
中学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第１学年】 光村教育図書株式会社

映像タイトル 主な映像内容〔収録時間〕
活用する教科書教材（光村図書）

シーズンテーマ（指導時期）／ユニットのテーマ
教材名（内容項目）

活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

ひまわり　①

東日本大震災で家族を亡くした陸上
自衛官，佐々木清和さんが，当時の
様子や家族への思いを語る。
〔3分57秒〕

導入

①東日本大震災について，知っていることや自分の体験について話し合う。
②DVD映像を視聴して，清和さんの思いについての理解を深める。
⇒妻と娘を亡くした清和さんの悲痛な思いや無力感に近づくことができる。
③P26「考える観点」の「市役所や遺体安置所に手がかりを探しに行った清和さんの思いを想像し
てみよう」について発表し合う。

ひまわり　②

これからも震災の語り部として生命
の大切さを伝えていく，という佐々木
さんの思いを家族へのメッセージに
入れて提示。
〔2分54秒〕

終末

①DVDを視聴する。
②P26「考える観点」の「語り部を始めた清和さんを支えているのは，どんな思いだろう」について話
し合う。
⇒大切な人を亡くした当事者の気持ちを想像し，命の大切さについて考えようとする意欲が高ま
る。

ヘレンと共に――アニー・サリバン　①

ヘレン・ケラーと家庭教師アニー・サ
リバンの出会いと成長，ヘレンが福
祉活動で世界に知られるようになる
まで。　〔1分45秒〕

導入

①目標に向かって努力した体験や，困難にぶつかった体験について発表し合う。
②DVDを視聴して，困難にあってもあきらめない，アニーの強い意志を感じる。
③P31「考える観点」の「アニーが，ヘレンに対して『心を込めて尽くした努力』ができたのは，どうし
てだろう。」について話し合う。

ヘレンと共に――アニー・サリバン　②

障害をもつ岩橋武夫さんが，ヘレン
の協力を得て「障害者福祉法」を成
立させるまでを，インタビューとヘレ
ンの講演記録をまじえて解説。
〔4分39秒〕

終末

①DVDを視聴して，アニーと，アニーが育てたヘレンの思いが日本の岩橋さんの活動につながって
いることを知り，改めてアニーの強い意志を確認する。
⇒岩橋武雄さんとの出会いは本文にはないが，アニーがヘレンを育てた思いを確認できる。困難に
めげず前に進んできた人の生き方を知ることで，自分が困難にぶつかったときに，やり遂げようとす
る意欲が高まる。

魚の涙

魚類学者，サカナくんの紹介。海の
生き物に興味を持つようになった
きっかけ，絶滅種とされていたクニマ
スの発見など。
〔2分19秒〕

仲間とよりよい生活を送るために（6～8月）
新しい仲間を思いやり，よりよい学校をつくる

10  魚の涙（公正，公平，社会正義）

導入

①中学生になってから，どのようなグループで遊んだり学んだりしてきたか，各自で振り返る。
②DVDを視聴して，本文中にある「僕は変わり者ですが，」というさかなクンの言葉への理解を深め
る。
③P63考える観点の「さかなクンは，どうして『広い空の下，広い海へ出てみましょう。』と言っている
のだろう。」について話し合う。
⇒「僕は変わり者ですが，」という本文の言葉の理解を深めることができる。いじめをなくすために自
分に何ができるかを考え，実践しようとする意欲が高まる。

捨てられた悲しみ

秋田県動物管理センターの犬たちの
様子。所長の坂本尚志さんのインタ
ビューをまじえ，捨てられた犬・猫の
現状を解説。
〔5分01秒〕

仲間とよりよい生活を送るために（6～8月）
新しい仲間を思いやり，よりよい学校をつくる

 11  捨てられた悲しみ（生命の尊さ）

導入

①動物と触れ合った体験について話し合う。
②DVDを視聴して，捨てられた犬や猫たちの悲しい思いや，それらを殺処分しなければならない坂
本さんの辛さを感じ取る。
③P69「考える観点」の「こずえさんは，どんな思いで残り短い命の犬や猫の世話をしているのだろ
う。」について話し合う。

僕たちの未来

ボランティア活動をする中・高校生の
様子と，中学生でもできるボランティ
アの紹介（老人ホームでの活動，森
林や海辺の清掃活動など）。
〔1分53秒〕

広い視野で（9～12月）
社会との関わりを考える

18  僕たちの未来（社会参画，公共の精神）

終末

①ボランティア活動について，知っていることや体験したことを話し合う。
②DVDを視聴して，中学生や高校生のボランティア活動の例をみる。
③P109「考える観点」の「自分たちの社会をよりよくしていくために，大切な考え方とは何だろう。」に
ついて話し合う。
⇒社会貢献への関心が高まり，自分に何ができるかを考えようとする意欲が高まる。

