎宇宙飛行士は、どのような思いでひざまずいて天を仰ぎ祈ったのでしょうか。
⚫このはかりしれない宇宙の中の一員であるとは、どのような感覚なのでしょうか。

いじめの醜さを知り、正義と公正さを重んじ、いじめを許さない道徳的心
情を育てる。

◎なぜ“私”は優子に連絡をとる決心がついたのでしょうか。
⚫三十年ぶりに会った“私”と“優子”は、どのような会話をしたのでしょうか。それぞれ
の立場になって考えてみましょう。

1

1

自己の心の中にある弱さや醜さと向き合い，それを克服していくことで，
人間としてのよりよく生きる生き方に近付こうとする態度を育む。
二人の弟子

D-(22)
よりよく生きる喜び

エゴイスト

D-(22)
よりよく生きる喜び

自分の心との向き合い

弱い自分と向き合う

教材の中の姑と自分の姿を重ね合わせ、自分の弱さや醜さは誰にでもあり
、それを素直に見つめ、乗り越えていこうとする生き方の素晴らしさに気
づかせる。

◎なぜ道信はもう一度修行をしようと思ったのでしょうか。
⚫智行の知らずにあふれてくる涙には、どのような意味があったのでしょうか。
⚫あなたは上人、道信、智行の三人のうち、誰の気持ちに一番共感できますか。
理由も合わせて考えてみましょう。

1

⚫なぜ自分のことはなかなかわからないのでしょう。
◎エゴイスト”にならないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか。
1

