
第２学年 主題配列

低学年重点目標

月 主題・内容項目・教材名 ねらい 現代的な課題や
他教科・領域との関わり

重点指導内容項目

○ あいさつなどの基本的な生活習慣や社会生活上のきまりを身に付けること
○ 善悪の判断をできるようにし、人間としてしてはならないこと（嘘をつかない、人を傷つけない、人のものを盗まないなど）をしないこと

ゴシック体は、重点指導内容項目を示している。
太枠線は、複数時間の関連を図った指導の工夫（ユニット）を示している。ユニットは、複数の教材（読み物資料やコラム）を児童の実態に
合わせて活用することで、道徳的価値の理解や、その理解に基づいて自己を見つめる学習の充実を図ることをねらっている。

オリエンテーション
「どうとくの時間は」

扉の詩や目次、「道徳の時間は」をもとに、道徳が何をどのように
学んでいく時間であるか見通しをもたせるとともに、道徳の時間に
おけるクラスでの約束事等を共通理解させる。

国語科
特別活動（学級活動）

【自分のことは　自分で】
Ａ　節度、節制
１　二年生になって

1年生時と2年生時のかなこを対比的に描いた場面絵を通して、
自分のことを自分できちんと行うにはどんな考えが大切なのか
について考えさせ、健康や安全に気をつけ、身の回りを整え、
規則正しい生活をしようとする実践意欲と態度を育てる。

安全教育
特別活動（学級活動）

【思いやりの心で】
Ｂ　親切、思いやり
１７　こまっている子が　いる

困っている子を描いた二つの場面を通して、誰かが困っているとき、
自分ならどうするかを考えさせ、身近にいる人に思いやりのある
行動を取ることができるようになるための判断力や心情を育てる。

共生

【してよいこと、いけないこと】
Ａ　善悪の判断、自律、自由と責任
３　つのがついた　かいじゅう

他人が作った粘土の作品を、「もっとかっこよくなるように」と
勝手にいじったたくみくんの姿を通して、してよいこと、してはいけ
ないことを考えるのはどうして大切なのかを考えさせ、よいことと
悪いことを区別し、よいと思うことを進んで行おうとする実践意欲
と態度を育てる。

（★コラム　友だちが作ったものは） 情報モラルについて考えることができるコラム

情報モラル
図画工作科

【ささえ合ういのち】
Ｄ　生命の尊さ
４　がんばれアヌーラ

病気のゾウのアヌーラが倒れないように、2頭のゾウが寄り添って
支えたという実話を通して、命を支え合うとはどういうことかを
考えさせ、命あるものを大切にするための判断力や心情を育てる。

生活科

【すてきな学校】
Ｃ　よりよい学校生活、集団生活の充実
５　しょうかいします

自分の学校について紹介する「ぼく」の姿を通して、自分たちの学校
の「お気に入り」はどんなところかを考えさせ、学校や学級の生活を
楽しくしようとする実践意欲と態度を育てる。

生活科
特別活動（学級活動）
特別活動（学校行事）

【身近にいる人に温かい心で接し、親切
にする】
銀河銭湯パンタくん
「銭湯先生はおせっかい？」

銭湯に入ったことのないバースに、パンタとパンキチは競うように
銭湯の入り方を教える。二人の親切が過ぎて、バースを困らせて
しまう姿を見て、親切について考えさせ、実践意欲と態度を育てる。

特別活動（学級活動）

【すなおな気もちで】
Ａ　正直、誠実
６　お月さまとコロ

友達に素直に謝ることができずに悩むコロの姿を通して、伸び伸び
と明るい心で過ごすにはどうすればよいかを考えさせ、素直に生活
しようとする実践意欲と態度を育てる。

図書館活用

「生命の尊さ」　　４時間　　　「親切、思いやり」　　３時間　
「規則の尊重」　　３時間　　　「節度、節制」　　　　３時間

複数時間の関連を図った指導の工夫
「いじめ問題」　　１ユニット　　　　「情報モラル」　　１ユニット

４
月（
３
）

５
月（
３
）

６
月（
４
）



月 主題・内容項目・教材名 ねらい 現代的な課題や
他教科・領域との関わり

【友だちのことを　考えて】
Ｂ　友情、信頼
８　ぶらんこ

大きなくまもいっしょに遊べる丈夫なぶらんこを作ろうとする、
さるやうさぎ、りすの姿を通して、友達と仲よくするために大切な
ことは何かを考えさせ、友達と仲よくし、助け合うための判断力や
心情を育てる。

いじめ問題
共生
図書館活用

【きまりをまもって】
Ｃ　規則の尊重
２０　どんなきまりが　あるかな

町の様子が描かれている一枚絵を通して、きまりはどうして守らな
ければならないかを考えさせ、きまりをしっかりと守ろうとする実践
意欲と態度を育てる。

安全教育
法教育

【ありがとうをつたえよう】
Ｂ　感謝
１０　ありがとうの手紙

「ありがとう」を伝える児童の実際の手紙を通して、「ありがとう」を
伝えることは、どうして大切なのかを考えさせ、家族など日頃お世話
になっている人々に感謝を伝えようとする実践意欲と態度を育てる。

