
小学校 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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

かぞくと　おはなし ①
パンダ，ゾウ，ツバメの親子の生活
の様子。
〔3分23秒〕

導　入

①P34「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「●どうぶつの　かぞくは，どん
な　ことを　おはなしして　いると　おもいますか。」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒動物の親子の映像を通して，家族愛への関心が高まり，展開の役割演技等でのイメー
ジが膨らむ。

終　末

①P35「なつやすみの　まえに　『どんな　ことを　しようかな』」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを話し合う。
⇒山や海の生き物の映像を通して，夏休みの活動や，家族との関わりへの意識が高ま
る。

コラム資料

①P35「なつやすみの　まえに　『どんな　ことを　しようかな』」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③夏休みに家族でしてみたいこと（生活・学習・体験等）について話し合う。
⇒山や海の生き物の映像を通して，夏休みの活動や，家族との関わりについての話し合
いが活発になる。

あさがお ①

子どもたちの身近な生き物や植物
（キンギョ，カブトムシ，パンジー，ア
サガオ）の提示と，その世話につい
ての問いかけ。
〔2分17秒〕

導　入

①P40の問いかけ（こころん）「しょくぶつや　どうぶつの　せわを　した　ことは，あるかな。」
を読み，生き物を飼ったり，植物を育てたりした経験を発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒身近な生き物や植物の映像を通して，自然や動植物への興味や関心が高まる。

あさがお ②

子どもたちの身近な生き物や植物
（メダカ，ヘチマ）の育て方と気をつ
けたいこと。
〔2分44秒〕

終　末
（展開の後

段）

①P43「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「◎しょくぶつや　どうぶつと　な
かよく　なれたと　おもった　ことは，ありますか。」を読み，話し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒身近な生き物や植物の映像を通して，動植物に優しく接しようとする意識が高まる。

にほんの　あそび ①
お正月の遊び（羽根つき，凧あげ）
の紹介。
〔2分04秒〕

導　入

①P110の問いかけ（こころん）「あなたは，いつも　どんな　あそびを　して　いるかな。」から
入り，正月の遊びについて知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒正月の遊びの映像を通して，日本の伝統的な文化を知り，教科書教材への興味や関心
が高まり，展開での発表や話し合いが活発になる。

にほんの　あそび ②
伝統的な遊び（お手玉，メンコ，コマ
回し）の紹介。
〔1分42秒〕

終　末
（展開の後

段）

①P111「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「◎ほかに　しって　いる，むか
しからの　あそびは　ありますか。みんなで　おしえあいましょう。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを話し合う。
⇒伝統的な遊びの映像を通して，日本の伝統や文化への愛着が増し，生活の中で楽しみ
ながら大切にしていこうとする意欲が高まる。

せかいの　こどもたち

他国（フィンランド，ネパール，インド
ネシア）の生活と子どもたちの様子
の紹介。
〔2分08秒〕

1月　【せかいの　こどもたちと　ともに】
C　国際理解，国際親善
28　せかいの　こどもたち

資　料

①P112の問いかけ（こころん）「しって　いる　くにの　なまえを，みんなで　だしあって　みよ
う。」を読み，発表し合う。
②教科書教材の写真を見て，P113「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「●
こどもたちは，なにを　して　いるのでしょう。」と「●みんなの　せいかつや　あそびと，にて
いる　ところは　ありますか。また，ちがう　ところは，ありますか。」について話し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P113「かんがえよう・はなしあおう」の「◎せかいの　こどもたちと，どんな　ことを　いっ
しょに　して　みたいですか。」について話し合う。
⇒他国の子どもたちの生活や遊びの映像を通して，「もっと知りたい。」や「話して，聞いて
みたい。」等の意欲が高まり，話し合いが活発になる。

かぞくと　おはなし ②
なつやすみの　まえに　　どんな　ことを　し
ようかな

山の生き物（セミ，クワガタ），海の
生き物（ヤドカリ，カニ，アメフラシ）
の紹介と，家族との夏休みの計画
への促し。
〔2分44秒〕

9月　【しぜんと　なかよく】
Ｄ　自然愛護
12　あさがお

1月　【にほんの　よい　ところ】
C　伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
27　にほんの　あそび

7月　【かぞく　だいすき】
Ｃ　家族愛，家庭生活の充実
11　かぞくと　おはなし
★なつやすみの　まえに　　どんな　ことを　しようかな
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小学校 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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

ちいさな　ふとん ①

生まれたばかりの赤ちゃんの様子
（ミルクを飲む，おむつを替えてもら
う，泣く）。
〔1分25秒〕

導　入

①P114の問いかけ（こころん）「ちいさかった　ときの　ことで，おぼえて　いるのは，どんな
ことかな。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒赤ちゃんの誕生や保育の映像を通して，新しい命・赤ちゃんのかわいらしさを感じ，教科
書教材の登場人物への共感が深まる。

ちいさな　ふとん ②
自力で動けるようになってきた赤
ちゃんの様子（ハイハイ，歩く）。
〔1分12秒〕

終　末
（展開の後

段）

①P117「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「●あなたが　じぶんを　『おお
きく　なったな。』と　かんじるのは，どんな　ときですか。」について考える。
②ＤＶＤ映像を視聴し，自分の成長について気付いたことや思ったことを発表し合う。
⇒赤ちゃんや幼い子どもの成長の映像を通して，自分の成長を再確認し，生きていること・
成長していることの喜びがもてる。

みんなが　つかう　ばしょだから ①

学校の施設（鉄棒，下駄箱，廊下）
の使い方のよい例と悪い例の映像
と，問いかけ。
〔3分12秒〕

導　入

①P127の問いかけ（こころん）「あそぶ　ときには，どんな　きまりが，あるかな。」を読み，
知っているきまりを出し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒学校内のみんなで使う場所や物の映像を通して，使い方へ意識が向けられ，教科書教
材への興味や関心が高まる。

