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月 主題名 内容項目 ねらい 資料名 各教科等との関連 

４ 

１ 志を立てる A4克己・強い意志 
より高い目標を目指し、希望と勇気を持って着実にや
り抜く強い意志を持つ 

吉田松陰『士規七則』 総合的な学習の時間・進路指導 

２ 挨拶の大切さ B7礼儀 
あいさつの意義を理解し、時と場に応じた適切な言動
をとる。 

長沼健さんのサッカー指導に
関する話  （自作資料） 

保健体育・学級活動 

３ 正義 C11社会正義 
正義を重んじ、だれに対しても公正・公平にし、差別
や偏見のない社会の実現に努める。 

『韓詩外伝』 
『心みつめて』東京都道徳教育
教材集 

学級活動・社会科・国語 

５ 

１ 本当の応援 B8友情 
友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、
互いに励まし合う。 

３色のムカデ （自作資料） 体育祭・学級活動 

２ 自然と人間 D20自然愛護 
自然を愛護し、人間の力を超えたものを敬う心情を養
う。 

『心みつめて』東京都道徳教育
教材集 

社会科・英語・理科 

３ 男女の敬愛 B8友情・信頼 
男女は、互いに異性についての正しい理解を深め、相
手の人格を尊重する。 

異性を理解し尊重して 
『私たちの道徳』 

学級活動・体育祭・家庭科 
保健体育 

４ 自律と責任 A1自主・自律 
自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行して
その結果に責任をもつ。 

『学問のすすめ』 
福沢諭吉 

国語・社会科 

６ 

１ 学ぶべき師 B9寛容 
様々なものの見方や考え方があることを理解し、個性
や立場を尊重しようとする態度を育てる。 

『論語』 孔子 国語・学級活動 

２ 勤労の尊さ C13勤労 
勤労の尊さや意義を理解し、勤労を通して生きがいの
ある人生を実現しようとする態度を育てる。 

「働く」ということを考える 
『心みつめて』東京都道徳教育
教材集 

総合的な学習の時間・進路指導・ 
社会科 

３ 
校風の継承と発
展 

C15よりよい学校生活 
学級や学校の一員であることを自覚し、伝統を受け継
ぎ、よりよい校風を作ろうとする心情を養う。 

「学校や仲間に誇りをもつ」 
『私たちの道徳』（文部科学省） 

学級活動・生徒会活動 

４ 
夢や理想をもっ
て生きる 

A5真理の探究 
目標に向かって、真理や真実を追い求めることで自己
の生き方の理想を実現しようとする態度を育む 

「シュリーマンの夢」 
（文部省「中学校 真理や学ぶ
ことを愛する心を育てる」 

学級活動・社会科・進路説明会 

７ 

１ 未来へ D19生命の尊重 生命の尊さを理解し自他の生命を尊重する心情を養う 『心みつめて』 学級活動・国語 

２ 
家族の一員とし
ての自覚を 

C14家族愛 
家族を敬愛し、充実した家庭生活を築こうとする心情
を養う。 

「一冊のノート」 
『私たちの道徳』 

学級活動・家庭科 

９ 

１ 
望ましい生活習
慣 

A2節度・節制 
節度ある生活の大切さを理解し、望ましい生活習慣を
身に付けようとする態度を育てる。 

「調和のある生活を送る」 
『私たちの道徳』 

学級活動・進路指導 

２ 人間愛 B６思いやり 
温かい人間愛の精神を深め、他の人々に対し思いやり
の心を持って接する態度を育てる。 

「温かい人間愛の精神と臣や
りの心を」『私たちの道徳』 

学級活動・合唱コンクール 

３ 
行事への取り組
み 

C15より良い学校生活 
自己が属する様々な集団の意義についての理解を深
め、役割と責任を自覚し、集団生活の向上に努める。 

合唱コンクールクラス紹介作
文より（自作資料） 

合唱コンクール・学級活動 

第３学年の目標 
 学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては、各教科、総合的な学習の時間および 
特別活動における道徳教育と密接な関係を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値及びそれに基づいた人間としての生き方 
についての自覚を深め、道徳的実践力を育成する。 

 

 



４ エール D22より良く生きる喜び 
人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあるこ
とを信じて、人間として生きることに喜びを見いだす
ように努める 

