
  はじめにはじめにはじめにはじめに        広島県広島県広島県広島県道徳教育指導資料道徳教育指導資料道徳教育指導資料道徳教育指導資料――――地域地域地域地域教材教材教材教材開発開発開発開発のののの手引手引手引手引――――のののの活用活用活用活用にににに当当当当たってたってたってたって    ⅠⅠⅠⅠ    広島県広島県広島県広島県におけるにおけるにおけるにおける道徳教育推進道徳教育推進道徳教育推進道徳教育推進のののの概要概要概要概要        ⅡⅡⅡⅡ    地域教材地域教材地域教材地域教材のののの開発開発開発開発にににに当当当当たってたってたってたって     １ 学校における道徳教育  ２ 道徳の時間における指導  ３ 道徳の時間における教材の開発  （１）道徳の時間における教材  （２）教材の開発と活用の創意工夫  （３）地域を素材とした教材の開発  （４）教材の開発と「著作権」  ⅢⅢⅢⅢ    地域地域地域地域教材開発教材開発教材開発教材開発のののの手順手順手順手順（（（（例例例例））））とととと実際実際実際実際    １ 地域教材開発の手順（例）   〔参考〕構成チェック票（例） 四コマ場面絵  ２ 分野別の特色に応じた教材開発   「分野別の特色に応じた教材開発」の見方 （１）先人の伝記   教材開発のポイント   教材開発例１：「わたしが行かねば」 小学校中学年   教材開発例２：「夢やロマンを追い求めて－彫刻家 園鍔勝三－」 中学校  （２）自然   教材開発のポイント   教材開発例１：「恐羅漢」 中学校   教材開発例２：「時をおよぐクジラ」 小学校中学年  （３）伝統と文化   教材開発のポイント   教材開発例１：「みぶの花田うえ」 小学校低学年   教材開発例２：「百試千改の夢」 小学校高学年  （４）スポーツ   教材開発のポイント   教材開発例１：「ゆめにむかって－栗原恵選手のゆめ－」 小学校中学年   教材開発例２：「強いものは美しい－日本人初の金メダリスト 織田幹雄－」 小学校高学年 ３ 発達の段階に応じた教材開発 （１）児童生徒の発達の段階に応じた道徳性の育成 （２）発達の段階に応じた教材開発の考え方 （３）発達の段階に応じた教材開発の実際～「ホタル」を素材として～    教材開発の構想    各学年段階の教材開発 小学校低学年：「ほたるのげんちゃん」 小学校中学年：「ぼくはこん虫はかせ」 小学校高学年：「きれいな川のままで」 中   学   校：「蛍の灯」 

広島県道徳教育指導資料のイメージ 

２１年度作成済 



220507 第１回資料作成委員会及び第１回分野別作成部会にて提案  （ 案 １ ）  ⅣⅣⅣⅣ    分野別読分野別読分野別読分野別読みみみみ物資料及物資料及物資料及物資料及びびびび授業展開例授業展開例授業展開例授業展開例     １ 先人の伝記    主題・資料名「○○○○」      資料 資料分析表      学習指導案      授業の実際（板書・ワークシート等資料）      活用のポイント       ２ 自然  ３ 伝統と文化  ４ スポーツ  ⅤⅤⅤⅤ    資料資料資料資料     各市町素材集 他  作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧    引用引用引用引用・・・・参考文献参考文献参考文献参考文献                                                                                                        

 【全体構成】 ・２３市町の教材で構成（Ⅲで扱った教材含む） ・各分野に，５つ程度の教材を配置 （学年段階に配慮する。） ・「心のノート」の活用に配慮 
 

２２年度作成 予定 「１ 先人の伝記」と同様の構成 
 



220811 第２回資料作成委員会にて提案（第２回分野別部会220614の協議内容を受けて作成）     （ 案 ２ ）  ⅣⅣⅣⅣ    分野別読分野別読分野別読分野別読みみみみ物資料及物資料及物資料及物資料及びびびび授業展開例授業展開例授業展開例授業展開例    １  先人の伝記   （１）開発資料について  ア 素材の説明    (ア) 素材の概要 
(イ) 作者の思い 
(ウ) ４コマ絵 イ 資料の解説  (ア) 作成の要点   ・ねらいの設定について ・自己の生き方，人間としての生き方について ・発達の段階について ・教科等（豊かな体験を含む）との関連について ・家庭や地域社会との関連について 
(イ) 資料作成過程におけるエピソード   ウ 資料全文 エ 学習指導案（略案） 
(ア) 主題名 
(イ) ねらい 
(ウ) 資料名 
(エ) 資料分析表  
(オ) 学習指導過程     (カ) 板書例 
(キ) ワークシート 
 （２）活用のポイント 

