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１時間完結型授業の充実に向けて  －各教科等の「例」の見方ー 

ねらい ○「目的（身に付けさせたい力など）」と「手立て（その授業の中心となる学習活  
  動）」を明らかにして設定します。 
○評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて設定します。 
○指導のねらいは、教師の立場で書くもので児童生徒に提示することは基本的にありません。 
 ※ただし、指導案では「～できる」という形で、児童生徒の「目標」として提示することもあります。 

めあて ○「ねらい」を児童生徒の立場で示したものです。 
○具体的には、付けたい力を身に付けさせるための、めざす「活動のゴールの姿」や  
 「ゴールとそれまでの道筋」を示します。 
○具体的な評価規準が設定できていないと、「めあて」が曖昧なものになります。 
○学習の見通しを持たせ、意欲を高めるものになるように工夫しましょう。 

課 題 ○その時間に解決すべき事柄です。 
○「なぜ、～なのか」「～することはできるだろうか」「どうしたら～できるか」等 
 疑問の形で示します。 
○児童生徒が追究したくなる課題になるよう工夫しましょう。 

  ①既習事項や既有事項とのズレがある  ②意見の対立・拮抗が生じる 
  ③目標達成のために越えなければならない ハードルがある 
  ④素朴な驚きや疑問、憧れから問題意識が醸成される 等の要素がある課題になるよう工夫しましょう 

まとめ ○本時の課題に対する答え・結論。 

振り返り ○学びの成果を実感させ、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげられるよう 
 視点を設けましょう。その際、本時のキーワードや学習用語を用いる等の条件を 
 設定して学びを振り返らせるなどの工夫をしましょう。 

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の４つがどの授業でも必要であるというわけではありません。「めあて」と「課題」の
提示の順序が変わることもあります。大切なことは、型にこだわるのではなく、教科の特性や単元の展開、本時のねら
い等に応じて適切に設定することです。 



「新大分スタンダード」に基づく授業の質の向上 

＊知識の関連付け、問いの発見・解決、自己の考えの形成、思いや考えに基づく創造 
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充   

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業 

１  １時間完結型 

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」 
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」 
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」 

2  板書の構造化 

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書 

３ 習熟の程度に応じた指導 

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り 
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫 

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開 

 各教科の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・交流⇒ 
振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる 

 主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」 

 主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開 

安心して学べる「学びに向かう学習集団」 

               大分県教育委員会 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【中学校第２学年「読むこと」エ 自分の考えの形成の指導例】 

展 開 

「徒然草」に表れている筆者のものの見方・考え方について、各自が選んだ章段の内容を根拠に意見を交流
することで、作品世界と自分の知識や体験とを関連づけて自分の考えを持つことができる。（４／６時間） 

「徒然草」の自分が好きな章段を１つ選び、その章段についての考えを文章に
して交流しよう 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

○本時で行った学習から学んだこと、徒然草を読んだ経験から考えられる古典作品の読み方に
ついて述べ、これからの学習や生活にどう生かしていくか確認させる。 

国  語 

めあて 

課 題 

まとめ 

筆者が体験や見聞したことから感じたことと、自分の思いを比較し、どのような共通
点や相違点があるか。 
 ※これは、課題としてでなく、発問の中に含めることも可能である。 

「○段で、筆者は『・・・』という体験から、△△と考えているが、それに対して、私はそのような思い
に『・・・』という点で共感できる。」という形式で筆者のと自分を比較して論じる。 

①前時までの学習を振り返り、これまで読んだ章段で見られた吉田兼好の考え方などを確認する。 
② 自分が選んだ章段のエピソードとそれに対する兼好の感じ方などをまとめる。 
③②でまとめたものと自分の知識や体験とを比較し、兼好と共通点、相違点等をまとめる。 
④③で行ったことを班で交流し、違う視点から考えることはできないかを探る。 
⑤共通点や相違点から、徒然草から学ぶこと、共感できること等について、簡潔に文章化する。 