『生徒諸君に寄せる』宮沢賢治 
『心みつめて』東京都道徳教育
教材集 

国語・学級活動 

10 

１ 向上心 A3向上心、個性の伸長 
自己を見つめ、自己の適性や能力の発見に努め、個性
を伸ばして充実した生き方を追求しようとする意欲を
育てる。 

山中伸弥さんの話 
（自作資料） 

理科・社会・進路指導 

２ 
社会の秩序と規
律を高める 

C１０遵法精神 法やきまりの意義を理解し、遵守する態度を育てる。 
「法と私たちの権利・義務」 
『中学校 道徳の指導資料と
その利用』 

学級活動・委員会活動 

３ 公徳心 C１２社会参画 
日常生活において公徳心をもつとともに、社会連帯の
自覚を高め、よりよい社会の実現に努めようとする態
度を育む 

ポスターから考える 
（自作資料） 

社会科・学級活動 

４ 
自分をまるごと
受け止めて 

A3向上心、個性の伸長 
自己を見つめ、自己の適性や能力の発見に努め、個性
を伸ばして充実した生き方を追求しようとする意欲を
育てる。 

「土器のかけら」 
『東京都道徳教育読物資料集』 

社会・美術・学級活動 

11 

１ 礼儀の基本 B７礼儀 
礼儀の意義を理解し、時と場に応じた言動をとろうと
する態度を育てる。 

「車人形」 「東京都道徳教育
郷土資料集」（第１集） 

学級活動・進路指導 

２ 
国を愛しその発
展に努める 

C17我が国の伝統と文化の尊重  
日本の伝統と文化の良さについて理解を深め、継承し
ようとする態度を育てる。 

「国を愛し、伝統の継承と文化
の創造を」 
『私たちの道徳』 

社会科・英語 

３ 
かけがえのない
生命 

D19生命の尊重 
生命の尊さを理解し、自他の生命を尊重する心情を養
う 

「命」 
『心みつめて』 

理科・総合的な学習の時間 

４ 集団生活の向上 C15より良い学校生活 
自己が属する様々な集団の意義についての理解を深
め、役割と責任を自覚し、集団生活の向上に努める。 

松下幸之助 「一日一話」 学級活動 

12 

１ 心の贈り物 B6感謝 
多くの人々の善意や支えにより、日々の生活や現在の
自分があることに感謝し、それにこたえる。 

本田宗一郎の話 
（自作資料） 

学級活動・社会科・進路指導 

２ 
郷土を大切にす
る心 

C16郷土の文化と伝統の尊重 
郷土を愛し、先人への尊敬と感謝の念を深め、郷土の
発展に努める態度を育てる。 

「ふるさとの発展のために」 
『私たちの道徳』 

学級活動・社会 

３ 自律と責任 A1自主・自律 
自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行して
その結果に責任をもつ。 

「自分で考え実行し責任をも
つ」『私たちの道徳』 

国語・学級活動 

１ 

１ 
法やきまりの意
義 

C10遵法精神 法やきまりの意義を理解し、遵守する態度を育てる。 
国際審判 西村雄一さんの話 
（自作資料） 

学級活動・社会・保健体育 

２ 強い意志 A4克己・強い意志 
より高い目標を目指し、希望と勇気を持って着実にや
り抜く強い意志を持つ 

松井秀喜「不動心」 学級活動・進路指導 

３ 
世界の中の日本
人として 

C18国際貢献 
様々な文化を認め、国際的な視野に立って、世界のた
めに尽くそうとする心情を養う。 

「日本とトルコの懸け橋とな
る」『心みつめて』 

社会・学級活動・英語 

４ 
個性や立場の尊
重 

B9相互理解・寛容 
いろいろなものの見方や考え方があることを理解し、
個性や立場を尊重しようとする態度を育てる。 

「認め合い学び合う心を」 
『私たちの道徳』 

学級活動・国語 

２ 

１ 
国を愛しその発
展に努める 

C17我が国の伝統と文化の尊重 
日本の伝統と文化の良さについて理解を深め、継承し
ようとする態度を育てる。 

「日本人の心の歌を求めて 
～滝廉太郎～」 
『心みつめて』 

音楽科・社会科 

２ 
友達としてのあ
り方 

B8友情・信頼 
互いを認め合い励まし合って、相手の立場を尊重し、
好ましい友情について理解して、それを実践していく
態度を育てる。 

「励まし合い高め会える生涯
の友を」 
『私たちの道徳』 

国語・学級活動・進路指導 

３ 
心の贈り物に感
謝して 

B6感謝 
多くの人々の善意や支えにより、日々の生活や現在の
自分があることに感謝し、それにこたえる。 

「帰郷」「中学校道徳読み物資
料集」 

学級活動・進路指導 



 


