
１年生	 月別指導資料一覧表	

	
月	 改訂内容項目(主題)	 資料名	 資料のあらすじ	 関連項目	

4	
A-(3)	向上心，個性の

伸長（よさの発見）	

1.輝く個性	―「博

史の母からの手紙」

―	

中学校へ入学した三枝は新しい仲間と出会った。その中に記憶力は抜群

だが状況判断や気持ちの表現が苦手な博史がいた。ある日，博史の母か

ら「博史の苦手なところも得意なところも『個性』」という手紙が届く。	

学活	

障がい理解	

4	

C-(15)	よりよい学校生

活，集団生活の充実	

（役割と責任）	

2.帽子はどこに消

えた	

給食係のかぶる白い帽子の数が気づかぬ間に不足している。だれもが知

らないの一点張りで責任をとろうとしない中で，給食委員の恭子は悲し

い思いをする。	

学活	

給食指導	

4	
C-(10)	遵法精神，公徳

心（公徳心を発揮して）	
3.淳の住む町	

淳の住むマンションにゴミの出し方で口うるさく注意するおばあさん

がいた。ある時，不法な粗大ゴミ放置のため，子供がけがをする。ゴミ

問題をめぐって公徳心を考える文章。	

環境整備	

マナー・モラル	

5	

D-(20)	自然愛護	

D-(21)	感動，畏敬の念	

（自然とともに生き

る）	

4.自然に抱かれて

こそ	

映画監督の熊井さんは，小学校六年生のとき，燕岳山頂で迎えた御来光

から受けた感動を大切にして，「開発」によって失われつつある自然を

フィルムに残そうと，撮り続ける。	

自然体験	

環境	

5	
B-(6)	思いやり，感謝	

（感謝の心の表出）	

5.春樹が朝，目覚め

て考えたこと	

母の留守中，春樹は無理を言って用事を代わってもらった友人には感謝

したのに，母親へは当たり前のことのように思っていたことに気づき，

帰ってくる母へかける言葉を考えるのだった。	

家族	

5	

C-(14)	家族愛，家族生

活の充実（家族に対す

る敬愛の念）	

6.大会を前にして

【討】	

明日に団体戦の決勝戦を控えた剣道部主将の真耶のもとに，九州に住む

祖母の危篤の報が届く。決勝戦に出場すべきか，祖母のもとにかけつけ

るべきかで，真耶は悩む。	

部活動	

6	

C-(16)	郷土の伝統と文

化の尊重,郷土を愛す

る態度（郷土愛）	

7.故郷を思って	

過疎化が進む地区で育った筆者は，故郷の自然の美しさや，過疎化を止

めようと頑張る人たちを誇りに思う。そして，彼らの心を受け継いでい

こうと決意する。	

総合	

歴史	

6	

C-(15)	よりよい学校生

活，集団生活の充実	

（自他の理解と協力）	

8.ONE	FOR	ALL	

週一回の練習しかしない部活の弱小サッカー部で，公式戦で初勝利を得

たのをきっかけに，毎日練習したい部員と，これまで通りでよいという

部員の意見が衝突する。	

学活	

部活動	



6	

C-(11)	公正，公平，社

会正義（差別や偏見の

ない社会）	

9.「自分以下」を求

める心	

小学校のとき，よくいじめられる女の子がいた｡筆者も当時，他の子と

一緒に，その子をいじめていた。自分以下の存在をどこかで欲していた

ことを内省し，差別する心の醜さに気づく。	

学活	

人権	

いじめ	

6	

C-(17)	我が国の伝統と

文化の尊重,国を愛す

る態度（日本の伝統と文

化の継承と発展）	

10.アンドロイドの

夜	

200年後の日本では，公用語が英語になり，アンドロイドと一緒に，消

えてしまった日本文化について立体スクリーンシステムで学習してい

た。未来の話から現在の日本の文化や伝統について考える文章。	

伝統文化	

歴史	

7	

C-(10)	遵法精神，公徳

心（法やきまりの理解

と遵守）	

11.どうしよう，お

れ	

幼なじみの裕二が万引きしていることを聞いた健太。その三日後，健太

は母から，裕二が万引きで警察に補導されたことを聞く。これからのこ

とを考えると気が重い健太であった。	

学活	

万引き	

7	
D-(19)	生命の尊さ	

（生命の尊さ）	

12.新ちゃんの流し

びな	

生まれたばかりのわが子を呼吸器の障害で失った筆者。いたずらに悲し

むだけの気持ちを乗り越え，かけがえのない生命に対するいつくしみへ

と，自分を高めてゆく。	

生命	

9	

A-(3)	向上心，個性の

伸長（個性を生かすた

めに）	

13.ほんとうのカッ

コよさ	

筆者は，恋愛でも仕事でも遊びでも一生懸命に取り組んでいる人が一番

カッコよく，サボることをカッコいいと思っている人はかわいそうだと

いう。	

学活	

9	
B-(8)	友情,信頼	

（望ましい友人関係）	
14.七球め	

自分の暴投が原因でけがをした小学校時代からの友人と，中学校最後の

引退試合で対戦。最初は力を抜いた投球をするが，友人の真剣な目を見

て，七球目は全力投球をする。	

学活	 友情	

部活動	

9	
B-(8)	友情,信頼	

（男女の敬愛）	
15.葉鶏頭の季節	

中学生の「私」と広志は幼なじみで，自然な親近感を抱いていたが，級

友たちの冷やかしにあい，互いに距離をおくようになる。そして「私」

は広志と言葉も交わさずに転校する。	

学活	

9	

B-(6)	思いやり，感謝	

（人間愛，一人ひとり

を大切にする心）	

16.たっちゃんと呼

ばれた日	

障がいのある級友，慎ちゃんを鏡だという筆者。慎ちゃんに叩かれても

怒らないのは，自分の姿が写し出されるからだ。心を通じ合わせれば仲

良くできると信じて待っていたある日，慎ちゃんが筆者の名前を呼ぶ。	

総合	

障がい理解	

10	
C-(10)	遵法精神，公徳

心（きまりの意義）	
17.一粒のアメ	

二学期の文化祭も間近なある日，校則違反の自転車登校をしたヒロシ。

クラス劇の準備中に，これも校則違反のアメを食べることをめぐって，

ヒロシはどうしたものかと考える。	

学活	

文化祭	



	

