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道徳科における個別最適な学び、
協働的な学びの実現を目指して



はじめに

おもちゃのカンヅメ

チョコボールを買う

金エンゼル１枚 or 銀エンゼル５枚



はじめに

チョコボールを
1箱（24個入）
を買う

エンゼル付きのチョコボールの見分け方を見つける

銀エンゼルの当
て方を見つける

箱の中
配置？

製造番
号？

色？

1箱の中で、
製造番号の印字の色が薄かったり、濃かったり
キャラクターの色が微妙に違うものがあったら、
それが銀エンゼル付きのチョコボール！！

容器のの
りづけの
位置？

個包装
の袋？



はじめに

チョコボールを
1箱（24個入）
を買う

エンゼル付きのチョコボールの見分け方を見つける

銀エンゼルの当
て方を見つける

箱の中
配置？

製造番
号？

色？

1箱の中で、
製造番号の印字の色が薄かったり、濃かったり
キャラクターの色が微妙に違うものがあったら、
それが銀エンゼル付きのチョコボール！！

容器のの
りづけの
位置？

個包装
の袋？

問いづくり

授業で何を学ばせるか
授業後の
子どもの姿
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テーマ

子どもの学びを意識した授業づくり

1．パッケージ型ユニットについて

2．パッケージ型ユニットでの授業づくり

3．夢の教室と関連させた道徳科の授業づくり



パッケージ型ユニット

パッケージ型ユニットとは

複数時間の道徳科授業に共通のテーマ性をもたせて
意図的に関連づけた複数価値・複数時間で小単元を
構成し、子どもの「問い」が一貫する道徳学習ス
トーリーを意図的に紡ぐ道徳科教育学的な視点で展
開する授業方法理論です。

（『365日の全授業 小学校道徳』明治図書）



パッケージ型ユニット

（『365日の全授業 小学校道徳』明治図書）

1時間目
（道徳）

限りある
いのちの尊さ

2時間目
（道徳）

いのちを大切
にする意味

3時間目
（道徳）

自他のいのちを
尊重する態度

テーマ例：いのちを感じよう

重層型ユニットタイプ
同一の価値内容を複数時間重ねることで設定テーマへの深い学びを促す



パッケージ型ユニット

（『365日の全授業 小学校道徳』明治図書）

1時間目
（道徳）

公正・公平な
言動

2時間目
（道徳）

信頼し友情を
深める

3時間目
（道徳）

自他の生命を
尊重する態度

テーマ例：いじめを考える

連結型ユニットタイプ
多面的・多角的な視点から異なる内容価値で構成して学習深化を促す



パッケージ型ユニット

（『365日の全授業 小学校道徳』明治図書）

1時間目
（道徳）

他者を思いやり
感謝する態度

4時間目
（道徳）

社会に奉仕する
態度

テーマ例：社会の一員として

2時間目
（特活）

社会参画意
識の醸成

複合型ユニットタイプ
テーマを複眼的視点から捉えて他教科等と関連付けて構成して学習深化を促す

3時間目
（社会）

基本的人権
の尊重



パッケージ型ユニットのよさ

参考（『365日の全授業 小学校道徳』明治図書）
（ 『道徳教育』2018年2月号 明治図書）

1．学びに深まりが期待できる。

2．課題意識を継続することができる。

3．道徳的に成長する姿を見せるようになる。



キャンプと関連させてユニットをつくる

パッケージ型ユニットでの授業づくり

児童の実態

・友だちと仲良くできるが、けんかも起こる
・男女の協力はできている
・廊下を走ったり、時間を守れなかったりする
・当番を忘れてしまう事がある
・失敗を恐れて、積極的に行動できない