終　末
（展開の後

段）

①P131「かんがえよう・はなしあおう」（こころん・きらりん）の「●みんなが　つかう　ばしょで
は，どんな　ことに　きを　つけなければ　いけないでしょう。」を読み，学校外でのみんなが
使う場所や物を発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，きまりや気を付けることについて考えたことを発表し合う。
⇒学校外でのみんなが使う場所や物の映像を通して，使うときのきまりを守ろうとする意欲
が高まる。

コラム資料

①P132「コラム『じょうほうとむきあう』　きまりを　まもらないと」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③「きまりを守らないと，どんなことがおこるか。」や「みんなが使う場所やものを使うとき，
どのようなことに気をつけていくか。」について話し合う。
⇒学校外でみんなが使う場所や物の映像を通して，その後の話し合いが活発になり，きま
りを守ることについての考えが深まる。

2月　【みんなが　つかう　ばしょでは】
C　規則の尊重
32　みんなが　つかう　ばしょだから
★コラム　きまりを　まもらないと

みんなが　つかう　ばしょだから ②
コラム　きまりを　まもらないと

学校外の場所（公園，道路）でのき
まりの紹介と，問いかけ。
〔1分56秒〕

1月　【おおきく　そだって】
D　生命の尊さ
29　ちいさな　ふとん
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小学校 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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

どうしてきまりが　あるのかな

身近なきまり（自転車に乗るとき，踏
切のある場所，道路を歩くとき，公
園で遊ぶとき）の紹介と，問いかけ。
〔3分03秒〕

4月　【きまりをまもって】
C　規則の尊重
3　どうしてきまりが　あるのかな

終　末

①P18「つなげよう」（きらりん）を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，きまりについて考えたことを発表し合う。
⇒町や生活の中にあるきまりの映像を通して，きまりをしっかりと守ろうとする意欲が高ま
る。

おり紙の名人　―　よしざわ　あきら　①

吉澤章さんの折り紙作品（ワシ・リ
ス・ゴリラなど）の紹介と，吉澤さん
の肖像・制作途中の様子の写真。
〔2分01秒〕

導　入

①P36の問いかけ（こころん）「自分の　いいところって，どんなところか　知っているかな。」
について考える。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒独創的な折り紙と吉澤章さんの映像を通して，吉澤さんの折り紙の素晴らしさを知り，教
科書教材への興味や関心が高まり，展開での話し合いや発表が活発になる。

おり紙の名人　―　よしざわ　あきら　②

さまざまな名人の紹介（ハーモニカ
名人：宇佐美進さん，けん玉名人：
八尾雪瑛さん）。
〔2分38秒〕

終　末
（展開の後

段）

①折り紙以外に，どんな名人がいるか，考える。
②ＤＶＤ映像を視聴し，感想を発表し合う。
⇒好きなことや得意なことに取り組み続けている人たちの映像を通して，自分も個性を見
付けて，伸ばしてみようとする意欲が高まる。

がんばれアヌーラ
ゾウ（アフリカゾウ）の生活の様子
（体の大きさ，生態など）。
〔2分29秒〕

7月　【いのちを大切に】
D　生命の尊さ
11　がんばれアヌーラ

導　入

①P52の問いかけ（こころん）「どうぶつにも　たすけ合う　気もちって，あるのかな。」につい
て考える。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ゾウの映像を通して，ゾウに親しみを感じ，教科書教材への興味や関心が高まり，展開
での発表や話し合いが活発になる。

かえってきたホタル　①
夏の夜，ホタルの光る様子。
〔1分25秒〕

導　入

①P57の問いかけ（こころん）「ホタルが　光っているところを　見たことは，あるかな。」につ
いて発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ホタルの映像を通して，ホタルへの親しみを感じ，教科書教材への興味や関心が高ま
る。

かえってきたホタル　②

ホタルの生態（産卵から孵化，幼虫
からサナギになり，大人になるま
で）。
〔1分34秒〕

資　料

①P61～62の写真を見ながら，「ホタルの一生」について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ホタルの一生の映像を通して，ホタルについての理解と親しみが深まり，話し合いが活
発になる。

終　末
（展開の後

段）

①P62「かんがえよう・はなしあおう」（こころん）の「●あなたの　みぢかにあるしぜんで，大
切にしたいなと　思うものは，どんなものですか。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P62「つなげてみよう」（きらりん）を読み，関連図書「うまれたよ！ ホタル」を知る。
⇒身近な生き物の映像を通して，自然や動植物にやさしく接し，大事に守り育てようとする
意欲が高まる。

コラム資料

①P63「夏休みの前に　『そだててみよう』」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③夏休みに育ててみたい生き物や，してみたい自然体験等について話し合う。
⇒身近な生き物の映像を通して，自然や動植物への興味や関心，夏休みの活動への期
待と意欲が高まる。

もうすぐお正月
年越しの準備の様子（すす払い，除
夜の鐘，年越しそば）の紹介。
〔2分17秒〕

12月　【かぞくの一人として】
C　家族愛，家庭生活の充実
27　もうすぐお正月

導　入

①年末に，正月を迎えるためにすることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒年末の伝統的な行事等の映像を通して，日本の伝統的な行事を知り，教科書教材への
興味や関心が高まり，展開での話し合いや発表が活発になる。

6月　【自分のよいところ】
A　個性の伸長
7　おり紙の名人―よしざわ　あきら

7月　【大切なしぜん】
D　自然愛護
12　かえってきたホタル
★夏休みの前に　　そだててみよう

かえってきたホタル　③
夏休みの前に　　そだててみよう

子どもたちに身近な生き物の生態
（カブトムシ，セミ，ザリガニ，ダンゴ
ムシ）。
〔4分07秒〕
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小学校 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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

