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平成31年（2019年）4月から中学校で
「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」（道徳科）になります
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中学生は自我の芽生えと
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自分はど
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し めま 。勢いよく社
会に飛び出そうとしながらも、漠然とした不安や孤独感を抱えている生徒たちが、自分
した不安や孤独感を抱えている生徒
たちの未来に 役立つ
つ ヒントをつかみ
トをつかみ、なりたい自分の姿に少しでも近づく
なりたい自分の姿に少
ことがで
きたら──。道徳教育はそうした生徒
た生徒たちの、
たちの 生きる
生きる力 の基盤となる道徳性を養う
ためにあります。楽しみながら「特別の教科 道徳」に取り組んでいきましょう！
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教科化の
経緯は？

生徒をとりまく問題解決のための授業を
充実させるのが目的です
いじめ問題等が大きな社会問題となり、その解決を目指すと同時に、心と身体の調和の取れた人間の育成を目標と
するためには、道徳の時間を 教科 にすることが必要になってきたからです。これまでの中学校の道徳の時間は、他
教科に比べて軽んじられてきた傾向がありました。教科になることで、週1回の道徳の授業が確実に実施されるなど、
量的に、また質的にも充実していくことが期待されています。

道徳の教科化の背景とは？
平成25年、内閣の諮問機関「教育再生実行会議」でいじめの問題が改善すべきテーマとして浮上しました。
それまでもいじめによる痛ましい事件が続き、平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行されながら、事件が
あとを断たなかったことが、今回の道徳の教科化の背景にあります。また、国際的に見て、日本の生徒の自己
肯定感が著しく低いこと。学力が総じて高いレベルにありながら、自分が考える理由をしっかり
説明する力に総体的に弱い面があることも、教育課程改善の背景にあります。
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どう
変わる？

目標の明確化をはかりました
道徳教育と「特別の教科 道徳」のそれぞれの目標が、「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養う」という共通
の表現に統一されました。内面を扱うのが「道徳教育」
です。一方、社会集団等における望ましい行動力を指導する
「生
徒指導」、および、具体的な集団活動に取り組むことで、社会生活に必要な資質・能力を育成する「特別活動」は、
行動面を実践的に扱います。

内容項目を体系化します
平成27年、学習指導要領の一部改正により、道徳教育の内容項目が発達の段階に応じて体系的に整理さ
れ、手がかりになるキーワードが付されました。下の表の通り、
Ａ〜Ｄの４つの視点で整理されたキーワード
は全部で22項目となっています。

＊番号は、便宜上付したものです。

中

Aの視点
主として自分自身に
関すること

Bの視点
主として人との関わりに
関すること

Cの視点
主として集団や社会との
関わりに関すること

Dの視点
主として生命や自然、崇高な
ものとの関わりに関すること
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学

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

自主、自律、自由と責任
節度、節制
向上心、個性の伸長
希望と勇気、克己と強い意志
真理の探究、創造

B-6
B-7
B-8
B-9

思いやり、感謝
礼儀
友情、信頼
相互理解、寛容

校

C -10 遵法精神、公徳心
C -11 公正、公平、社会正義
C -12 社会参画、公共の精神
C -13 勤労
C -14 家族愛、家庭生活の充実
C -15 よりよい学校生活、集団生活の充実
C -16 郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度
C -17 我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度
C -18 国際理解、国際貢献
D -19
D -20
D -21
D -22

生命の尊さ
自然愛護
感動、畏敬の念
よりよく生きる喜び

「創造」は小学校高
学年からの継続・発
展に配慮して、新た
に加わりました。

二つの項目が一つに
まとめられ たり、一
つの項目が二つに分
けられたりしました。

多様な指導方法が推進されます
読み物教材等で登場人物の心情理解に終始し
がちだった従来の指導から脱却し、多様な
学習方法を組み合わせながら、道徳の
授業の質的改善をはかることが求

道徳的行為に関する
体験的な学習

められています。
＊くわしくは、8ページを参照。

役割演技などの
表現活動

問題解決的な学習
道徳的な問題を
多面的・多角的に考え
理解を深める

読み物教材の
登場人物の自我関与
が中心の学習

検定教科書が使われることになります
これまで道徳の教材は、学校ごとに独自に選ぶこともありましたが、「特別の教科 道徳」では、検定教科
書が用いられることになります。他の教科書と同様に、生徒一人一人に無償で配られます。

「やる気を起こさせる」評価の充実をはかります
道徳科の授業では、学習状況や道徳性にかかわる成長の様子を把握して、道徳的価値の理解をもとに自己
を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の人間としての生き方について考えを深めているかを評価し
ます。こうした評価を受けることで、生徒は自分の成長を実感し、意欲を向上させていくことでしょう。また、
生徒が学習状況や道徳性にかかわる成長の様子を継続的に把握できるようになることも期待されています。
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どう
変わる？