佐伯市立佐伯城南中学校 小野教諭の実践をもとに作成 

「徒然草」を読み、自分と筆者の考え方や感じ方の同じ所、違うところを文章
にして交流しよう。 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【中学校第３学年「書くこと」イ 記述に関する指導例】 

展 開 

広告やポスターの写真とキャッチコピーの批評文の展開の仕方について、
自分の価値判断の根拠や理由となる引用すべき資料の位置や自分の価値判
断等を表す文末表現などの使い方等の視点で話し合うことにより、自分の
論の展開の修正に役立てることができるようにする 

互いの論の展開について、助言し合い、より説得力のある展開案に修
正しよう 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

○本時の学習で考えるべき点（引用すべき資料の適切な位置、より説得力を高める文末表現）に
ついての自分なりの理解度を自己評価させる。 

○それに到達するためにどのような学びがあったのか、その学びを次時、どのように生かしてい
きたいと考えるのかを自分の言葉で記述させる。（ワークシートの振り返りの欄に記入） 

国  語 

めあて 

①単元計画を確認し、本時のめあて、学習活動を確認する。 
②前時に作成している批評文の展開案について、班で、引用すべき資料（根拠や理由のもと）の 
 位置や、文末表現などの視点から読み合い、良い点、改善点を付箋に書いて、アドバイスし合う。 
 ※同じ素材を選んだ者同士で班を作る。 
③②の作業をもとに、展開案を修正する。 
④修正した案について、「どのように修正したのか、なぜそのように修正したのか」、「友人から指 
 摘されたが、うまく修正できていない」という点について、全体交流する。 
⑤本日の学習の振り返りをする。 

中津市立東中津中学校 長松教諭、大分市立野津原中学校 藤教諭の実践をもとに作成 

広告の表現の特徴や、読み手に与える効果を分析し、説得力のある批評
文を書こう。 



振り返り 

単元のめあて 

本時のねらい 

【中学校第１学年「伝・国」イ(ｳ) 言葉の特徴に関する事項の指導例】 

展 開 

自分で集めた食べ物の魅力を表す言葉や語句をグループ内で交流、分類する活動を通して、
いくつかの観点をもとに語句を整理し、体系的に捉えることができる（２／３時間）        

食べ物の魅力を言葉で伝える食レポ名人になろう 

感謝の気持ちを伝えるには次のアイを踏まえた構成が有効 
ア手紙の形式に則って書く 
イ感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい具体的なエピソードを一つ盛り 
   込んで書く 

○本時のまとめはどのようなものであったか、それに到達するためにどのような学びがあったの
か、それを言葉の世界一般に広げて考えると、今後、言葉に対してどのような見方をすればいい
のか、等を自分の言葉で記述させる。（ワークシートの振り返りの欄に記入） 

国  語 

めあて 

課 題 

まとめ 

集めた語句を整理し、いくつかのグループに分けるとそれぞれのグループはどのよう
なものになるだろうか 

○食の魅力を表す言葉を集めて、整理すると、いくつかのグループに分けることができるが、食
感、舌触り、温度、見た目、材料という食そのものに関わる観点、また提供する店、人の評価など
食にまつわる観点からも言葉のグループを作ることができる。 

①前時までの学習を振り返り、本時のめあて、課題を確認する。 
②個人で集めた語句をグループ分けする。 
③②の作業をもとに、班で交流を行い、語句を集め、それぞれをグループ分けする。 
④③のグループ分けで気付いたことを全体の場で交流する。 
⑤本日の課題についてまとめ、学習の振り返りをする。 

別府市立朝日中学校 前田教諭の実践をもとに作成 

複数の視点から食を伝える言葉を集め、自分の感じた食べ物の魅力を表す語句
を探ろう。 



ねらい 武士の登場から成長について、節目となる資料を話し合って選ぶことを通して、武士
の成長過程を選んだ資料と関連付けて整理し、図や表、文章でまとめることができる。 