おせちのひみつ　①

おせちの重箱や料理（数の子，たた
きごぼう，ちょろぎ，くわい）に込めら
れた意味についての解説。
〔1分41秒〕

資　料①
①P138～140「おせちのひみつ」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，「おせちのひみつ」について知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒おせちの映像を通して，教科書教材の「おせち」が補充され，理解が深まる。

資　料②

①P140「かんがえよう・はなしあおう」（こころん）の「●おせちりょうりのほかに，ねがいをこ
めて作られた　日本のものやりょうりを　知っていますか。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒昔から伝わる行事やものの映像を通して，日本の伝統や文化への興味や関心が高ま
る。

終　末
（展開の後

段）

①P140「かんがえよう・はなしあおう」（こころん）の「●おせちりょうりのほかに，ねがいをこ
めて作られた日本のものやりょうりを　知っていますか。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，日本の伝統や文化について，知ったことや考えたことを発表し合
う。
⇒昔から伝わる行事やものの映像を通して，日本の伝統や文化に親しみ，愛着をもとうと
する意欲が高まる。

終　末
（展開の後

段）

①P140「かんがえよう・はなしあおう」（こころん）の「●おせちりょうりのほかに，ねがいをこ
めて作られた　日本のものやりょうりを　知っていますか。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，日本の伝統行事や文化について，知ったことや考えたことを発表し
合う。
⇒昔から伝わる行事やものの映像を通して，日本の伝統や文化に親しみ，愛着をもとうと
する意欲が高まる。

資　料③

①P141「つなげよう」（きらりん）を読み，知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，日本の伝統や文化について，知ったことや考えたことを話し合う。
③P141に「絵」や「せつめい」を書く。
⇒昔から伝わる行事やものの映像を通して，日本の伝統や文化への興味や関心が高ま
る。

日本のお米，せかいのお米　①

さまざまな国の主食とその料理（ペ
ルー：ジャガイモ，イタリア：小麦で
作るパスタ，メキシコ：トウモロコシ
で作るトルティージャ，日本：米で作
るおにぎり・すし）の紹介。
〔3分25秒〕

導　入

①P142の問いかけ（こころん）「ほかの国のりょうりで，知っているものは　あるかな。」につ
いて発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒他の国々の主食の映像を通して，他国の文化や習慣等について知り，教科書教材への
興味や関心が高まり，展開での話し合いや発表が活発になる。

日本のお米，せかいのお米　②

世界の米料理（韓国：ビビンバ，ベト
ナム：フォー，タイ：ゲーン，スペイ
ン：パエリア）の紹介。
〔3分19秒〕

資　料

①P144～145「せかいの　お米をつかった　りょうり」の写真を見る。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒お米を使った世界の料理の映像を通して，教科書教材の料理（写真）についての理解が
深まり，発表が活発になる。

1月　【せかいのことを　知ろう】
C　国際理解，国際親善
30　日本のお米，せかいのお米

1月　【日本のぶんか】
C　伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
29　おせちのひみつ

おせちのひみつ　②
年始の行事（書初め，獅子舞）の様
子とその意味についての解説。
〔1分02秒〕

おせちのひみつ　③

節句人形など（ひな人形，五月人
形，こいのぼり）の様子とそれを飾
る意味についての解説。
〔1分09秒〕

2／2 2020.3.25版
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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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

コラム　じょうほうと向き合う
インターネットにむちゅう　①

ゲームやインターネットに夢中にな
る子どもたちのイメージ映像。
〔1分02秒〕

コラム資料①

①「コラム『じょうほうと向き合う』　インターネットにむちゅう」のP22部分を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③インターネットについて知っていることや使った経験等を発表し合う。
⇒インターネットに夢中になることついての映像を通して，知識や体験が想起しやすくな
る。

コラム　じょうほうと向き合う
インターネットにむちゅう　②

ゲームやインターネットに夢中にな
りすぎることで起こる問題について。
〔58秒〕

コラム資料②

①「コラム『じょうほうと向き合う』　インターネットにむちゅう」のP23部分を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P23【話し合ってみましょう】を読み，ゲームやインターネットをするときの注意について話
し合う。
⇒インターネットの問題についての映像を通して，インターネットにある危険な面を理解し，
約束を決めて使っていこうとする意識が高まる。

ヤゴきゅうしゅつ大作戦　①

田んぼや川など水辺の生き物（アメ
ンボ，ミズカマキリ，タガメ，イトミミ
ズ）の紹介と，ヤゴがトンボになるま
での様子の紹介。
〔3分13秒〕

導　入

①P66の問いかけ（こころん）「君の住む地いきには，どんな生き物がいるかな？」を読み、
発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒水辺の生き物の映像を通して，ヤゴ等に親しみを感じ，教科書教材への興味や関心が
高まる。

ヤゴきゅうしゅつ大作戦　②

春の学校のプールの様子。コミズム
シ，フタバカゲロウの幼虫，ヤゴが
すみついている様子。
〔1分54秒〕

資　料

①「ヤゴきゅうしゅつ大作戦」のP66～67を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③「ヤゴきゅうしゅつ大作戦」のP68～69を読む。
⇒春の学校のプールの映像を通して，ヤゴを救出する取り組みへの興味や関心が高ま
り，発表や話し合いが活発になる。

終　末

①P69「つなげよう」（きらりん）を受け，P70「コラム『自然とともに』　里山を守ろう」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P71「夏休みに調べてみよう」を読み，関連図書やサイトを知る。
⇒里山の映像を通して，自然や環境の大切さを知り，守っていこうとする意欲が高まる。