月	 内容項目(主題)	 資料名	 資料のあらすじ	 関連項目	

10	

A-(1)	自主，自律，自

由と責任	

（人間の弱さの克服）	

18.一番星	

乱暴者の理不尽な命令に屈した中学生が，心の弱さに悩む。いとこの大

学生に悩みを打ち明けたとき，いとこにも過去に同じ体験があったこと

を聞き，力強く生きようと決心する。	

学活	

いじめ	

10	

C-(14)	家族愛，家族生

活の充実	

（父母への敬愛）	

19.両	 親	

人に役立つ人間になれと，子どもに夢を託しながら黙々と働き続け，自

分を育ててくれた両親。その両親への尊敬と感謝の気持ちを淡々と綴っ

た，プロ野球の王貞治監督の文章。	

家族	

活躍する人物	

10	

C-(12)	社会参画，公共

の精神（公共の福祉の

ために）	

20.ゴミ収集車	

ゴミの回収場所のかたづけをたった一人で行う損な役回りの母に対し

て，女子中学生の筆者は「お人好し」だと不満を抱くが，母の思いを聞

いて，勤労・奉仕の尊さに気づく。	

ボランティア

活動	

マナー・モラル	

11	

C-(11)	公正，公平，社

会正義（差別･偏見のな

い社会の実現）	

21.その朝，僕たち

は……	

粗野な行動できらわれ者の章雄が病欠したとき，章雄が来なければい

い，という発言があった。それをめぐって差別の問題が話し合われ，登

校した章雄は温かく迎えられた。	

学活	

11	
B-(9)	相互理解，寛容	

（謙虚･向上）	
22.マキオの決心	

乱暴者のマキオが班長に選ばれた。はりきったマキオはタカシを強引に

規則に従わせようとしてけがをさせてしまう。学級会の話し合いで，ク

ラスのみんなが反省をする。	

学活	

11	
D-(19)	生命の尊さ	

（生命の尊厳）	
23.ライオンと子犬	

サーカスで猛獣使いがライオンのえさに生きた子犬を与える。ところが

ライオンは別の肉を切り刻んでそれを子犬に与え，分け合って食べる。

見物席からとつぜん拍手が起こった。	

生命	

11	
A-(2)	節度，節制	

（心身の健康の増進）	

24.市内マラソン大

会出場	

体力に自信のない筆者であったが，野球部に入部して徐々に体力をつ

け，市内マラソン大会に出場する。その経験から，健康増進のために日々

努力することの大切さを知る。	

部活動	

地域行事	

12	

C-(18)	国際理解，国際

貢献（世界の中での日

本人としての自覚）	

25.白い板	 赤い札	

黄色いテープ	

国際的競争力が弱まっていたイギリスの自動車部品メーカーへ派遣さ

れた日本の熟練技術者。彼らが教えたのは技術ではなく，整理整頓や清

掃を徹底する，日本人の，もの作りへの熱意と工夫だった。	

技術分野	

総合	

ものづくり	

12	
B-(7)	礼儀	

（適切な言動）	

26.足りなかった一

言	

狭い雪道を自転車で通っているとき，後ろから自転車のベルを鳴らす女

子中学生。中学生の娘をもつ筆者は，自分の言動に対する反省も含めて，

一言のあいさつの大切さを訴える。	