鳥が見せてくれたもの

知床の豊かな自然の紹介と，この自
然が人びとの保護活動と寄付によっ
て守られてきたことを解説。
〔1分50秒〕

広い視野で（9～12月）
広い世界に目を向ける

22  鳥が見せてくれたもの（自然愛護）

資料

①自然の風景に心を動かされた体験について話し合う。
②DVDを視聴し，美しい知床の風景も，人々の努力がなければ消滅していたかもしれないことを知
る。
③自然と共に生きるために自分たちにできることは何か，P134の資料も参考にして考え，発表し合
う。
⇒自然を守ることの大切さに気付き，自分にできることを探していこうという意欲が高まる。

日本のお米

お米が採れるまでの工程（代かき，
田植え，稲刈り，稲架かけ，脱穀，精
米）と，成長の過程（発芽，出穂，実
り）。
〔5分26秒〕

広い視野で（9～12月）
広い世界に目を向ける

23  日本のお米（我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する
態度）

導入

①「日本の伝統文化」と聞いて思い浮かぶものを出し合う。
②DVDを視聴することで，本文の「お米は私たちの気づかぬところで，いつも私たちといっしょで
す。」について理解を深める。
③P142「考える観点」の「日本人は，どのような面で米に支えてもらってきたのだろう。」について話
し合う。
⇒今でも，私たちが伝統文化に支えられていることに気づき，大切に引き継いでいくために自分に
何ができるかを考え実践する意欲が高まる。

撮れなかった一枚の写真

フォトジャーナリストの吉田ルイ子さ
んが，各地で撮影をする様子。インタ
ビューで撮影のモットーを語る。
〔3分06秒〕

共に学び合いながら（1～3月）
新しい年度に向かう準備をする

 30  撮れなかった一枚の写真（よりよく生きる喜び）

導入

①フォト・ジャーナリストとはどのような仕事をする人か，知っていることや想像できることを話し合
う。
②DVDを視聴する。
③本文にある吉田さんの言葉，「私は一人の普通の人間でありたい。」とはどういうことなのか，話
し合う。
⇒人としてよりよく生きるとはどういうことか，自分と重ね合わせて考え実戦しようとする意欲が高ま
る。

自ら考えて（4・5月）
自他の命を大切にして学校生活を送る

 4   ひまわり（生命の尊さ）

自ら考えて（4・5月）
自他の命を大切にして学校生活を送る

5   ヘレンと共に――アニー・サリバン（希望と勇気，克己
と強い意志）
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中学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第2学年】 光村教育図書株式会社

映像タイトル 主な映像内容〔収録時間〕
活用する教科書教材（光村図書）

シーズンテーマ（指導時期）／ユニットのテーマ
教材名（内容項目）

活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

夢中になるのは悪いこと？

ネット依存になる理由を解説。専門
外来を担当する樋口進先生のコメ
ントを交え，ネット依存の問題を提
起。
〔3分01秒〕

自覚をもって（4・5月）
上級生として生活する

 2   夢中になるのは悪いこと？（節度，節制）

導入

①１日のうち自由に使える時間が，いつ，どのくらいあるかを出し合う。
②DVDを視聴して，「依存」とはどのようなことか理解を深める。
③P17「考える観点」の「『依存』に陥らない生活を送るために必要なことは，何だろう。」に
ついて話し合う。
⇒依存に陥ることで失うものの大きさを知り，健康な生活への意識を高めることができる。

雪に耐えて梅花麗し――黒田博樹　①

元プロ野球選手の黒田博樹さん
が，アメリカメジャーリーグから広島
東洋カープへの復帰を決めた理由
を，会見を交えて紹介。
〔2分04秒〕

導入

①がんばったのに結果が出なかった体験を各自で振り返る。
②DVDを視聴し，黒田選手の広島東洋カープと地元への思いについて，理解を深める。
③黒田選手が，アメリカのチームから提示された契約より短い期間での契約を希望したの
はなぜか，話し合う。