コラム資料

①P69「つなげよう」（きらりん）を受け，P70「コラム『自然とともに』　里山を守ろう」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③里山について知ったことを発表し合い，自分たちにできることはないか考え，話し合う。
④P71「夏休みに調べてみよう」を読み，関連図書やサイトを知る。
⇒里山の映像を通して，里山の大切さを知り，発表や話し合いが活発になり，夏休みの活
動への期待と意欲が高まる。

百六さい，おめでとう，ひいばあちゃん

九州地方の4世代（子ども・両親・祖
父母・曾祖母）で暮らす一家の様子
と，祖父と川遊びをする孫の様子。
〔1分51秒〕

10月　【家族みんなで】
C　家族愛，家庭生活の充実
19　百六さい，おめでとう，ひいばあちゃん

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴する。
②P103「考えよう・話し合おう」（こころん）の「◎家族みんなが楽しくすごすために，あなた
が大切だと思うことは，何ですか。」について話し合う。
③P103「つなげてみよう」（きらりん）を読み，関連図書「だいじょうぶだよ，おばあちゃん」を
知る。
⇒4世代で暮らす家族の映像を通して，話し合いが活発になり，家族の一員としての自覚
や，協力して楽しい家庭をつくろうとする意欲が高まる。

里山の人々の様子と，そこにすむい
ろいろな生き物の様子。
〔1分30秒〕

4月　★コラム『じょうほうと向き合う』　インターネットにむ
ちゅう

7月　【身近な自然に目を向けて】
D　自然愛護
12　ヤゴきゅうしゅつ作戦
★コラム『自然とともに』　里山を守ろう

ヤゴきゅうしゅつ大作戦　③
コラム　自然とともに　里山を守ろう
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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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

みんながくらしやすい町　①

町の中のバリアフリー（点字ブロッ
ク，視覚障害者用の横断歩道の押
しボタン，屋内施設のスロープ，ノン
ステップバス）の紹介。
〔2分46秒〕

資　料

①P104～105「みんながくらしやすい町」の絵を見て，P104「考えよう・話し合おう」について
話し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒町の中のバリアフリーの映像を通して，さまざまなバリアフリーについての理解が深ま
り，発表や話し合いが活発になる。

終　末

①P106～107「コラム『ともに生きる』　くらしの中のユニバーサルデザイン」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒身近にあるユニバーサルデザインの映像を通して，みんなが暮らしやすくなるように考
えたり，相手のことを思いやり，進んで親切にしようとしたりする意欲が高まる。

コラム資料

①ユニバーサルデザインについて知っていることを発表し合う。
②P106～107「コラム『ともに生きる』　くらしの中のユニバーサルデザイン」を読む。
③ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒身近にあるユニバーサルデザインの映像を通して，さまざまなユニバーサルデザインに
ついての理解が深まり，発表や話し合いが活発になる。

ふろしき　①
ふろしきの活用方法の紹介。
〔1分19秒〕

導　入

①P126の問いかけ（こころん）「ふろしきを使ったことは，あるかな。」を読み，ふろしきを
使った経験を思い出し，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ふろしきの活用方法の映像を通して，ふろしきのよさを知り，教科書教材への興味や関
心が高まる。

ふろしき　②
伝統的な道具である「すだれ」と「扇
子」の紹介。
〔1分53秒〕

終　末

①P130「つなげよう」（きらりん）「ふろしきのように，日本で昔から使われている道具には，
どんな物があるかな。社会科でも勉強したね。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，感想を出し合う。
⇒伝統的な道具の映像を通して，日本の伝統や文化に親しみ，大切にしようとする意欲が
高まる。

マサラップ　①

他国の料理（イスラエル：フムス，ペ
ルー：ロモサルタード，ロシア：ボル
シチ，ブルキナファソ：サガボ）の作
り方・食べ方と，各国の「おいしい」
を表す言葉の紹介。
〔3分55秒〕

導　入

①P131の問いかけ（こころん）「他の国の文化について，知っていることは，あるかな。」を
読み，「他の国の料理について知っていること」等を発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒他国の料理と「おいしい」を表す言葉の映像を通して，他国の文化や言葉を知り，教科
書教材への興味や関心が高まる。

終　末

①P135「つなげよう」（きらりん）を受け，P136～137「コラム『世界とつながる』　世界のい
しょう」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，感想を発表し合う。
⇒世界の民族衣装の映像を通して，他国の文化等について理解を深め，さらに親しんで
いこうとする意欲が高まる。

コラム資料

①世界の民族衣装について，知っていることを発表し合う。
②P136～137「コラム『世界とつながる』　世界のいしょう」を読む。
③ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
④P137「冬休みに調べてみよう」（きらりん）を読み，関連図書等を知る。
⇒世界の民族衣装の映像を通して，他国の文化等についての理解が深まり，発表や話し
合いが活発になるとともに，冬休みの活動への期待と意欲が高まる。

12月　【昔からつたわる物】
C　伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度
26　ふろしき

12月　【他の国の人となかよくなるために】
C　国際理解，国際親善
27　マサラップ
★コラム『世界とつながる』　世界のいしょう

マサラップ　②
コラム　世界とつながる　せかいのいしょう

世界の民族衣装（ベトナム：アオザ
イ，インド：サリー，ボリビア：ポリエ
ラ，スコットランド：キルト）の紹介。
〔2分36秒〕

10月　【こまっている人がいたら】
B　親切，思いやり
20　みんながくらしやすい町
★コラム『ともに生きる』　くらしの中のユニバーサルデザ
インみんながくらしやすい町　②

コラム　ともに生きる　くらしの中のユニバー
サルデザイン

身近なユニバーサルデザイン（ペ
ン，ハサミ，自動販売機，改札口，
蛇口）の紹介。
〔2分40秒〕
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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）
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いのちをつなぐ岬　①

