
夢や希望を育てる道徳教育

～イチローの姿から夢や希望をもたせる取り組み～

１ 主題名　希望をもって　１－（２）　　

２ ねらい　　より高い目標をたてて，困難や失敗にくじけずに，希望をもって一歩一歩努

　　　　　　力することの大切さを自覚させる。

資料名　「メジャーリーガー・イチロー」（学研）　５年

３ 学習指導過程

学 習 活 動      主な発問と児童生徒の心の動き 留 意 点     

導　

入

１「心のノート」を

見る。

○ 「心のノート」ｐ１４・１５を読みましょ

う。

○資料への動機付

けとする。

展

開
 
 
 
 

２資料「メジャーリ

ーガー・イチロ

ー」を読み，イチ

ローの気持ちに

ついて考える。

４自分の目標に向

かっていくため

に，何が大切か考

える。

○ 小学校３年生から本格的に野球を始めたイ

チローは，父と練習しているとき，どんな

ことを思っていましたか。

・ うまくなるには練習しかない。

・ プロ野球の選手になりたい。

・ 一流になりたい。夢が叶うように練習しよ

う。

○ 一軍に上がったり，二軍に落ちたりしてい

る時，イチローはどんな気持ちだったでし

ょう。

・ 力をつけて，また一軍に上がりたい。

・ あせりがあったからこそ，ビデオを見て練

習をした。

○ 新たな挑戦の時，イチローはどんな気持ち

だったでしょう。

・ メジャーリーガーになれた。アメリカでも

いい記録を残したい。

・ せっかくここまで来たのだから，いい成績

を残したい。

・ むずかしいかも知れないけれど，自分の目

標を立ててがんばろう。

○ イチローのように，自分の目標に向かって

いくために大切なことはどんなことです

か。

・ 水泳で１００メートルメドレーを一分台で

泳ぎたい。小さな目標を立てて練習をする。

・ 鉄棒でさかあがりができるようになりた

い。いやになってすぐやめていたけど，休

憩時間には練習してできるようになりた

い。

○イチローの純粋

な気持ちを考え

させる。

○苦しさに負けな

い強さや研究

心，夢の実現に

向けての努力な

ど，イチローの

気持ちを出させ

る。

○「心のノート」

１６・１７ペー

ジに自分の考え

を記入する。

終
末

５　教師の話を聞

く。

○ねばり強くやり抜けば，目標に届く。 ○粘り強くやり抜

けば目標に届く

ことに希望をも

たせる。

別紙様式２



（案）第５学年 総合単元的な道徳学習の計画 １学期

総合単元名 視野を広げてよりよい自分に（５月～６月）

めざす子ども より高い目標を持ち，視野を広げながら努力しようと 中心項目 １ －（１）思慮･反省
する子ども

関連項目 １－（２）希望・勇気
ね ら い 自分自身の目標を持ち，視野を広げながら努力しようとす １－（６）個性の伸長

る態度を育てる。

単元設定の理由 あたえられた課題については意欲的に取り組むが自分から新たな目標を持つことができにく
い。また自分のことから周りへと視野を広げにくい部分がある。様々な体験をする中で視野を広げ，周りの友だ
ちのことにも気を配り活動していこうとする意欲を持たせ，よりよい自分をめざしていけるような態度を育てた
いと考え本単元を設定した。

教 科 等 道 徳 の 時 間 意識の流れ特別活動・総合的な学習の時間等

①田んぼ作りっ①
て人の助けや水総合 マイ田んぼ作り
のことなど大変5 月～
だな。しっかり自分の田んぼに愛情を持っ
育てたいな。て育てていこうとする意欲
②みんなと協力を持たせる。
して楽しいキャ②

。学級会 野外学習にむけて ンプにしたいな

③今まで気づか③ ５月
なかったこんな自分のよさ・友だちのよさ 野外活動にむけて目標を持
ところも見つけ「自分のすきなところを ち，友だちと協力していこう
たよ。もっと見④ 見つけよう 」 －( ) 月 とする意欲をもたせる。1 6 5
つけたいな。家庭科「野菜サラダ作り」 自分の長所を知り，それを
④初めての調理5 月 伸ばしていこうとする意欲を ⑤
実習で協力して手順にそってグループで 育てる。 野外活動 月5