教師のねがい
・多くの子と関わり、仲良くなって欲しい
・時間を守って行動できるようになって欲しい
・いろいろな事に自分からチャレンジして欲しい

友情・信頼 相互理解・寛容 規則の尊重 希望と勇気
努力と強い意志

キャンプを通して深めさせたい価値項目



道徳科の全体計画 別葉（ユニットをつくる前）

（道徳開き）
命の詩―電池が切れるまで

D（19）生命の尊さ
道案内

B（7）親切，思いやり
公園のきまりを作ろう
C（12）規則の尊重

わたしは飼育委員
C（16）よりよい学校生活，集

団生活の充実

だれもが幸せになれる社会を
C（13）公正，公平，社会正義

クール・ボランティア
C（14）勤労，公共の精神

真の看護を求めて―ナイチン
ゲール

A（6）真理の探究

お客さま
C（12）規則の尊重

千羽づる
A（2）正直，誠実

一ふみ十年　
D（20）自然愛護

流行おくれ
A（3）節度，節制

自分の身は自分で守る
A（3）節度，節制

祖母のりんご
C（15）家族愛，家庭生活の充

実

ドッジボール対決
B（10）友情，信頼

友のしょうぞう画①
B（10）友情，信頼

「自分らしさ」を見つめよう
A（4）個性の伸長

ブランコ乗りとピエロ①
B（11）相互理解，寛容

おおきに，ありがとう
C（17）伝統と文化の尊重，国

や郷土を愛する態度

うばわれた自由
A（1）善悪の判断，自律，自

由と責任

宇宙から見えたもの
D（21）感動，畏敬の念

アンパンマンがくれたもの
D（22）よりよく生きる喜び

あいさつって
B（9）礼儀

夢の教室
A（5）希望と勇気、努力と強い

意志

いこいの広場
A（1）善悪の判断，自律，自

由と責任

すれちがい
B（11）相互理解，寛容

友のしょうぞう画②
B（10）友情，信頼

水がわたる橋―通潤橋
B（8）感謝

ブランコ乗りとピエロ②
B（11）相互理解，寛容

小さな国際親善大使
C（18）国際理解，国際親善

マークが伝えるもの①
B（7）親切，思いやり

おばあちゃんからもらった命
B（8）感謝

「同じでちがう」
D（19）生命の尊さ

世界最強の車いすテニスプ
レーヤー―国枝慎吾
A（5）希望と勇気，努力と強い
意志

マークが伝えるもの②
B（7）親切，思いやり

学級活動

1年間の目標を立てる　A（5）

係決め　　C（16）

清掃への取り組み　C（14）

楽しい給食

A（3）／B（8）／C（14）

挨拶とマナーB（9）

宿泊移動教室のテーマ決め

雨の日の過ごし方　A（3）

宿泊移動教室に向けての単元づくり

お楽しみ集会　B（10）

もうすぐ夏休み　A（3）

係の仕事を見直す　C（16） 図書館の活用　C（12） かぜの予防　A（3） お楽しみ集会　B（10）

もうすぐ冬休み　A（3）

係の仕事を見直す　C（16） お別れ会の計画　B（10） お別れ会　B（10）

もうすぐ６年生　C（16）

児童会活動 前期児童会任命式　C（16） スマイルレク大会　B(7)/C（16） ６年生を送る会　C（16）

クラブ活動
クラブ活動開始　C（16） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） 活動を振り返ろう　A（5）

学校行事
入学式　C（16）

１年生を迎える会　Ｂ（７）　C（16）

避難訓練　D（19）

夢の教室　A（5）

健康診断　A（3）

小中合同引き取り訓練　A（3） 終業式　C（16） 始業式　C（16）

健康診断　A（3）

宿泊移動教室　B（10）/B(11)

健康診断　A（3）

運動会　Ｂ（７）C（16）

芸術鑑賞教室　D（21）

避難訓練　A（3）

終業式　C（16） 始業式　C（16） ６年生を送る会　C（16）

卒業式　C（16）

終了式　C（16）

道徳「きみがいちばんひかるとき」　全体計画 別葉　5年（令和４年度～） 　　　　

学校の重点目標 一人ひとりが育む豊かな心　魅力ある学校づくり

特別活動

9月 10月 11月 12月月 4月 5月 6月 7月内容

道徳
「きみがいちばんひかる

とき」

B(7)親切、思いやり重点内容項目 B(10)友情、信頼 B(11)相互理解、寛容

1月 2月 3月

パッケージ型ユニットでの授業づくり



キャンプと関連させてユニットをつくる

テーマの共通理解

自分たちに付く力

パッケージ型ユニットでの授業づくり



キャンプと関連させてユニットをつくる

パッケージ型ユニットでの授業づくり



１時間目
（特活）

テーマの共通理解
ユニットをつくる

学校行事
キャンプ

テーマ：キャンプのテーマを達成させよう

2時間目
（道徳）

規則の尊重

3時間目
（道徳）

友情・信頼

4時間目
（道徳）

希望と勇気
努力と強い意志

連結型ユニットタイプ
多面的・多角的な視点から異なる内容価値で構成して学習深化を促す

パッケージ型ユニットでの授業づくり
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B（7）親切，思いやり
公園のきまりを作ろう
C（12）規則の尊重