めあて 
○武士の登場から成長を示すのにふさわしい資料を話し合って選び、武士の成長過程がわかるように
リーフレットにまとめよう。 

課 題 

まとめ 期待する生徒の言葉 

 荘園をめぐる争いが増加する中で武士が登場し、貴族に仕えることで権力を持ち平氏が政治の実権
を握った。しかし、貴族の権威によった平氏の政治は失敗し、土地を媒介とした主従関係を基盤とする
鎌倉幕府が御家人の支持を集めて政治の実権を握ることになった。さらに上皇をしりぞけた承久の乱
を経て幕府の支配は全国におよび武家政治が確立していった。 振り返り 

○学んだことや感じたこと、新たな疑問など 
  例）他の人の資料を選ぶ根拠を聞いて、別の視点を得ることができた など 

単元で意識させた課題 
武士たちはどのようにして政治の実権を握っていったのだろう  

・これまで学習した範囲の資料から節目 
 となる資料を６つ選ぶ（個人） 
・各班でダイアモンドランキングを使って 
 理由を述べながら順位付ける 
・各自で再度４つの資料を選び、資料を使って 
 リーフレットをまとめる 
 

まとめ 

中学校 社会科 歴史的分野例 単元「武士の政治のはじまり」  まとめ   

社 会 



課 題 

まとめ 

振り返り 

○作成した提案書を発表し、その内容について、これまでの学習をもとに様々な面から比較・分析しよう。 

 新工場を建設する地域はどこがいいだろうか。 

期待する生徒の言葉  
 「自動車工場は◇◇といった条件を求めている。」 これに対し、 

 ○○は、「  このような  」背景でもって急速な発展を遂げており、「 ▼▼でわかる 」
ように◇◇が満たされている。従って自動車組み立て工場として、○○が最も適している 

○学んだことや感じたこと、新たな疑問など 

 例）他の人の意見を聞くと視野が広がると感じた。次の州も同じテーマで学びたい 

・ペアになって、お互いの企画書について説明する 
・マトリクスで条件にそって比較し、クラス全体で進出地域を話し合う 

アジア州の各地域について、それぞれが産業を発達させた背景（各国の自然環境や文化、人口の
特色）を、メリット・デメリットの表などに整理した内容をもとに、各地域の特色を比較し、他者の考
えも含めて検討することを通して、様々な面から分析できるようにするとともに、これからもアジア
州に対して、興味・関心を持ち続ける視点が養われるようにする。 

単元で意識させた課題 

 アジア各国や地域はどのような背景（地形、資源、歴史、政治、経済等）をもって、急速な発
展を遂げているのだろう、今後どのような発展を遂げていくのだろう、どこが適しているだろう 

中学校 社会科 地理的分野例 「世界の諸地域」 アジア州  発展的内容 

社 会 

ねらい 

めあて 



振り返り 

まとめ 

ねらい 

課 題 

学習活動 

【数学科中学校第１学年「文字を用いた式」の指導例】 

正方形の個数とマッチ棒の本数の関係について、図や表と関連付けることを通して、
規則的に増えるマッチ棒の本数に気付かせ、文字を使った式で説明できるようにする。 

数量の関係や法則を言葉や式を使って説明しよう。 

正方形の個数とマッチ棒の本数の関係を、言葉や式を使ってどのように説明できるか。 

マッチ棒の本数は次のような言葉の式で表すことができる。 
①マッチ棒の本数＝１＋３×正方形の個数 
②マッチ棒の本数＝２×正方形の個数＋（正方形の個数＋１） 
③マッチ棒の本数＝４＋３×（正方形の個数－１） 
④マッチ棒の本数＝４×正方形の個数－（正方形の個数－１） 

正方形の個数をｎ個とすると、マッチ棒の本数は３ｎ＋１という文字を使った式で表すこ
とができる。 

①図や表を用いて規則的に増えるマッチ棒の数に気付く。 
②マッチ棒の本数と正方形の数の関係を言葉の式で表す。 
③言葉の式から、変わる部分と変わらない部分に気付く。 