。協力しながら活動をしてい 友だちと協力しやり遂げる うまくできたな

⑤協力することく。 こと態度を育てる 。。
でいろいろなこ自分や友だちのがんばり
とができたな。⑥ を見つけようとする。
うまくいかなか希望を持って
ったことも分か「メジャーリーガー・イチロ
ったよ。ー」 －（ ） 月1 2 5
⑥イチローみた⑦ よりよい目標を立て、くじ
いに目標を持っ図工「心に残った場面を」 けずに希望を持って一歩一歩
ていいところや5 6～ 月 努力することの大切さを知り ⑨
好きなところを野外活動で心に残った がんばろうとする意欲を培 学級会 月6
伸ばしていきた場面を友だちとの関わり う。 掃除や委員会活動を振り
いな。も考えながら表現させる。 返り、よりよい活動につ
⑦友だちと作っ⑧ なげられるように考え合
た思い出を絵に自分勝手な心 う。
残そう。「くもの糸」
⑧自分のことば1 1 6－（ ） 月 ⑩
かりでなく周り自分の言動を振り返り、人 総合 稲の観察・世話
のことも考えな間の持つエゴを自覚し、自分 月6
がら行動していを変えていこうとする態度を 田んぼ作りの喜びを共
きたいな。育てる。 有し、大切に育てるため
⑨今までの自分に知恵を出し合う。
勝手なところを

直していこう。

⑩気づいたこと

を声を掛け合い

ながらみんなで

育てていこう。

より高い目標を持ち，視野を広げながら努力しようと
する子ども



実践報告にみる留意事項

１　授業までの事前指導

　　　目ざす子ども像を「より高い目標を

持ち，視野を広げながら努力しようと

する子ども」とした総合単元の中の一

時間である。

子どもたちは，与えられた課題につ

いては意欲的に取り組むが，自分から

新たな目標を持つことができにくい。

また，自分のことからまわりへと視野

を広げにくい部分がある。様々な体験

をする中で視野を広げ，周りの友だち

のことにも気を配り，活動していこう

とする意欲をもたせ，よりよい自分を

めざしていけるような態度を育てたい

と考え，本単元を設定した。

事前には，自分の長所を知り，それ

を伸ばしていこうとする意欲を育てた

いと考え「自分のよさ・友だちのよさ」

を主題に道徳の時間を組んだ。

２　他教科等との関連

　　　総合単元構想図（資料）参照　

３　指導過程及び発問の工夫

　　　この資料は，野球の本場アメリカ合

衆国に，夢の実現のため，自分の新た

な活躍の場を求めて挑戦していくイチ

ローの話である。日本での七年連続パ

リーグ首位打者という栄光に甘んじる

ことなく，自分の夢をしっかりとつか

むために努力をおしまないイチローの

情熱を感じとらせたいと考えた。

　　　指導に当たっては，イチローの写真

を掲示し，夢に向かう姿の雰囲気を作

った。

　　　展開後半で「心のノート」を活用し，

　　自分の目標に向かって行くために大切

なことはどんなことか考えさせた。

４　児童生徒の反応

　　　メジャーリーグの情報は，テレビの

ニュースや新聞でも取り上げられ，児

童にとっても身近なものになっている。

また，サッカーや野球などのスポーツ

が好きな児童も多く，資料にスムーズ

に入っていけた。

　　　『心のノート』に，自分の目標に向

かって行くために大切なことを記入し

たが，将来の夢や身近な目標に向かっ

てがんばっていこうとする気持ちが出

ていた。

・ クラスとみんなのために働く先生

がかっこいいから，学校の先生にな

りたい。今はしっかりと勉強するこ

とと，人のことを考えてやさしくす

ることをがんばりたい。

・ サッカー選手になりたい。自分でリ

フティングやパスの練習をしてい

る。

　　　

５　授業後のフォローアップ

様々な活動を通し、もっとよくなり

たいという願いを持って考えたり行動

したりすることが増えてきた。自分の

がんばりが結果につながること，逆に

植物の栽培などきちんと手入れをしな

ければうまくいかないなどの体験から，

日常生活の中で，目標を持ち，積極的

に取り組む姿も多く見られるようにな

ってきた。

別紙様式４