草むらや山，川で見られる身近な生
き物たちの様子と，海の生き物の例
として，アカウミガメの生態などの紹
介。
〔2分55秒〕

導　入

①P54の問いかけ（こころん）「君の周りには，どんな自然があるかな。」について発表し合
う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒身近な生き物やアカウミガメの映像を通して，アカウミガメ等に親しみを感じ，教科書教
材への興味や関心が高まる。

いのちをつなぐ岬　②

御前崎小学校の子どもたちが，子
ガメを世話し，海に返すまでの活動
の様子。
〔1分42秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴する。
②P60「考えよう・話し合おう」（こころん）の「●自然を大切にしていくために，あなたには，
どんなことができると思いますか。」について話し合う。
③P60「つなげよう」（きらりん）を読み，関連図書「ウミガメ　いのちをつなぐ岬」を知る。
⇒御前崎小学校の取り組みの映像を通して，自然や動植物を愛し，自然環境を大切にし
ていこうとする意欲が高まる。

このままにしていたら　①

不法投棄されたごみの様子と，そこ
から起こる問題についての問いか
け。
〔1分40秒〕

終　末①

①「きまりを守らないでゴミを捨てるとどうなるか」について考える。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒不法投棄等の映像を通して，規則の大切さについての理解を深め，規則を守ろうとする
意欲が高まる。

このままにしていたら　②
観光地（埼玉県長瀞町）のクリーン
作戦の様子。
〔1分39秒〕

終　末②

①「ルールやマナーを守らないとどうなるか」について考える。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒観光地でのクリーン作戦の映像を通して，ルールやマナーを守り，自分たちでできること
をしようとする意欲が高まる。

コラム　自然と共に　ごみやしげんについて
考えよう

身近な物（衣類，紙，残飯）のリサイ
クルやリユースについての紹介。
〔2分13秒〕

7月　★コラム『自然と共に』　ごみやしげんについて考え
よう

コラム資料

①P64～65「コラム『自然と共に』　ごみやしげんについて考えよう」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
③P65の「夏休みに調べてみよう」（きらりん）を読み，話し合う。
⇒リサイクルやリユースの映像を通して，資源の再利用について知り，発表や話し合いが
活発になり，夏休みの活動への期待と意欲が高まる。

思いやりのかたち　①
点字ブロックの種類，設置の目的や
場所の例などの紹介。
〔1分52秒〕

導　入

①P114の問いかけ（こころん）の「点字ブロックって，知ってる？」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒点字ブロックの映像を通して，点字ブロックについて知り，教科書教材への興味や関心
が高まり，展開での話し合いや発表が活発になる。

終　末

①P117「つなげよう」（きらりん）を受け，P118～119「コラム『共に生きる』　見えないしょうが
いに気づくこと」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒マタニティマークやヘルプマークの映像を通して，「さまざまな思いやりのかたち」を知
り，進んで親切な行為をしようとする意欲が高まる。

コラム資料

①P118～119「コラム『共に生きる』　見えないしょうがいに気づくこと」を読む。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒マタニティマークやヘルプマークの映像を通して，「共に生きる」ことについての話し合い
が活発になり，進んで親切な行為をしようとする意欲が高まる。

わたしの大切なもの

世界の国々の文化とそこに暮らす
子どもたちの様子（モンゴル，アル
ゼンチン，ニュージーランド，ブルキ
ナファソ）。
〔4分18秒〕

12月　【世界の人々に親しむ】
C　国際理解，国際親善
26　わたしの大切なもの

導　入

①P132の問いかけ（こころん）「君は，世界の人々や文化について，どんなことを知ってい
るかな。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒世界の国々の文化とそこに暮らす子どもたちの様子の映像を通して，各国の文化や子
どもたちの様子を知り，教科書教材への興味や関心が高まり，展開での話し合いや発表
が活発になる。

7月　【自然の大切さ】
D　自然愛護
11　いのちをつなぐ岬

7月　【みんなの場所で】
C　規則の尊重
12　このままにしていたら

11月　【さまざまな思いやり】
B　親切，思いやり
22　思いやりのかたち
★コラム『共に生きる』　見えないしょうがいに気づくこと思いやりのかたち　②

コラム　共に生きる　見えないしょうがいに
気づくこと

マタニティマーク，ヘルプマークの解
説。
〔1分20秒〕
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より遠くへ
義肢装具士の臼井二美男さんの仕
事の様子とインタビュー。
〔1分29秒〕

12月　【目標に向かって】
A　希望と勇気，努力と強い意志
27　より遠くへ

導　入

①P136の問いかけ（こころん）「君は今，どんなゆめや目標をもっているかな。」から入り、
パラリンピックや義足（肢）について知っていることを発表し合ったりする。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒義肢装具士の臼井二美男さんの仕事の様子とインタビューの映像を通して，障害者の
スポーツを支える義肢装具士の仕事を知り，教科書教材への興味や関心が高まり，展開
での発表や話し合いが活発になる。

神戸のふっこうは，ぼくらの手で　①
阪神・淡路大震災直後の神戸の街
の様子と，避難所の様子。
〔58秒〕

導　入

①P178の問いかけ（こころん）「周りの人のために，一生けんめい働いたこと，あるかな？」
について経験を振り返ったり，阪神・淡路大震災について知っていることを発表し合ったり
する。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒阪神・淡路大震災直後の様子の映像を通して，大震災の被害の甚大さを知り，教科書
教材への興味や関心が高まる。