 （３）授業の実際 
 （４）心のノートの活用 

  ２ 自然   ３ 伝統と文化 
 ４ スポーツ     ⅤⅤⅤⅤ    資料資料資料資料     各市町素材集 他  作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧    引用引用引用引用・・・・参考文献参考文献参考文献参考文献         

Ａパターン，Ｂパターンを作成する。  （ただし，中心的に厚く書くのはＡパターン）   Ａパターン    ○○の展開  Ｂパターン  ○○の展開 

「１ 先人の伝記」と同様の構成 

【全体構成】 ・２３市町の教材で構成 （Ⅲで扱った教材含む） ・各分野に，５つ程度の教材を配置 （学年段階に配慮する。） 



220929 第５回分野別部会にて提示（第２回資料作成委員会220811の協議内容を受けて作成）  （ 案 ３ ）     広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料――――読読読読みみみみ物教材例集物教材例集物教材例集物教材例集・・・・授業展開例集授業展開例集授業展開例集授業展開例集――――のののの活用活用活用活用にににに当当当当たってたってたってたって        ⅣⅣⅣⅣ    地域教材地域教材地域教材地域教材のののの活用活用活用活用にににに当当当当たってたってたってたって        ⅤⅤⅤⅤ    分野別読分野別読分野別読分野別読みみみみ物資料及物資料及物資料及物資料及びびびび授業展開例授業展開例授業展開例授業展開例    
 １１１１        先人先人先人先人のののの伝記伝記伝記伝記        
 （１）開発資料の実際  ア 素材の説明    (ア) 素材の概要 

(イ) ４コマ絵 
 イ 資料の解説  (ア) 作成の要点  ・ねらいの設定について ・自己の生き方，人間としての生き方について ・発達の段階について ・教科等（豊かな体験を含む）との関連について ・家庭や地域社会との関連について                  【心に響くちょっといいはなし】 エピソード（資料に盛り込んだものの零れ話や盛り込めなかったもの）について  など 
 

 

 ウ 資料全文 
 エ 授業展開例 －学習指導案（略案）－  (ア) 主題名 

(イ) ねらい 
(ウ) 資料名 
(エ) 学習指導過程  
(オ) 資料分析表     (カ) 板書例 
(キ) ワークシート 

 （２）活用のポイント 
   
 

 

 

※ 作成の要点については，下記の項目を全て記載するのではなく，資料に応じていくつか選択し記述する。 

（１）イ 資料の解説と関連を図り，資料の中での仕掛けと授業展開がどのように結びつ いて，どのような指導方法の工夫が可能なのかを記述する。 

【全体構成】 ・２３市町の教材で構成 （Ⅲで扱った教材含む） ・各分野に，５つ程度の教材を配置 （学年段階に配慮する。） 

情報収集等の過程で得たネタを・・・。（但し，ない場合はもありうる。 しかし，あればうれしい。） 
Ａパターン，Ｂパターンを作成する。  （但し，中心的に厚く書くのはＡパターン）   Ａパターン    ○○の展開  Ｂパターン  ○○の展開 ※ 全ての資料に適用されるわけではないことに留意する。 



（３）授業の実際    ア 学習指導過程及び発問の工夫（１(４)オ 学習指導過程と関連させて記述） イ 板書の構成（板書の工夫，意図について記述） ウ 児童生徒の反応（発言，ワークシートに記入したもの等に基づいて記述） エ 各教科等（体験活動を含む）との関連（事前・事後指導も含めて記述）  
 （４）心のノートの活用 
 

 

 

 

     ２２２２    自然自然自然自然      ３３３３    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化         ※ 「１ 先人の伝記」と同様の構成 
 ４４４４    スポーツスポーツスポーツスポーツ            ⅥⅥⅥⅥ    資料資料資料資料     各市町素材集 他      作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧    引用引用引用引用・・・・参考文献参考文献参考文献参考文献                                                                                                

