
　『中学道徳 あすを生きる』全体計画別葉（各教科等との関連表）内容項目別　桃組、桜組（R2～）  　　日本文教出版

  内容 教　　科

国語 社会（地理） 社会（歴史） 数学 理科 音楽 美術 保健体育 家庭 英語 自立 職業 作業
『国語1』 『中学生の地理』 『新しい社会歴史』 『新しい数学1』 『理科の世界1』 『中学生の音楽１』 『美術1』 『新しい保健体育』 『新しい家庭』 『NEW CROWN 1』

(光村) （帝国） (東書) (東書) (大日本) (教芸) （開隆堂） （東書） （東書） （三省堂）

A-(1)自主，自律，
自由と責任

15 二人の約束/9月

28 裏庭でのできごと/1月

希望の職業につくには/9

月

いろいろな学校行事/11

月

さまざまな学習への道

/12月

中央委員会・専門委員

会･生徒会朝礼 /4～3月

運動会/9月

生徒会役員選挙/7月

生徒総会/5月,10月

校内をきれいにしよう/年

間

みんなでオリパラ競技に

取り組もう/年間

タイピング/年間 牛乳パックから紙をつく

ろう/年間

A-(2)節度，節制

12 疾走，自転車ライダー/7月 中学生の学習のしかた

/4月

学校生活の安全/6月

危険の予測と回避/6月

健康な生活習慣/7月

効果的な予習・復習/10

月

学習態度の見直し/10月

健康診断/4月

安全指導･避難訓練/4～

3月

セイフティー教室/7月

A-(3)向上心，個
性の伸長

7 トマトとメロン/6月 自分のよさを知ろう/5月

ライフプラン/2月

学級文集をつくろう/2月

終業式/7月・12月

修了式/3月

記録会/10月

タイピング/年間 牛乳パックから紙をつく

ろう/年間

学校公開週間/6月

A-(4)希望と勇気，
克己と強い意志

1 サッカーの漫画を描きたい/4

月

33 小惑星探査機「はやぶさ」の

挑戦/2月

自信に満ちた中学生に

なろう/4月

定期考査の受け方/5月

これからのわたし/5月

わたしの夢と希望/6月

進路計画はなぜ必要な

のか/1月

先輩の選んだ道/3月

始業式/4月・7月・1月

定期考査/6月・11月・2

月

A-(5)真理の探
究，創造

34 緑のじゅうたん/3月 いろいろな職業/9月

なぜ学ぶのか/11月

本との出会い/1月

B-(6)思いやり，感
謝

3 人のフリみて/4月 送別球技会/3月 卒業式/3月

離任式/3月

【小学校との交流】/5月

～1月

・さつまいも栽培

・さつまいも調理

B-(7)礼儀

4 「愛情貯金」をはじめませんか

/5月

B-(8)友情，信頼

6 近くにいた友/5月

13 部活の帰り/9月

29 旗/1月

心身の発達と変化/7月

心の通い合う学級/9月

わたしの悩み/12月

校外学習(桃桜)/7月 みんなでオリパラ競技に

取り組もう/年間

B-(9)相互理解，
寛容

30 自分だけ「余り」になってしま

う……/2月

いじめのない学級にしよ

う/9月

道徳授業地区公開講座

/1月

みんなでオリパラ競技に

取り組もう/年間

【ちょんこめ作業所交流】

/6～7月

・作業所見学

・作業所交流

道徳授業地区公開講座

/1月

C-(10)遵法精神，
公徳心

9 ふれあい直売所/6月

17 使っても大丈夫？/10月

みんなでオリパラ競技に

取り組もう/年間

C-(11)公正，公
平，社会正義

5 さかなのなみだ/5月

18 公平と不公平/10月

C-(12)社会参画，
公共の精神

10 あったほうがいい？/6月

21 富士山から変えていく/11月

タイピング/年間 学校公開週間/11月

C-(13)勤労

14 私は清掃のプロになる/9月

32 役に立つことができるかな/2

月

ボランティア活動/4～3

月

タイピング/年間 【職場体験へ向けて】/9

～3月

・職場訪問

・職場体験準備

C-(14)家族愛，家
庭生活の充実

24 家族と支え合うなかで/11月 三者面談/12月

※個々の発達段階に応じて指導。

総合的な
学習の時間

地域・家庭
との連携内容項目 学級活動

生徒会
活動

学校行事

道徳
『中学道徳　あすを生き

る１』

特別活動

光村 帝国 東書 東書 大日本 教芸 開隆堂 東書 東書 三省堂学図
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C-(15)よりよい学
校生活，集団生活
の充実

16 むかで競走/9月 みんなで活動する学級

の組織/4月

生徒会とわたしたち/10

月

部活動への加入/10月

学校行事を盛り上げる

/11月

学級とわたしたちの成長

/2月

進級への心構え/3月

部活動説明会/4月

運動会/9月

生徒総会/5月,10月

新入生説明会/2月

入学式/4月

運動会/9月

大掃除(各学期末) /7月・

12月・3月

新入生説明会/2月

C-(16)郷土の伝統
と文化の尊重，郷
土を愛する態度

25 震災を乗り越えて―復活し

た郷土芸能―/12月

31 篠崎街道/2月

社会の一員として/6月 【ちょんこめ作業所交流】

/6～7・12月

・作業所見学

・作業所交流

地域清掃活動/6月

地域の運動会/10月

C-(17)我が国の伝
統と文化の尊重，
国を愛する態度

26 奈良筆に生きる/12月

C-(18)国際理解，
国際貢献

11 花火に込めた平和への願い

/7月

19 違いを乗り越えて/10月

ユニセフ募金活動/1月 みんなでオリパラ競技に

取り組もう/年間

D-(19)生命の尊さ

8 あなたはすごい力で生まれて

きた/6月

20 あふれる愛/10月

27 ゆうへ―生きていてくれてあ

りがとう―/1月

D-(20)自然愛護

22 木の声を聞く/11月

D-(21)感動，畏敬
の念

23 オーロラ―光のカーテン―

/11月

読書は自分の友だち/1

月

音楽会/10月 音楽会/10月

校外学習(桃桜)/7月

D-(22)よりよく生き
る喜び

2 挫折から希望へ/4月

35 いつわりのバイオリン/3月

不安や悩みの解決/12

月

※個々の発達段階に応じて指導