神戸のふっこうは，ぼくらの手で　②

現在の神戸市の様子と，さまざまな
人がボランティア活動（震災当時）を
行う様子。
〔1分49秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや「みんなのために自分ができそうなこと」などを発表し
合う。
②P181「つなげよう」（きらりん）を読み，話し合う。
⇒震災当時のボランティア活動の様子の映像を通して，みんなのために進んで働こうとす
る意欲が高まる。

【付録】日本に伝わる「祭り」
日本各地の祭り（阿波踊り，相馬野
馬追，長崎くんち）の様子と解説。
〔3分32秒〕

【付録】日本に伝わる「祭り」 付録資料

①P128～131「祭りだいこ」での学びを振り返ったり，P190～191を読み，知っていることを
発表し合ったりする。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
⇒日本各地の祭りの映像を通して，郷土の伝統や文化についての関心と，それらを尊重し
て積極的に関わろうとする意欲が高まる。

3月　【みんなのために働く】
C　勤労，公共の精神
34　神戸のふっこうは，ぼくらの手で
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小学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第５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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

宇宙から見えたもの　①

ハッブル宇宙望遠鏡から撮影され
た宇宙の様子（いろいろな銀河，星
の誕生，星の死）の紹介。
〔1分55秒〕

導　入

①P63の問いかけ（こころん）「君は，宇宙と自分のつながりについて，考えたことはあるか
な。」から入り，ハッブル宇宙望遠鏡について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ハッブル宇宙望遠鏡から撮影された映像を通して，宇宙の広がりや美しさを感じ取り，
教科書教材への興味や関心が高まる。

宇宙から見えたもの　②

国際宇宙ステーションから撮影され
た地球の様子と，同じ場所を地上付
近から見たときの様子（カリブ海，ア
マゾンの河川，アメリカとメキシコの
国境，日本近くの流氷）。
〔2分03秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴し，感想を発表し合う。
②P71の「宇宙から見れば，人間はみな等しく，この美しい惑星に住む『地球人』なんだ
―。」の一行を改めて読み，感じたことを話し合う。
⇒国際宇宙ステーションから撮影した風景等の映像を通して，美しいものやすばらしいも
のに感動する気持ちを大切にしようとする意欲が高まる。

コラム　自然と共に　「地球の温暖化」を知
ろう

温暖化による影響（水没の恐れの
ある国・ツバルの様子，餌が取れず
にいるホッキョクグマの様子）の紹
介。
〔2分27秒〕

7月　★コラム『自然と共に』　「地球の温暖化」を知ろう コラム資料

①「地球温暖化」について知っていることを発表し合う。
②P72～73「コラム『自然と共に』　『地球の温暖化』を知ろう」を読む。
③ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
④P73の「夏休みに考えてみよう」（きらりん）を読み，話し合う。
⇒温暖化の影響の映像を通して，地球環境への問題意識や，夏休みの活動への期待と
意欲が高まる。

だれもが幸せになれる社会を　①

国立ハンセン病療養所と患者の様
子，実際に療養所に入所していた
患者のインタビュー。
〔1分30秒〕

導　入

①P94の問いかけ（こころん）「君の思う『幸せ』って，どんなもの？」から入り，「もし病気を
理由に差別をされたらどう思うか」について考え，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P94～95の下段を読む。
⇒国立ハンセン病療養所と患者の映像を通して，ハンセン病と差別についての問題意識
が高まり，展開での発表や話し合いが活発になる。

だれもが幸せになれる社会を　②

「らい予防法」の廃止時の国会の様
子と，元患者たちの人権侵害を訴え
る裁判の様子，子どもたちとの交流
の様子。
〔2分02秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴し，「だれもが幸せになれる社会の実現に向けて大切にしていきたいこ
と」を考え，発表し合う。
②P99「つなげよう」（きらりん）を読み，関連図書「きみ江さん　ハンセン病を生きて」を知
る。
⇒「らい予防法」の廃止，人権侵害を訴える裁判，元患者と子どもたちとの交流の映像を
通して，偏見や差別をなくし，誰に対しても公正・公平な態度で接して，正義の実現に努め
ようとする意欲が高まる。

コラム　共に生きる　子どもの権利条約

「子どもの権利条約」を採決した時
の国連総会の様子と，実際の児童
労働とそれを改善する活動の様
子。
〔2分09秒〕

10月　★コラム『共に生きる』　子どもの権利条約 コラム資料

①「子どもの権利条約」について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P100～101「コラム『共に生きる』　子どもの権利条約」を読んで，「子どもの権利条約」が
守られることの大切さや，「義務」（きらりんの投げかけ）について考え，発表し合う。
⇒「子どもの権利条約」と児童労働の問題の映像を通して，「子どもの権利条約」について
知り，コラムへの興味や関心が高まる。

水がわたる橋―通潤橋　①
現在の通潤橋の放水の様子と，簡
単な紹介。
〔1分30秒〕

導　入

①P110の問いかけ（こころん）「わたしたちの生活を，見えないところで支えてくれている人
には，どんな人がいるかな？」から入り，「通潤橋」について発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒通潤橋の映像を通して，通潤橋のイメージをもち，布田保之助への興味や関心が高ま
る。

水がわたる橋―通潤橋　②

地域に貢献した他の人の例として，
浜口儀兵衛とその功績（和歌山県
広川町で，津波から村を守る堤防を
作った）の紹介。
〔2分00秒〕

終　末
（展開の後

段）

①P115「考えよう・話し合おう」（こころん）の「●あなたの周りにある，地域の発展につくし
た人が残してくれたものを，さがしてみましょう。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③P115「つなげよう」（きらりん）の「自分たちの生活を支えてくれている人たちへの感謝の
気持ちは，どんな形で表せるかな。」について話し合う。
⇒地域に貢献した人の映像を通して，生活を支えてくれている人々の努力や善意に応え
て，自分がすべきことを進んで実践しようとする意欲が高まる。