わたしは飼育委員
C（16）よりよい学校生活，集

団生活の充実

だれもが幸せになれる社会を
C（13）公正，公平，社会正義

クール・ボランティア
C（14）勤労，公共の精神

真の看護を求めて―ナイチン
ゲール

A（6）真理の探究

お客さま
C（12）規則の尊重

千羽づる
A（2）正直，誠実

一ふみ十年　
D（20）自然愛護

流行おくれ
A（3）節度，節制

自分の身は自分で守る
A（3）節度，節制

祖母のりんご
C（15）家族愛，家庭生活の充

実

ドッジボール対決
B（10）友情，信頼

友のしょうぞう画①
B（10）友情，信頼

「自分らしさ」を見つめよう
A（4）個性の伸長

ブランコ乗りとピエロ①
B（11）相互理解，寛容

おおきに，ありがとう
C（17）伝統と文化の尊重，国

や郷土を愛する態度

うばわれた自由
A（1）善悪の判断，自律，自

由と責任

宇宙から見えたもの
D（21）感動，畏敬の念

アンパンマンがくれたもの
D（22）よりよく生きる喜び

あいさつって
B（9）礼儀

夢の教室
A（5）希望と勇気、努力と強い

意志

いこいの広場
A（1）善悪の判断，自律，自

由と責任

すれちがい
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水がわたる橋―通潤橋
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ブランコ乗りとピエロ②
B（11）相互理解，寛容

小さな国際親善大使
C（18）国際理解，国際親善

マークが伝えるもの①
B（7）親切，思いやり

おばあちゃんからもらった命
B（8）感謝

「同じでちがう」
D（19）生命の尊さ

世界最強の車いすテニスプ
レーヤー―国枝慎吾
A（5）希望と勇気，努力と強い
意志

マークが伝えるもの②
B（7）親切，思いやり

学級活動

1年間の目標を立てる　A（5）

係決め　　C（16）

清掃への取り組み　C（14）

楽しい給食

A（3）／B（8）／C（14）
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お楽しみ集会　B（10）

もうすぐ夏休み　A（3）

係の仕事を見直す　C（16） 図書館の活用　C（12） かぜの予防　A（3） お楽しみ集会　B（10）

もうすぐ冬休み　A（3）

係の仕事を見直す　C（16） お別れ会の計画　B（10） お別れ会　B（10）

もうすぐ６年生　C（16）

児童会活動 前期児童会任命式　C（16） スマイルレク大会　B(7)/C（16） ６年生を送る会　C（16）

クラブ活動
クラブ活動開始　C（16） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） クラブを楽しもう　A（4） 活動を振り返ろう　A（5）

学校行事
入学式　C（16）

１年生を迎える会　Ｂ（７）　C（16）

避難訓練　D（19）

夢の教室　A（5）
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卒業式　C（16）

終了式　C（16）

道徳「きみがいちばんひかるとき」　全体計画 別葉　5年（令和４年度～） 　　　　

学校の重点目標 一人ひとりが育む豊かな心　魅力ある学校づくり

特別活動

9月 10月 11月 12月月 4月 5月 6月 7月内容

道徳
「きみがいちばんひかる

とき」

B(7)親切、思いやり重点内容項目 B(10)友情、信頼 B(11)相互理解、寛容

1月 2月 3月

学びを明確にした事で、年カリの変更を最小限にできた

パッケージ型ユニットでの授業づくり



主題 ： 時間を守る（規則の尊重）
教材名：「公園のきまりを作ろう」

公園のイラストを見て、人々のいろいろな行動から、気にかかったところ
を解決するためにどのようなきまりがあればよいかを考える教材である。

パッケージ型ユニットでの授業づくり



主題 ： チームワーク、気遣い、助け合い、友情（友情、信頼）
教材名：「ドッジボール対決」

1組の都は2組の団結力がうらやましいと、寂しそうに言った。クラスの団結
力を強めるために、ドッジボール対決をしようと提案した。作戦会議の中で、
相手の組の人とは話さない事が決まった。僕は分かったと返事をする。

パッケージ型ユニットでの授業づくり



主題 ： 一生懸命、努力（希望と勇気、努力と強い意志）
教材名：「世界最強の車いすテニスプレイヤー」

水泳の記録会で投げやりになっていたぼくは、車いすテニスプレイヤーの番
組を見る。努力こそが自信につながる。そんな国枝選手の姿を見て、「やる
しかない」と力が湧いてくる話である。