学活	

マナー・モラル	



12	

B-(6)	思いやり，感謝	

（潤いのある人間関

係）	

27.やさしい灯り／	

声をかけられて	

真っ暗な道で落としたものを拾っていた時に車のライトで照らしても

らった話や，パンク系の外見で無愛想な「私」の心をほぐしたおばさん

の話を通して，生活の中で感謝の気持ちを感じた場面を思い出す。	

感謝	

1	
B-(7)	礼儀	

（礼儀の意義）	

28.うるわしき伝統

【討】	

剣道部の主将の和也は，礼儀や秩序を強調する２年生部員の賢一と，民

主的であることを主張する１年生部員の行雄の間に立って，どちらの立

場を尊重すべきか，悩む。	

学活	

部活動	

剣道	

1	

A-(4)	希望と勇気，克

己と強い意志（勇気を

もってやり抜く）	

29.体験するってす

ごいことだ	

一人の男子中学生が，不安と緊張感の中で学校の登山に参加する。初め

て経験する厳しさだったが，なんとかゴ-ルインした。さて，はたして

彼は次の登山に参加するだろうか。	

総合	

自然体験活動	

1	
A-(2)	節度，節制	

（健康の増進）	
30.気づかない幸せ	

耳からばい菌が入って，顔の左側の筋肉に力が入らなくなってしまった

ため，１か月も通院した「私」。健康とは失ってからはじめてそのあり

がたさに気づくものだと痛感する。	

学活	

健康	

2	
A-(5)	真理の探究，創

造（理想の実現）	

31.明比さんの映画

と人生	

東映で「1000年女王」など多くのアニメ映画の名作を製作している明比

さん。映画好きの少年時代から現在に至るまでの，夢を持ち続けて苦労

と努力を重ねる半生を描く。	

学活	

職場体験	

キャリア教育	

2	
D-(22)	よりよく生きる

喜び（人とのふれあい）	
32.一片のパン	

厳しい食糧難の終戦直後の札幌で，米兵の投げた一片のパンを，中年男

を押しのけて拾って食べた中学生の雄一は，ひもじい思いをしている弟

たちのことを思い，自己嫌悪に陥る。	

キャリア教育	

2	
A-(5)	真理の探究，創

造（人生を切り拓く）	
33.ピンチの裏側	

ピンチの裏側には必ず同じ大きさのチャンスがある。だから，ピンチを

切り抜けるエネルギーを失わないように，チャンスを見つける目をくも

らせないように，どっしりかまえよう。	

学活	

部活動	

3	
C-(13)	勤労	

（社会奉仕の心）	

34.まだ幕は上がら

ない【討】	

所属する野球部の監督から，県の代表チームへのセレクションに推薦す

る話を受けた茂は，その日がボランティアでやっている芝居の公演日と

重なるため，どうすればよいか悩む。	

総合	 部活動	

ボランティア

活動	

3	

C-(15)	よりよい学校生

活，集団生活の充実	

（学校を愛する心）	

35.百年けやき	

筆者の勤務する学校の用務主事さんは，校長である筆者の言動に接する

なかで，自分の仕事に誇りを持つようになり，校庭の百年けやきの苗木

を，毎年卒業生に贈り続ける。	

学活	

卒業式	

	