雪に耐えて梅花麗し――黒田博樹　②
広島東洋カープの優勝に貢献した
黒田さんの引退セレモニーの様子。
〔1分35秒〕

終末

①DVDを視聴する。⇒　黒田選手が困難に打ち克って努力を続けてきたことの背景に，
ファンの強い思いがあったことに気づく。
②P39「考える観点」の「黒田選手が，『耐雪梅花麗（雪に耐えて梅花麗し）』を座右の銘に
してるのはどうしてだろう。」について話し合う。

民主主義と多数決の近くて遠い関係

衆議院議員総選挙で採用されてい
る小選挙区制で「１票の格差」が生
じてしまっている，という問題を提
示。
〔2分20秒〕

社会の一員として（6～8月）
他者を意識してきまりを守る

9   民主主義と多数決の近くて遠い関係（遵法精神，公
徳心）

資料

①大勢で何かを決めるとき，どんな決め方をするか，出し合う。
②DVDを視聴する。
③P58「学びのテーマ」の「集団や社会で何かを決めようとするとき，大切なことは何だろ
う。」について話し合う。
⇒集団で何かを決めるとき，よりよい方法を考え，実践していこうとする意識が高まる。

つながる命　①

「臓器移植」とは何かを解説し，臓
器提供意思表示カードとそのほか
の意思表示の方法を紹介。
〔2分03秒〕

導入

①臓器移植について知っていることを話し合う。
②DVDを視聴して，どうすれば臓器提供ができるのかを知ることで，当事者の思いについ
て理解が深まる。
③P72「考える観点」の「Ａちゃんの家族は，どんな思いで臓器提供をすることを決めたのだ
ろう。」について話し合う。

つながる命　②

心臓移植によって難病を克服した
小西政志さんが，のちに結婚し子ど
もも授かったというエピソードを紹
介。臓器提供の意思表示について
問う。
〔2分28秒〕

終末

①DVDを視聴することで，臓器提供を受けた側の思いを知り，本文の「Aちゃんが繋いだそ
の命」についての理解を深める。
②P72「学びのテーマ」の「『命』とは，どういうものだろう。」について話し合う。
⇒生命に限りがあること，繋がっていくことを理解し，命を大切にしようという意識が高ま
る。

スカイツリーにかけた夢

スカイツリーの特徴を紹介（土台と
展望台の形，展望台までつらぬく心
柱）
〔2分14秒〕

広い視野で（9～12月）
働くことについて考える

13  スカイツリーにかけた夢（真理の探究，創造）

導入

①スカイツリーについて知っていることや印象，感想を出し合う。
②DVDを視聴して，狭い敷地に安定した高層建築物を建てるために，設計士の吉野さん
がどのような工夫をしたかを知る。
③P83「設計の仕事でいちばん大切なことは，最後まで諦めず，どうすれば造りたいものが
実現できるのかを追い求めること」という吉野さんの言葉には，どんな思いが込められてい
るのだろう。」について話し合う。

自覚をもって（4・5月）
上級生として生活する

6   雪に耐えて梅花麗し――黒田博樹（希望と勇気，克
己と強い意志）

社会の一員として（6～8月）
みんなの命を大切にする

 11  つながる命（生命の尊さ）
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中学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第2学年】 光村教育図書株式会社

映像タイトル 主な映像内容〔収録時間〕
活用する教科書教材（光村図書）

シーズンテーマ（指導時期）／ユニットのテーマ
教材名（内容項目）

活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

宇宙の始まりに思いを寄せて　①

太古の巨大な天体「ヒミコ」の簡単
な紹介と，発見した東京大学宇宙
線研究所の大内正己さんのコメン
ト。
〔1分10秒〕

導入

①感動したことを思い出し，どうしてそのことに感動したのかを考える。
②DVDを視聴して，大内さんの感動を共有する。
③P129「考える観点」の「筆者が生きていくうえでの『大切な原動力』とは，どんなものだろ
う。」について話し合う。

宇宙の始まりに思いを寄せて　②

ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された
天体を紹介（創造の柱，銀河M８３，
エウロパ）し，この望遠鏡で，宇宙
の始まりを探る研究が進められてい
ることを解説。
〔3分20秒〕

終末

①DVDを視聴する。
②P129「考える観点」の「『感動する心』は，時として人にどんな力を与えるだろう。」につい
て話し合う。
⇒何かに対して感動したり，畏敬の念を感じたとき，その対象との出会いを大切にしよう，
という意識が高まる。

明日，みんなで着よう

カナダで始まった，いじめ撲滅を訴
えるイベント「ピンクシャツデー」が
世界に広がり，日本でも実行委員
会が発足したとを紹介。いじめ防止
についての問いかけ。
〔1分39秒〕