パッケージ型ユニットでの授業づくり



道徳科の時間のふりかえりの発問

時間を守る（規則の尊重）
「公園のきまりを作ろう」

きまりを守ってよかったなと思う事には、
どんなことがありますか。

チームワーク、気遣い、助
け合い、友だち（友情、信
頼）「ドッジボール対決」

誰かと本当の友情をもつ関係になるとき、
今の自分に必要なことは何ですか。

一生けん命、努力（努力と
強い意志）
「世界最強の車いすテニス
プレーヤー」

二人の生き方から、あなたはどんなことを
学びましたか。

道徳的心情

実践意欲と態度

実践意欲と態度

パッケージ型ユニットでの授業づくり



パッケージ型ユニット ふりかえり

時間を守る（規則の尊重）
「公園のきまりを作ろう」

きまりを守ってよかったなと思う事には、
どんなことがありますか。 道徳的心情



パッケージ型ユニット ふりかえり

チームワーク、気遣い、助
け合い、友だち（友情、信
頼）「ドッジボール対決」

誰かと本当の友情をもつ関係になるとき、
今の自分に必要なことは何ですか。 実践意欲と態度

意見を尊重
し合える



パッケージ型ユニット ふりかえり

一生けん命、努力（努力と
強い意志）
「世界最強の車いすテニス
プレーヤー」

二人の生き方から、あなたはどんなことを
学びましたか。 実践意欲と態度



パッケージ型ユニット ふりかえり

達成できた まあまあ達成できた
あまり達成
できなかった

達成できなかった

１５人 １１人 ２人 ０人

Ｑ．１ テーマは達成できましたか？

役立った どちらとも言えない 役に立たなかった

20人 6人 0人

テーマを達成する時、
道徳科の学習は役に立った？



パッケージ型ユニット ふりかえり

キャンプ後のふりかえり（テーマについて）



パッケージ型ユニット ふりかえり

キャンプ後のふりかえり（テーマについて）



パッケージ型ユニット ふりかえり

達成できた まあまあ達成できた
あまり達成
できなかった

達成できなかった

１５人 １１人 ２人 ０人

Ｑ．１ テーマは達成できましたか？

役立った どちらとも言えない 役に立たなかった

1人 0人 1人

テーマを達成する時、
道徳科の学習は役に立った？



パッケージ型ユニット ふりかえり

キャンプ後のふりかえり（テーマについて）

（多分）役に立った

友だちとけんかをしてしまった
とき、意識できてなかった。
時間を意識して行動したし、
キャンプファイヤーの出し物は
頑張った



パッケージ型ユニット ふりかえり

キャンプ後のふりかえり（テーマについて）

あまり役に立たなかった

グループ活動のときに、意識で
きていなかった。
体力の差で別行動をとるのを許
してしまった。



パッケージ型ユニット

成果 ・学びを明確にした事により、学習した事を意識して行動
する児童が多く見られた
・自分ごととして考える姿が多く見られた

課題 ・子どもの必要としている「希望と勇気、努力と強い意志」
と教材のそれにズレがあり、キャンプに向けて落とし込め
なかった

・道徳科の学習が役に立ったかどうかの判断を、3つの価値
項目を総合的に見て判断する子もいれば、自分のこだわる
一点に注目して判断する児童もいてふりかえりの基準がバ
ラバラになってしまっていた。

n=28

6人

1人

21人



夢の教室と関連させた道徳科

夢の教室とは・・・

日本サッカー協会が「ＪＦＡこころのプロジェクト」で、様々な
競技の選手を「夢先生」として学校へ派遣し、「夢を持つことや、
その夢に向かって努力することの大切さ」を伝えていく取り組み
です。

参考
「ＪＦＡこころのプロジェクト」

htpps://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/



川股 要佑先生（よっちゃん）の経歴

コツコツ努力

チャレンジを続ける

あきらめない

目標をもつ

夢の教室と関連させた道徳科



内容項目：希望と勇気、努力と強い意志
教材名：世界最強の車いすテニスプレイヤー

国枝選手のこと
（教科書）

川股選手のこと
（夢の教室）

共通解

夢の教室と関連させた道徳科



夢の教室と関連させた道徳科

ふりかえり



夢先生を道徳科で扱って感じたこと

メリット
・学習に積極的に臨む姿が見られる
・話をより身近に感じられる
・学びがつながり、説得力が増す

デメリット
・二人の選手の、逆境を克服した時の思いが微妙に違う
・夢の教室の日に欠席した児童へ配慮が必要

夢の教室と関連させた道徳科



まとめ

児童の実態

教材

授業後の児童

・何をどのように
学ばせるか

学びを明確にする事で、
道徳科の授業づくりを計画的に行うことがで
きた。
→個別最適な学び、協働的な学びにつながる



ご清聴、ありがとうございました。

参考文献・引用文献

田沼茂紀編著（2021）『板書＆イラストでよくわかる 365日の全授業 小学校道徳3・4年』明治図書．
明治図書『道徳教育』2018年2月号 68頁
文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』平成29年6月