④正方形の数を文字ｎを用いて表す。                     

「正方形を立方体に変えても同じような式が作れます」という生徒の声を聞きとり、発展 
 的に考察する場面を設定する。 
 その後、「今日の授業で数量の関係や法則を文字を使って表すとき、どのような考え
を基に説明しましたか」等を生徒に問い、本時の振り返りを行う。 

本時のめあて 

数  学 



振り返り 

まとめ 

ねらい 

課 題 
学習活動 

【数学科中学校第２学年「一次関数の式の求め方」の指導例】 

２点を通る直線の式を、グラフから傾きを求めたり、点の座標を代入することを通して、
その直線の式を求める方法を説明できるようにする。 

２組のｘ，ｙの値から一次関数の式を求める方法を説明しよう。 

２点を通る直線の式の傾きと切片を求めるには、どんな方法があるだろうか。 

２点の座標がわかる直線の式の傾きと切片を求めるには、 
①グラフ上の２点から変化の割合を求めることで傾きが求まり、グラフのｙ軸上の交 
  点のｙ座標から切片を求めることができる。  
②グラフ上の２点から変化の割合を求めることで傾きが求まり、求めた傾きを用いた 
  式にどちらか１点の座標を代入して切片を求めることができる。 
③一次関数の式に２点の座標を代入して連立方程式を作り、解くことにより傾きと切 
  片を求めることができる。 

①生徒に「何を用いれば求められるだろうか」と問い、解決方法の見通しを持つ。 
  →グラフや式を用いれば求められそうだ。 
②グラフや式を用いて、求める方法を「説明の基本形」を使って記述する。（個人） 
③個人の説明の過不足部分をグループで指摘し合う。（グループ） 

④過不足部分を修正し、個人の説明を完成する。（個人）               

「事柄を調べる方法を説明するときに、どんなことを記述する必要がありますか」等を
生徒に問い、本時の振り返りを行う。 

本時のめあて 

数  学 



振り返り 

まとめ 

めあて 

【理科中学校第２学年「炭酸水素ナトリウムの熱分解」の指導例】 

課 題 

展 開 

    炭酸水素ナトリウムの成分について、熱分解をして発生した、固体、
液体、気体の性質を調べることを通して、炭酸水素ナトリウムの成分
は、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素であることを見出すようにする。 

炭酸水素ナトリウムを加熱すると何ができるか調べよう。 

炭酸水素ナトリウムを分解すると、どんな物質ができるのだろうか。 

①酸化銀の熱分解を振り返り、炭酸水素ナトリウムを分解して、 こ 
  れ以上別の物質に分けられないかについて考える。 
②炭酸水素ナトリウムを熱分解し、発生した固体、液体、気体の性 
  質を調べる。 
③実験結果をまとめ、炭酸水素ナトリウムの成分について、自分で  
  考え、班内で考察結果を交流した後、各自で 「まとめ」を書く。   

      炭酸水素ナトリウムを熱分解すると、固体の炭酸ナトリウム、液体の水、
気体の二酸化炭素が発生する。 

〇どのような方法で分解したか 
  ⇒熱分解（熱のエネルギーを利用した。） 
〇発生した物質をどのような方法で確認したか。 
  ⇒固体：水への溶けやすさやフェノールフタレイン液を入れた時 
       の変化・・・水によく溶け、水溶液は濃い赤色になった。 
    液体：塩化コバルト紙につけた。・・・青色から赤色に変化した。 

ねらい 
理 科 



振り返り 

まとめ 

めあて 

【理科中学校第２学年「セキツイ動物のなかま」の指導例】 

課 題 

展 開 

   セキツイ動物の特徴のちがいについて、子の残し方、卵が育つ場

所、子の育ち方、呼吸のしかた、体の表面のようす、体温の保ち方
に着目して調べ、調べた結果を関連付けて考えることを通して、共
通点や相違点を見出すようにする。 

セキツイ動物の特徴について調べよう。 

セキツイ動物の特徴には、どのようなちがいがあるのだろうか。 

①魚類、両生類、ハチュウ類、鳥類、ほ乳類の特徴を教科書などで 
  調べる。 
②調べた結果をもとに、特徴が近いものを順にまとめて、表に示す。 
③特徴を整理した表をもとに、それぞれのセキツイ動物の共通点や 
  相違点を見出し、各自で「まとめ」を書く。   