7月　【すばらしさを感じる心】
D　感動，畏敬の念
12　宇宙から見えたもの

10月　【公正・公平な社会を目ざして】
C　公正，公平，社会正義
17　だれもが幸せになれる社会を

10月　【感謝の心をもって】
B　感謝
19　水がわたる橋―通潤橋
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小学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第５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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

クール・ボランティア　①

実際にシニア海外ボランティアに参
加した中田英機さんの活動の様
子。
〔2分05秒〕

導　入

①P120の問いかけ（こころん）「君は，何かのボランティア活動に取り組んだことがあるか
な。」について発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒シニア海外ボランティアの活動の映像を通して，シニア海外ボランティアの活動を知り，
教科書教材への興味や関心が高まる。

クール・ボランティア　②

東日本大震災，熊本地震の際のボ
ランティアの様子，身近なボランティ
アの例として，学生の町内清掃の様
子の紹介。
〔1分44秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴し，感想を発表し合う。
②P123「つなげよう」（きらりん）の「これからちょうせんしてみたいボランティア活動を，考え
てみよう。」を読み，話し合う。
⇒震災時のボランティア活動や身近なボランティア活動の映像を通して，公共のために役
に立とうとする意欲が高まる。

真の看護を求めて―ナイチンゲール

ナイチンゲールが設計に関わった
セント・トーマス病院の様子とナイチ
ンゲールの肖像，当時の野戦病院
の様子。
〔1分14秒〕

11月　【真実を求めて】
A　真理の探究
23　真の看護を求めて―ナイチンゲール

導　入

①P129の問いかけ（こころん）「何かをじっくり考えたり観察したりすることは，好きかな。」
から入り，ナイチンゲールという人について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒セント・トーマス病院，ナイチンゲールの肖像，当時の野戦病院の映像を通して，ナイチ
ンゲールの生き方や，教科書教材への興味や関心が高まる。

小さな国際親善大使

他国の文化の一例としていろいろな
主食の紹介（コメ：マダガスカル，ベ
トナム，ジャガイモ：ペルー，トウモ
ロコシ：ケニア，小麦：欧米）。
〔2分48秒〕

12月　【他国の人々を理解して】
C　国際理解，国際親善
27　小さな国際親善大使

導　入

①P146の問いかけ（こころん）「『国際親善大使』を知っているかな。国と国とが仲よくなるよ
う，国を代表して，その国との交流を深める人のことだよ。」から入り，「他の国の食べ物な
ど」について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒他国の主食の映像を通して，他国の文化や習慣等を知り，教科書教材への興味や関心
が高まり，展開での話し合いや発表が活発になる。

マークが伝えるもの

世界共通のピクトグラムの例として
「非常口」，東京五輪に向け見直さ
れているピクトグラムの例として「乳
幼児用設備」「駐車場」「温泉」を例
として紹介。
〔2分02秒〕

1月　【さまざまな人の立場を考えて】
B　親切，思いやり
30　マークが伝えるもの

終　末
（展開の後

段）

①P169「考えよう・話し合おう」（こころん）の「●あなたの身の回りに，ピクトグラムと同じよ
うな考えで作られたものはありませんか。」を読み，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒ピクトグラムの映像を通して，マークに込められた気持ちの大切さを感じ取り，相手の立
場になって思いやり，誰もが暮らしやすい社会を築いていこうとする意欲が高まる。

11月　【社会に役立つとは】
C　勤労，公共の精神
21　クール・ボランティア
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小学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第６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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

命の旅　①

知床半島の様子とそこに暮らす生
き物（クマゲラ，キタキツネ，ヒグマ
など）の様子。
〔2分13秒〕

導　入

①P72の問いかけ（こころん）「『命の旅』って，どんな意味だと思う？」について考え，発表し
合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒知床半島の自然とそこに暮らす生き物の映像を通して，「命の旅」の意味を深く考えよう
とする意識が高まる。

命の旅　②

シロザケの産卵から孵化までの様
子と成長して川を遡上してくるサケ
の様子。
〔1分39秒〕

資　料

①「命の旅」のP72～P74を読み，写真を見る。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
③「命の旅」のP75～P79を読み, 写真を見る。
⇒サケの産卵から，成長して帰ってくるまでの映像を通して，命をつなぐ営みについての理
解が深まり，発表や話し合いが活発になる。

終　末

①P79「つなげよう」（きらりん）を読み，自分たちと命を育む自然との関わりの大切さについ
て考える。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや考えたことを発表し合う。
⇒日本国内で起こった公害病とそれに対する取り組みの映像を通して，自然環境とのつな
がりの中で，生命を尊重していこうする意欲が高まる。

コラム資料

①「持続可能性」という言葉を聞いて，思ったことや知っていることを発表し合う。
②P80～81「コラム『自然と共に』　よりよい世界を目ざして」を読む。
③ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや，P81のさまざまな見方（例）を参考にして考えたことを
発表し合う。
④P81「夏休みに調べてみよう」（きらりん）を読み，夏休みに調べてみたいことについて話
し合う。
⇒日本国内で起こった公害病とそれに対する取り組みの映像を通して，持続可能性を考
えた問題解決への関心が深まり，夏休みの活動への期待と意欲が高まる。

マザー＝テレサ　①

実際のインドの街の様子と，マザー
＝テレサのつくった「死を待つ人の
家」，そこで働くマザー＝テレサやシ
スターの様子など。
〔1分33秒〕

導　入

①P147の問いかけ（こころん）「『マザー＝テレサ』という人を知っているかな。」を読み，発
表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒インドの街の様子とマザー＝テレサの映像を通して，マザー＝テレサの生き方とその心
について考えようとする意識と，教科書教材への興味や関心が高まる。