広い視野で（9～12月）
世界平和について考える

 22  明日，みんなで着よう（公正，公平，社会正義）

導入

①いじめについてどう考えるかを話し合う。
②DVDを視聴して，「ピンクシャツデー」の活動が世界に広がっていることを知る。
③P139「考える観点」の「高梨さんや，日本の中学生の取り組みを読んで，あなたはどんな
ことを考えたろう。」について話し合う。
⇒いじめが起こったとき，自分はどう考えどう行動するかについて，考えを深めていくヒント
になる。

アンネのバラ　①

ナチスによるユダヤ人の迫害につ
いて，また，「アンネの日記」を残し
強制収容所で亡くなったアンネ・フラ
ンクについて解説。
〔2分40秒〕

導入

①「国際平和」，「国際貢献」と聞いて思い浮かぶことを出し合う。
②DVDを視聴する。
③P145「考える観点」の「卒業生の話を聞いた生徒たちが，『アンネのバラ』を育て続けて
いるのは，どんな気持ちからだろう。」について話し合う。

アンネのバラ　②

アンネのお父さんから杉並区の中
学校へ贈られた「アンネのバラ」が，
同区内の図書館へ植えられ，広
まっていることを解説。
〔1分24秒〕

終末

①DVDを視聴する。
②P145「見方を変えて」の「バラを育てることが，どうして『平和への思いをつないでい』くこ
とになるのだろう。」について，話し合う。
⇒世界平和を願う人々の気持ちへの理解が深まり，そのために大切なことは何か，を考え
る意欲が高まる。

広い視野で（9～12月）
環境について考える

 20  宇宙の始まりに思いを寄せて（感動，畏敬の念）

広い視野で（9～12月）
世界平和について考える

23  アンネのバラ（国際理解，国際貢献）
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中学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第3学年】 光村教育図書株式会社

映像タイトル 主な映像内容〔収録時間〕
活用する教科書教材（光村図書）

シーズンテーマ（指導時期）／ユニットのテーマ
教材名（内容項目）

活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

メダルの向こう側に

スキージャンプの選手，葛西紀明さ
んのユニークなトレーニングの様子
を紹介。
〔3分04秒〕

志をもって（4・5月）
最上級生という自覚をもって行動する

 1   メダルの向こう側に（希望と勇気，克己と強い意志）

導入

①P10「葛西紀明選手　オリンピックの歩み」のなかで，いちばん心に残っていることを挙げ
る。
②DVDを視聴する。
③P12「考える観点」の「葛西選手が，『苦しいときでも，逃げたいと思ったことは一度もな
い』のは，どんな思いがあるからだろう。」について話し合う。

あの日　生まれた命　①

東日本大震災の当日に，祖母の死
と自らの出産を体験をした阿部香紀
さんの，娘の誕生についての思いを
提示。
〔2分05秒〕

導入

①東日本大震災について，知っていることや体験したことを出し合う。
②DVDを視聴して，震災の当日に出産をした阿部さんの思いを共有する。
③P28「考える観点」の「『お母さん』は，どうして娘の誕生を素直に喜べなかったのだろ
う。」について話し合う。

あの日　生まれた命　②

「『君の椅子』プロジェクト」の磯田憲
一さんと，椅子を贈られた阿部さん
の思いを提示。
〔2分46秒〕

終末

①DVDを視聴する。
②P28「考える観点」の「『お母さん』と真奈ちゃんは，『希望の［君の椅子］』とともに，どんな
ものを受け取ったのだろう。」について話し合う。
⇒身近な人の死や誕生を体験した人の気持ちに共感することで，命の尊さについて考えを
深めることができる。

コラム　共生　世界の子供たちの状況　①

世界の子供たちの厳しい現状（ギリ
シャの難民収容施設での生活，フィ
リピンの金の採掘場での児童労働）
と，日本のNPO法人の支援活動
（ガーナ共和国のカカオ農園の例）
を紹介。

資料

①世界の子供たちの状況について，知っていることや感じたことを出し合う。
②DVDを視聴する。
③「どんな地域が，どんな厳しい環境下にあるのか，また，そこではどのような国際的な取
り組みが行われているか」を調べて発表し合う。