共生
国語科
図画工作科

【物や金銭を大切にし、身の回りを整える】
新・ざわざわ森のがんこちゃん
「えんぴつの家出」 

鉛筆を落としても探そうとしないがんこ。弟鉛筆がいなくなったこ
とを悲しむ兄鉛筆と姉鉛筆。ある晩、２人は河童の手助けにより、
いなくなった弟のところへたどり着く。がんこがようやく探し始める
が、鉛筆たちはとても大事にしてくれるギャオのもとを離れたくない
と言う。登場人物の違いを通して、物を大切にしようとする実践意欲
と態度を育てる。

特別活動（学級活動）

【大切なしぜん】
Ｄ　自然愛護
１２　かえってきたホタル

ホタルを守ろうと、川の清掃活動に取り組むひかるや人々の姿を
通して、生き物が生きている自然を守るためには、どんなことが
できるとよいかを考えさせ、身近な自然や動植物にやさしい心で
接し、大事に守り育てようとする実践意欲と態度を育てる。

共生
環境教育
生活科
図書館活用

【みんなでつかう　ものだから】
Ｃ　規則の尊重
１３　黄色いベンチ

公園のベンチに土足で立って遊ぶたかしとてつおの姿を通して、
みんなで使う物を使うときに、大切なことは何かを考えさせ、約束や
きまりを守り、みんなが使う物を大切にしようとする実践意欲と
態度を育てる。

法教育
体育科

【みんなとなかよく】
Ｃ　公正、公平、社会正義
１６　およげないりすさん

泳げないことで遊べないりすと、どうすれば遊べるかを考える動物
たちの姿を通して、みんなと仲よくすることの大切さについて考え
させ、自分の好き嫌いにとらわれず、友達の気持ちを考えて行動する
ための判断力や心情を育てる。

いじめ問題
共生

【れいぎ正しく】
Ｂ　礼儀
１８　あいさつ月間

礼儀正しい挨拶について考えを巡らせる「わたし」の姿を通して、礼
儀正しい挨拶をすると、どんな気持ちになるかを考えさせ、気持ちの
よい挨拶や言葉遣い、動作などをするための判断力や心情を育てる。

特別活動（学校行事）

【あいてを思いやって】
Ｂ　親切、思いやり
２　ぐみの木と小鳥

病気のりすに、嵐の中でもぐみの実を届ける小鳥の姿を通して、
親切にしたり、親切にされたりすると、どんな気持ちになるかを
考えさせ、身近にいる人に温かい心で接し、親切にするための
判断力や心情を育てる。

共生
福祉に関する教育
特別活動（学校行事）
図書館活用

（★コラム　いやな気もちかもしれないよ） いじめ問題について考えることができるコラム

７
月（
３
）

【楽しい学きゅう】
Ｃ　よりよい学校生活、集団生活の充実
１５　クラスの大へんしん

一人一人が好き勝手に振る舞うクラスと、協力し合うクラスを対照的
に描いた絵を通して、すてきなクラスにするためには、どのような
気持ちが大切なのかを考えさせ、学級生活や学校生活を楽しくする
ための判断力や心情を育てる。

いじめ問題
共生
特別活動（学級活動）

８
月（
１
）

【やりぬいて】
Ａ　希望と勇気、努力と強い意志
１９　黒板が　にっこりするかな

黒板係の仕事に取り組む「ぼく」の姿を通して、がんばって何かを
やり遂げるとどんな気持ちになるかを考えさせ、自分のやるべき
勉強や仕事をしっかりと行おうとする実践意欲と態度を育てる。

社会参画に関する教育
特別活動（学級活動）

10
月（
４
）

【つながるいのち】
Ｄ　生命の尊さ
２３　生まれるということ

まど・みちおさんの詩「ぞうさん」を読み解いた文章を通して、
命がつながっているとはどういうことなのかを考えさせ、命を大切
にするための判断力や心情を育てる。

音楽科
図書館活用

９
月（
４
）



月 主題・内容項目・教材名 ねらい 現代的な課題や
他教科・領域との関わり

【うつくしい心とは】
Ｄ　感動、畏敬の念
２６　かさじぞう

昔話「かさじぞう」を通して、美しい行いなどを見たり聞いたりする
と、よい気持ちになるのはどうしてなのかを考えさせ、人の心の美し
さに触れ、すがすがしい心をもとうとする心情を育てる。

国語科
図書館活用

【約束やきまりを守り、みんなが使う物
を大切にする】
新・ざわざわ森のがんこちゃん
「あたらしい絵本室」 

小学校に新しく絵本室ができた。ところが、がんこたちが乱暴にした
せいで本棚が崩れてしまう。読みたかった本が壊れて悲しむツムの
姿に反省したがんこたちが、本を片付け始める様子を見て、みんな
が使う物を大切にしようとする心情を育てる。

特別活動（学級活動）

【友だちとなかよく】
Ｂ　友情、信頼
２２　よかったよ

「ごめんね」と言えないまま仲直りができたという児童詩を通して、
友達と仲よくするにはどんな気もちが大切なのかを考えさせ、友だ
ちと仲よくしようとする実践意欲と態度を育てる。