     セキツイ動物には、子の残し方、卵が育つ場所、子の育ち方、呼吸
のしかた、体の表面のようす、体温の保ち方によってちがいがある。 

○どのような項目に着目してちがいを調べたか。 
 ⇒子の残し方、卵が育つ場所、子の育ち方、呼吸のしかた、体の 
   表面のようす、体温の保ち方に着目し、表に整理して、それぞれ 
   のセキツイ動物の関連を調べた。 

理 科 

ねらい 



振り返り 

まとめ 

題材のねらい 

【音楽科 中学校 第２学年 Ａ「表現（創作）」イの指導例】 

課 題 

展 開 

 二部形式のリズムについて、表現したいイメージをもち、リズムの
反復・変化等の構成や全体のまとまりを工夫しながら、音楽をつくる
ことができる。 

表現したいイメージに合う音楽にするには、リズムをどのように反復・変
化させるとよいだろうか。 

①表現したいイメージをもとに、第３フレーズ（ｂ）をつくる。 
 
 
②ペア学習にて、互いの作品を発表しアドバイスし合う。 
③アドバイスを踏まえて、自分の作品を修正し完成させる。 
④全体を通して演奏する。 

◆変化として休符を使うことで、動きが止まった様子を表現することができた。 
◆長い音符を使うことでゆったりした感じや、細かい音符を使うことで元気    
       な感じを表現することができた。 など 

本時では何が分かったのか、自分の学びを確認させる。 

音  楽 

めあて 「反復・変化」を生かして第３フレーズ（ｂ）をつくろう。 

完成した生徒の作品を全体に紹介することで、苦手としてる生徒の参考にさせる。 



振り返り 

まとめ 

題材のねらい 

【音楽科 中学校 第２・３学年 Ａ「表現（歌唱）」ア・ウの指導例】 

課 題 

展開Ⅰ 

 合唱活動を通して、①歌詞の内容や曲想を味わい、曲にふさわし
い表現を工夫して歌う力、②声部の役割と全体の響きとのかかわり
を理解して、表現を工夫しながら合わせて歌う力を育成する。 

自分たちの合唱をより表現豊かにするにはどうすればよいか。 

①現状の歌声を録音する。※または、前時の最後に録音しておく。 
②【課題】録音した合唱を聴き、自分たちの合唱に足りない点、課題 
    点を考える。（個別→パート別） 
③自分たちの合唱に足りない点、課題点を共有する。（全体やパート別） 

④一つひとつの音を丁寧にしっかり伸ばす。フレーズを意識して歌う。 
主旋律のアルトを目立たせるよう、少しボリュームを下げて歌う。など 

⑦本時では何が分かったのか、自分の学びを確認させる。 

音  楽 

展開Ⅱ ⑤④【まとめ】に基づいて練習する。（個別・パート別） 
⑥全体で合唱する。 

◆生徒は何を練習するのか理解できているか？ 
◆【まとめ】と練習内容が合致しているか？ 



振り返り 

【美術科中学校第１学年「Ａ表現」の指導例】 

展 開 

身近な木の形や質感、色彩などの特徴から生き物の姿をイメージし、
組み合わせ方や材料、用具を工夫して動きのある立体で 表現する
ことができる。（１/5時間） 

流木や枝の形から動物の姿を見つけ出し、制作の構想を練ろう。 

①素材を様々な方向から観察し、形や色彩，質感の特徴などから生き 
  物のイメージを発想する。 
  〔素材の特徴と生き物の姿の特徴とを結び付けて発想させる。〕 
②素材の組み合わせによって、動きのある生き物の姿を構想し、ス 
    ケッチをする。   
③必要に応じて紙粘土や絵の具を効果的に使い、材料の組み合わ 
  せ方、接合のしかたなど、制作の手順を考えながら構想を練る。          