事前指導，道徳の時間（導入・展開・終末），事後指導等における活用例  を記述する。 

ページ設定（Ａ４判 横書き） ○余白  上下左右 25mm ○文字数 45文字 ○行数  40行 ○フォント  ＭＳ明朝 10.5Ｐ         ※項目はＭＳゴシック11Ｐ ○２段組  （２）活用のポイント （３）授業の実際       （４）心のノートの活用 



221214 第８回分野別部会にて提示（第３回資料作成委員会，第８回作成部会221214の協議内容を受けて作成）  （ 案 ４ ）     広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料広島県道徳教育指導資料――――読読読読みみみみ物教材例集物教材例集物教材例集物教材例集・・・・授業展開例集授業展開例集授業展開例集授業展開例集――――のののの活用活用活用活用にににに当当当当たってたってたってたって        ⅣⅣⅣⅣ    地域教材地域教材地域教材地域教材のののの活用活用活用活用にににに当当当当たってたってたってたって        ⅤⅤⅤⅤ    分野別読分野別読分野別読分野別読みみみみ物資料及物資料及物資料及物資料及びびびび授業展開例授業展開例授業展開例授業展開例    
 １１１１        先人先人先人先人のののの伝記伝記伝記伝記        
 （１）開発資料の実際  ア 素材の説明    (ア) 素材の概要 

(イ) ４コマ絵 
 イ 資料の解説  (ア) 作成の要点  ・ねらいの設定について ・自己の生き方，人間としての生き方について ・発達の段階について ・教科等（豊かな体験を含む）との関連について ・家庭や地域社会との関連について                  【心に響くちょっといいはなし】 エピソード（資料に盛り込んだものの零れ話や盛り込めなかったもの）について  など 
 

 ウ 資料全文 
 エ 授業展開例 －学習指導案（略案）－  (ア) 主題名 

(イ) ねらい 
(ウ) 資料名 
(エ) 学習指導過程  
(オ) 資料分析表     (カ) 板書例      【板書の構成】  
 

(キ) ワークシート 
 

 

 

 

 

 

※ 作成の要点については，下記の項目を全て記載するのではなく，資料に応じていくつか選択し記述する。 
【全体構成】 ・２３市町の教材で構成 （Ⅲで扱った教材含む） ・各分野に，５つ程度の教材を配置 （学年段階に配慮する。） 

情報収集等の過程で得たネタを・・・。（但し，ない場合はもありうる。 しかし，あればうれしい。） Ａパターン，Ｂパターンを作成する。  （但し，中心的に厚く書くのはＡパターン）   Ａパターン    ○○の展開  Ｂパターン  ○○の展開 ※ 全ての資料に適用されるわけではないことに留意する。 （３）授業の実際 イから（１）開発資料の実際 エ（カ）板書例の下に配置換えする。 



（２）活用のポイント 
   
 

 

 

 

 

 

 

 （３）授業の実際 －児童生徒の反応を踏まえて－    ア 発問の工夫 イ ○○○○○○ ウ ○○○○○○ エ ○○○○○○  
 （４）各教科等（体験活動を含む）との関連 
 （５）心のノートの活用 

 

 

 

 

     ２２２２    自然自然自然自然      ３３３３    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化         ※ 「１ 先人の伝記」と同様の構成 
 ４４４４    スポーツスポーツスポーツスポーツ            ⅥⅥⅥⅥ    資料資料資料資料     各市町素材集 他  作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧作成協力者一覧    引用引用引用引用・・・・参考文献参考文献参考文献参考文献                                    

ページ設定（Ａ４判 横書き） ○余白  上下左右 25mm ○文字数 45文字 ○行数  40行 ○フォント  ＭＳ明朝 10.5Ｐ         ※項目はＭＳゴシック11Ｐ ○２段組  （２）活用のポイント  （３）授業の実際       （４）各教科等との関連 （４）心のノートの活用 

「（１）イ（ア）作成の要点」を踏まえて，ねらいを達成するために取り入れた指導方法など， 活用のポイントを根拠に基づいて記述する。 

事前指導，道徳の時間（導入・展開・終末），事後指導等における活用例  を記述する。 

ア 発問の工夫 イ ○○○○○○ ウ ○○○○○○ エ ○○○○○○ ※項目の設定について ・活用のポイントの項目のみを記述し， 「（３）授業の実際」の小項目と連動させる。 ・学習指導過程の「評価の観点」と連動させる。  ・「ア 発問の工夫」は共通項目とする。 ・イ以下については，活用を構想する際の重要  度の高い順にいくつか設定する。 