コラム　共生　世界の子供たちの状況　②

長野県の大町岳陽高校が行ってい
るアフリカ・マリ共和国の人びとへ
の支援活動を紹介。
〔1分16秒〕

資料
①DVDを視聴する。
②「世界の厳しい環境下にある子供たちに対して，日本の子供たち（私たち）にどのような
支援ができるか」について，話し合う。

一票を投じることの意味

都内の高校で行われた模擬選挙の
様子と，参加した先生と生徒のイン
タビュー。若者世代の政治参加につ
いて問う。
〔2分53秒〕

広い視野で（9～12月）
社会との関わりについて考える

16  一票を投じることの意味（社会参画，公共の精神）

資料

①18歳になったら選挙に行くかどうか，出し合う。
②DVDを視聴する。
③P99「考える観点」の「投票できるようになるまでの3年間，あなたはどんなことができるだ
ろうか。」について話し合う。

障子あかり　①

東京タワーの照明を担当する，照
明デザイナーの石井幹子さんの紹
介。インタビューを交えて作品を見
せる（東京タワー，横浜ベイブリッ
ジ，東京駅など）。
〔2分17秒〕

導入

①欧米の住宅にはない，日本の家屋に特有なものには，どんなものがあるかを出し合う。
②DVDを視聴する。
③P119「考える観点」の「筆者は，ルイ・ルポア氏に，どんな気持ちで日本建築の採光のし
かたを話したのだろう。」について話し合う。

障子あかり　②

石井さんが手がけた日本各地の照
明（白川郷，横浜税関，上野恩賜公
園など）を紹介。
〔1分41秒〕

資料

①DVDを視聴して，本文にある「ほのかなあかりの中に移ろう，微妙な陰影こそ美しいと私
は思っている。」という石井氏の言葉について理解を深める。
②P119「考える観点」の「日本の光文化を継承し，発信していきたいと願う筆者の思いの源
とは，何だろう。」について話し合う。

志をもって（4・5月）
最上級生という自覚をもって行動する

4  あの日　生まれた命（生命の尊さ）

広い視野で（9～12月）
理想の社会を思い描く

19  障子あかり（我が国の伝統と文化の尊重，国を愛す
る態度）

他者と共に生きる社会を目ざして（6～8月）
他者と共に生きる社会を思い描く

コラム　共生　世界の子供たちの状況
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活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

私が目ざした白――陶芸家・前田昭博　①

人間国宝の陶芸家，前田昭博さん
が，白磁の作品をつくっている様子
を，インタビューを交えて紹介（菊練
りから窯入れまで）
〔3分53秒〕

導入

①これまでの生活で，ものごとを追究しようとしたことについて振り返る。
②DVDを視聴する。
③P137「考える観点」の「前田さんは，どうして今も挑戦を続けているのだろう。」について
話し合う。

私が目ざした白――陶芸家・前田昭博　②

作品の紹介と前田さんのインタ
ビュー。自信を持つきっかけとなっ
た白磁の壺について語る。
〔2分10秒〕

終末

①DVDを視聴して，ものごとを追究していくとはどういうことかについて，理解を深める。
②P137「考える観点」の「自分が追究したいと思うものに向かって挑戦を続けることは，自
分にどんなことをもたらしてくれるだろう。」について話し合う。
⇒気にかかったことを追究し，創造的であろうとする意欲を高める。

命の選択

富山県の病院で医師が患者の延命
治療を止めたニュースを取りあげ，
延命治療のあり方について議論が
広がっていることを提示。
〔1分45秒〕

広い視野で（9～12月）
広い社会に目を向ける

 23  命の選択（生命の尊さ）

導入

①もし余命があと少しだとわかったら，自分はどう生きたいかを出し合う。
②DVDを視聴する。
③P142「考える観点」の「あなたが『僕』だったら，父の『父さんたちは，どうすればよかった
んだろう……。』という声に，何と答えるだろう。」について話し合う。

希望の義足

アフリカのルワンダに義肢工房を立
ち上げた吉田真美さんの紹介。生
活にあわせたオーダーメイドの義肢
を提供するなど，きめ細かな対応で
大きな貢献をしていることを解説。
〔3分01秒〕

広い視野で（9～12月）
広い社会に目を向ける

25  希望の義足（国際理解，国際貢献）

導入

①日本人が行っている国際協力について，知っていることや思い浮かぶことを出し合う。
②DVDを視聴する。
③P155「考える観点」の「真美さんの挑戦を支えているものは，何だろう。」について話し合
う。
⇒支援される側の気持ちになって，国際貢献について考えようとする意欲が高まる。

広い視野で（9～12月）
広い社会に目を向ける

 22  私が目ざした白――陶芸家・前田昭博（真理の探
究，創造）
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