○流木や枝の形など、素材の面白さを生かした動きのある動物の 
  姿を考えることができたか。  
〇素材の組み合わせや彩色、接合の方法などの工夫ができたか。 
〇次時からの実際の制作に備え、手順や材料を確認する。 

めあて 

題材の
ねらい 

美 術 

〔共通事項〕を基に 



振り返り 

めあて 

【英語科中学校第１学年】 

展開 

友だちが考えたオリジナル・ロボットについて、その特徴
や機能を、３人称単数現在形を含む文を用いて、２往復
程度の英語でやり取りすることができるようにする。 

友だちの英語を聞いて、家族にピッタリのロボットを探す
ことができる。 

①チャット活動（30秒×２回） 
②JTEとALTの対話を聞き、本時の活動内容を知る。 

③各自が考えたロボットについて、メモを取りながらペア
で対話する。 
④中間交流（③での表現の良さを共有する。） 

⑤ペアを替えながら、お互いに自分のロボットについて
伝え合う。 
⑥家族に適するロボットをワークシートに記入する。         

○メモをもとに、話したこと聞いたことを書いてみよう。 

単元のねらい 

英  語 



振り返り 

めあて 

【英語科中学校第３学年】 

展開 

互いの行きたい場所やしたいことについて伝え合う活動
を通して、その場所の魅力や理由を説明することができ
るようにする。 

ディズニーランドで行きたい場所やしたいことについて伝
え合い、グループで行き先を決定することができる。 

①Warm Up ：関係代名詞に関するクイズを行う。 
②グループでの話し合いにおける３つのコツを確認する。 
 ・Asking  ・Positive Feedback  ・Comparing 
③グループ内でShow & Tell 形式で発表する。 
④グループで行き先を３つ決定するために、話し合う。 
⑤中間交流で、友だちの表現のよさを交流する。 
⑥中間交流で学んだことを生かして、行き先を決定する。 
⑦グループで決定した行き先をクラスで交流する。         

○本時のめあてにどれだけ近付けたかを自己評価する。 
 （評価用紙に記入） 

単元のねらい 

英  語 



振り返り 

めあて 

【中学校第１学年「地域の魅力を再発見し、○○に発信しよう」の指導例】 

展 開 

グループごとに調べた地域の魅力について、発信する内容を絞り込
む視点を位置付けた座標軸を活用して話し合うことを通して、発信し
たい地域の魅力についてその理由を明らかにした上で焦点化するこ
とができるようにする。 

これまでに調べてきた地域の魅力を決定するための視点を決め、 
パンフレットに載せる内容を絞り込もう。 

①自分たちが調べた地域の魅力を確認する。 
②伝えたい内容を絞り込むための視点をグループで決める。 
③調べた内容を、座標軸の視点に沿って位置付けながら、その理 
 由を話し合う。 
④選んだ地域の魅力を全体で共有する。 
⑤本時の学習を振り返る。 

○本時で話し合ったり考えたりしたことを振り返って記述する。 
 次の時間に取り組む活動の見通しを書く。 

課題 伝えたい内容を絞り込むためには、どのような視点がよいか。 

まとめ 
「優先度が高い」「○○地域らしい」など、自分たちの地域の魅力を前面に 
出していく視点にすると絞り込みやすい。 

総合的な学習の時間 

佐伯市立佐伯城南中学校の実践事例をもとに作成 

本時のねらい 



振り返り 

まとめ 

めあて 

 【道徳 中学校の「生命の尊さ」の指導例  教材「きみばあちゃんの椿」 私たちの道徳】 

課 題 

展 開 

淡窓の話を聞いた裕介の思いについて 
自分事として語り合ったり，精一杯生きる意味を考えたりする活動を通して 

自他の生命を尊重する心情を育てる。      （方向目標） 

精一杯生きるとは，どういうことか，広瀬淡窓の生き方から考えよう。                    
                           （価値の方向付け） 

きみばあちゃんの話を聞いた後，裕介はどのようなことを考えただ
ろうか。                       （中心発問） 

○広瀬淡窓の手紙と倉重湊の話を読んだ後，裕介はどのようなことを考え   
  ただろうか。 （・なんだか，自分と似ているな。  ・淡窓という人は，若い時は弱い所をもっていたんだなあ。） 