マザー＝テレサ　②

ノーベル平和賞を受賞したマザー
＝テレサの様子と，来日時のインタ
ビュー，亡くなったときの様子。
〔1分24秒〕

終　末

①ＤＶＤ映像を視聴する。
②マザー＝テレサの生き方とその心について感動したことを書いたり，今後学んでいきた
いと思う偉人を発表し合ったりする。
⇒ノーベル平和賞を受賞し，来日したマザー＝テレサのインタビュー等の映像を通して，人
間のもつ心の崇高さや偉大さを感じ取り，今後もさまざまな偉人の生き方から学んでいこう
とする意欲が高まる。

五十五年目の恩返し　①

ナチスによるユダヤ人迫害の解説
と，迫害から逃れるために大勢のユ
ダヤ人がビザを取って国外に出よう
としたことの解説。
〔1分31秒〕

導　入

①P156の問いかけ（こころん）「阪神・淡路大震災を，知っているかな？」から入り，第二次
世界大戦について知っていること発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒ナチスによるユダヤ人迫害の映像を通して，第二次世界大戦当時の状況をつかみ，教
科書教材への興味や関心が高まる。

五十五年目の恩返し　②

杉原千畝によって救われたユダヤ
人のインタビュー，リトアニアの「杉
原記念館」と外務省の外交史料館
に設置された杉原の功績を讃える
プレートの様子。
〔1分55秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴する。
②P160「考えよう・話し合おう」（こころん）の学習のめあて「感謝の心とは，どういうものだろ
う。」や，「どんな人たちに，感謝の心をどのように伝えていきたいか。」について考え，発表
し合う。
⇒杉原千畝によって救われたユダヤ人のインタビュー等の映像を通して，改めて杉原千畝
の功績の偉大さと，ユダヤ人が恩返しする心を深く理解するとともに，日々の生活を支えて
くれている人々へ感謝し，自分にできることを考え応えていこうとする意欲が高まる。

命の旅　③
コラム　自然と共に　よりよい世界を目ざし
て

日本国内で起こった公害病（イタイ
イタイ病，水俣病，四日市ぜんそく）
の解説と，公害への対応と改善の
実例（北九州市の水質汚濁）。
〔2分45秒〕

７月　【命をつなぐ】
D　生命の尊さ
12　命の旅
★コラム　『自然と共に』　よりよい世界を目ざして

11月　【心の美しさ】
D　感動，畏敬の念
24　マザー＝テレサ

12月　【感謝の心を伝えるために】
B　感謝
26　五十五年目の恩返し
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小学校 道徳科指導資料ＤＶＤの活用ヒント集【第６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）

指導時期　主題名　内容項目　教材・コラム名
活用場面 〇活用例　　⇒期待される効果等

コラム　世界とつながる　国際親善―私たち
にできること

青年海外協力隊の実際の活動の
様子（フィリピンに観光支援のため
に派遣された森下元喜さんの活
動）。
〔2分40秒〕

12月　★コラム　『世界とつながる』　国際親善―私たち
にできること

コラム資料

①「国際親善」や「青年海外協力隊」について，知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴し，知ったことや思ったことを発表し合う。
③「自分たちにできる国際親善はないか」を考えながら，P166～167「コラム『世界とつなが
る』国際親善―私たちにできること」を読む。
⇒青年海外協力隊の活動の映像を通して，国際親善と教科書教材への興味や関心が高
まる。

私には夢がある　①
1960年代のアメリカの人種差別の
様子と，キング牧師。
〔1分15秒〕

導　入

①P177の問いかけ（こころん）「『差別』と聞いて，どんなことを思い浮かべるかな。」につい
て考え，発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒1960年代のアメリカの人種差別の様子とキング牧師の映像を通して，当時の状況をつ
かみ，差別への問題意識が高まり，展開での発表や話し合いが活発になる。

私には夢がある　②
キング牧師の演説の様子と，現在
の差別に対するデモ行動の様子。
〔1分00秒〕

終　末
（展開の後

段）

①ＤＶＤ映像を視聴しする。
②P181「考えよう・話し合おう」（こころん）の「◎『マーティンの夢』を実現するために，現代
を生きる私たちは，どのような考えや行動をしていけばよいと思いますか。」について話し
合う。
⇒キング牧師の演説と現状の映像を通して，偏見や差別をなくし，誰に対しても公正・公平
な態度で接して，正義の実現に努めようとする意欲が高まる。

エルトゥールル号―友好の始まり　①

イラン・イラク戦争時に，トルコの航
空機がイランに取り残された日本人
を救出してくれた出来事の紹介。
〔2分00秒〕

導　入

①P182の投げかけ（こころん）「日本人と外国の人々が助け合ったことで，知っていること
はあるかな。」から入り，トルコという国について知っていることを発表し合う。
②ＤＶＤ映像を視聴する。
⇒トルコ航空機による日本人救出の映像を通して，日本とトルコの友好関係と教科書教材
への興味や関心が高まる。

エルトゥールル号―友好の始まり　②

エルトゥールル号事故の慰霊碑と，
実際の追悼式典の様子。また，災
害時などに日本が他国へ，他国が
日本へ支援を行っている様子の紹
介。
〔1分24秒〕

資　料

①展開の後段に移る前に，ＤＶＤ映像を視聴する。
②他国の人と交流するときに大切にしていきたいと思うことを考え，発表し合う。
⇒今も続くトルコと日本との友好関係や，災害時に国々が支援し合う映像を通して，国際
親善についての理解が深まり，発表や話し合いが活発になる。

1月　【差別のない社会を求めて】
C　公正，公平，社会正義
29　私には夢がある

1月　【他国の人々と支え合いながら】
C　国際理解，国際親善
30　エルトゥールル号―友好の始まり
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