共生

【自分の　よいところ】
Ａ　個性の伸長
２５　どうして　うまくいかないのかな

何をやってもうまくいかず悩む「わたし」が自分のよさに気づく姿を
通して、自分を好きになることの大切さについて考えさせ、自分の
よさに気づき、自分を好きになろうとする心情を育てる。

キャリア教育
音楽科
国語科
図画工作科
生活科
特別活動（学級活動）

【生命を大切にする心をもつ】
新・ざわざわ森のがんこちゃん
「がんこちゃんとナイチー鳥」

がんこが本の世界に迷い込むと、そこには美しい歌声の鳥を飼う
王様がいた。その鳥が喉を傷めて声がかれてしまうと、王様は鳥を
捨ててしまう。王様が病気になったことを知り、王様を元気づけよ
うと一生懸命歌声を聴かせる鳥の姿から、生命を大切にしようと
する実践意欲を育てる。

音楽科
特別活動（学級活動）

【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

さまざまなおせち料理に込められた意味を知ることを通して、昔か
ら伝わる物や料理には、どんな願いが込められているのかを考えさ
せ、伝統や文化に親しみ、愛着をもとうとする心情を育てる。

食育
伝統文化教育
生活科

【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

世界のお米料理を調べ始める「わたし」の姿を通して、他の国で作り
出されたものや、伝えられていることを知り、他国の文化に親しもう
とする実践意欲と態度を育てる。

共生
国際理解教育
食育
伝統文化教育

【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

正月に向けた掃除の手伝いをするしんじの姿を通して、家族の一人
として、どんな気持ちでいることが大切なのかを考えさせ、進んで
家の手伝いなどをして、家族の役に立とうとする実践意欲と態度を
育てる。

伝統文化教育
生活科

【よく考えて】
Ａ　節度、節制
２８　お年玉を　もらったけれど

お年玉の使い方に失敗したしゅうじの姿を通して、よく考えて行動
することはどうして大切なのかを考えさせ、物や金銭を大切にし、
よく考えて行動しようとする実践意欲と態度を育てる。

消費者教育

【よいことを　すすんで】
Ａ　善悪の判断、自律、自由と責任
２１　教室でのできごと

花瓶を割った友達を偶然見かけた「わたし」の姿を通して、よくない
ことを見たり聞いたりしたとき、どうすればよいかを考えさせ、よい
と思うことを進んで行うための判断力や心情を育てる。

特別活動（学級活動）

【正直な心で】
Ａ　正直、誠実
１１　すてきなえがお

バスの中で他の人の足を踏んでしまった「わたし」の姿を通して、
正直に謝ることができると、どうして胸の中がすうっとするのかを
考えさせ、うそやごまかしをしないで、明るい心で生活しようとする
実践意欲と態度を育てる。

法教育11
月（
４
）

12
月（
３
）

１
月（
１
）

【みんなのために】
Ｃ　勤労、公共の精神
３１　ぴかぴかがかり

学校の流しの掃除に取り組む「わたし」の姿を通して、みんなのため
に働くことにはどんなよいことがあるかを考えさせ、働くことのよさ
を知り、みんなのために働こうとする実践意欲と態度を育てる。

社会参画に関する教育
特別活動（学級活動）

２
月（
３
）



月 主題・内容項目・教材名 ねらい 現代的な課題や
他教科・領域との関わり

【だれにたいしても】
Ｃ　公正、公平、社会正義
３２　雨ふり 

仲のよい友達だけを傘に入れようとしたふみおくんの姿を通して、
誰に対しても同じように何かをする気持ちをもつことはどうして
大切なのかを考えさせ、好き嫌いにとらわれず、人に接しようとする
実践意欲と態度を育てる。

いじめ問題
共生
図書館活用

【ありがとうの気もちを】
Ｂ　感謝
３４　一まいの絵

祖父に叱られたことを「ありがとう」と思っている父に驚き、その
意味を考える「ぼく」の姿を通して、いろいろな「ありがとう」が
あることについて考えさせ、家族など日頃お世話になっている人々
の善意に気づき、感謝しようとする心情を育てる。

共生
図画工作科

【もくひょうにむかって】
Ａ　希望と勇気、努力と強い意志
３５　こうさとびができた

苦手な交差跳びに懸命に取り組む「わたし」の姿を通して、
目標に向かってがんばるとどんな気持ちになるのかを考えさせ、
つらいことや苦しいことがあってもくじけずに、自分のやるべき
目標に向かってがんばろうとする実践意欲と態度を育てる。

体育科
特別活動（学級活動）
特別活動（学校行事）

【かけがえのない　いのち】
Ｄ　生命の尊さ
３３　空色の自転車

車にはねられ、生死をさまよったかんたや、彼を見守る周囲の人々の
姿を通して、命はどうして大切なのかを考えさせ、生きることのすば
らしさを知り、命を大切にしようとする実践意欲と態度を育てる。

交通安全教育３
月（
２
）