◎きみばあちゃんの話を聞いた後，裕介はどのようなことを考えただろうか。  
   （・これから自分にできることを精一杯やっていこう。  ・病気のせいにして，努力をしなかった自分がはずかしい。） 

○広瀬淡窓の生き方から，精一杯生きるとは，どのようなことだと思ったか。 
   （・自分に今できることを，日々努力していきたい。  ・一日一日を大切にして生きていきたい。） 
 

○自分にできることを精一杯取り組むことの大切さについて 
○弱かった自分を反省し，努力する希望や意欲を抱いたことについて 
 
※一つの考え方にむりやり集約したり、特定の考えを□で囲んで強調するような「まとめ」は行わない。 

○広瀬淡窓の生き方から，精一杯生きるとは，どういうことだと思ったか。 

ねらい 



 「きみばあちゃんの椿」の板書例   

振り返り めあて 

精一杯生きるとは，どう
いうことか，広瀬淡窓の
生き方から考えよう。                                             

精一杯生きるとは，どう
いうことだと思ったか。 
 

展 開 

補
助
教
材
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て
，

本
時
の
学
習
の
余
韻
を
も
た
せ
て

授
業
を
終
わ
る
。 



振り返り 

まとめ 

めあて 

 【道徳 中学校の「自主、自律、自由と責任」の指導例   

      教材「人のために生きる 廣瀬久兵衛」 Ｈ２８大分県教育委員会作成 ＨＰ掲載中】 

課 題 

展 開 

久兵衛のお粥を振る舞うという行為について、 

義務や責任等の価値を比較したり、自分事として考えたりする学習活動を
通して、自分の言動を振り返る判断力を育てる。   （方向目標） 

こんな自分はいないだろうか。（「私たちの道徳」２３ページ） 

 「みんなやってるし，まっいいか」「こんなことになるとは」「でも・・・知らないよ」 （価値の方向付け） 

久兵衛は，人々にお粥を振る舞う義務があるのだろうか。                               
                              （中心発問） 

○謹慎中の久兵衛は，どんなことを考えていたと思うか。  
   （・兄の意見が正しかったのか。  ・私はどうなるのだろうか。  ・工事のどこが問題なのか。） 

◎久兵衛は，人々にお粥を振る舞う義務があるのだろうか。  
 ＜義務がある＞  ・工事の中心人物だから  ・貧しい人々もつらい 
   ＜義務はない＞  ・悪いのは代官所（幕府）   ・謹慎して，罰を受けている  ・逆に罪を認めることになる。 
   ＜義務はないが，ふるまうべき＞  ・じっとしていられない。  ・自分の仕事に責任をもつべき。 
（補助発問・・・必要に応じて） 
 ○義務はないという人たちは，他の考えを聞いてどう思いますか。 ○義務はないかもしれないが，何もしなくてよいのかな。 
 ○それぞれの立場の考えは理解できていますか。           ○Ａさんが久兵衛の立場だったら，どうしていますか。 

○自分の行動について，その意味や良し悪しを判断する大切さについて 
○一人の人間として，自分の行動に責任をもつ大切さについて 
 ※それぞれの立場に関わる生徒の判断理由に価値観が表れるので，その判断理由を取り上げて整理していく。 

 ※話し合いの結論ではなく，過程における判断力の育成をねらっている。 

○久兵衛の生き方からどんなことを学んだか。 

ねらい 



 「人のために生きる 廣瀬久兵衛」 の板書例   

振り返り 

『義欲の事』や業績
を紹介したりして，
授業を終わる。 

まとめ 
自分の行動を振り返る
大切さについて，いくつ
かの考え方を取り上げ，
話し合いを整理し，まと
めとする。 

＊３つの立場を明確にし 
 て理由を考えさせる。 
 
＊ネームプレートを貼ら  
 せ，全体の状況を見え 
 る化する。 