自分の意見をもち、人の意見を
聞きたくなる道徳的な課題を追究します
授業で道徳的問題について考えるにあたっては、答えがすぐにわかるような単純な発問を避け、参考になる他の
見方や考え方の意見がほしくなる課題を取り上げて議論することが求められます。次の３つの考え方がポイントに
なるでしょう。
▲

主体的学びへ
❷広い視野を必要とする大きな課題を意識する
多面的・多角的な見方、考え方へ
❸人の意見も聞きたくなる、多様な側面をもつ課題を取り上げる
対話的学び、深い学びへ
❶多くの生徒が多様な意見をもちやすい発問を行う
▲

▲

主体的・対話的な学びから
生徒を深い学びに導くことです
授業中、生徒一人では考えが行き詰まってしまうとき、友達や先生の意見から新しい発見ができたり、自分の考えの
問題点がわかって次の課題が見えてきたりすると、授業が楽しくなり学習に主体的になります。こうした主体的で対
話的な学びを通して、発見学習、問題解決的学習、体験的学習などを効果的に取り入れながら、より深い学び
につなげていくことから、考え、議論する道徳は実現できるといえます。

生徒の心が 動くとき
生徒たちは、自分にとってわかりきったことや簡単なことはつまらないと感じる傾向があります。道徳の時間が受けていた誤
解に「正解を言わされる時間」
というものがありますが、それと同様です。生徒の心が動き出すのは、知っていることに加えて、
一歩先のわからない課題について自分の答えを見つけたいと思うとき、かつ、そのヒントが身近に見えそうなときです。
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解決の難しい、社会の諸問題を
生徒と共に学び、考えます
内容項目に関連づけて現代的な課題を扱います。現代社会には、解決の難しい、答えの定まっていない問題や
葛藤場面が多く見られます。生徒たちにはこうした社会の課題について理解を深め、その課題を自分との関係で
とらえ、その解決に向けて考え続けようとする意欲や態度を育てることが求められます。（主眼はあくまで内容項目中
心です。）

課題例

●情報モラル ●食育 ●健康教育 ●消費者教育 ●防災教育 ●福祉に関する教育
●法教育 ●社会参画に関する教育 ●伝統文化教育 ●国際理解教育 ●キャリア教育
●科学技術の発展に伴う生命倫理の問題 ●社会の持続可能な発展 など

検定教科書と併用して
適切な教材を使用することができます
「特別の教科 道徳」の教材は検定教科書となるので、使用義務があります。しかし、目標と指導計画に合致すれば、
郷土や実態に合う他の教材等を併せて活用することができます。

魅力的な教材を選ぶコツ
❶生徒の心に気がかり（問題意識）が生まれやすい内容があるか。
❷多面的・多角的な見方ができる内容になっているか。
❸答えが１つでない課題（大きな課題）を含む内容を取り上げているか。
❹生徒が感動を覚えやすい出来事や事物を取り上げているか。
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授業を
どう作る？

普段から生徒との間で交流を深めておきましょう
日常の学校生活の中で、たくさんの言葉を生徒と交わしておきましょう。たとえば、「おはよう」「さようなら」などの
挨拶のときに、体調や気分などを聞く「プラスひと言」はどうでしょうか。先生が自分に関心をもっていると生徒が
感じることはとても重要です。こうしたことを積み重ねていけば、生徒たちがどんなことに関心をもち、どんなことに
不安を、そして喜びを感じているかをある程度知ることができるでしょう。教師と生徒の間で信頼関係が生まれ、
温かな雰囲気と安心して学習できる環境が整えば、おのずと道徳教育の効果を実感できるのではないでしょうか。

検定教科書を中心に
不足分は副教材やノートで補う
教材は検定教科書を使う義務があります。扱う内容項目によっては、副教材を用意します。さらに道徳用のノートを
用意させ活用するとよいでしょう。ノートはなるべく自由度の高いものが望ましいです。ただし教材は、生徒が道徳的
価値の自覚を深めるための、あくまで手段（手がかり）だと捉えるべきです。

副教材を選ぶポイント
❶学習指導要領の趣旨に沿っていること
❷生徒の心身の発達の段階に即していること
❸特定の見方や考え方に偏っていないこと
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「導入 ➡ 展開 ➡ 終末」が基本
ただし形式化は避け柔軟に
どの教科の授業でも同様ですが、道徳科でも「導入→展開→終末」が基本の流れです。まずは教材に触れ、
主題に関わる共通の問題意識を自発的にもたせ、学習課題を明確にしてから、生徒に話し合わせます。一人一人
の生徒が、自分の考えを明確にし、友達の考えを受け止め、比較するなかで道徳性が高められる授業作りが求
められます。必ずしもすっきりした結論が出なくても問題ありません。話し合い、探求するプロセスを充実させるこ
とが大切です。

導入
●主題にかかわる問題意識をもたせる
●教材の内容に興味や関心をもたせる
●学習への雰囲気づくりをする

展開
●効果的に教材を提示する
●生徒の実態と教材の特質を押さえた
●生徒が思考を深める工夫をする

終末
●学習を通して考えたことや
わかったことを確かめる
●学んだことを深く心に留めたり、
今後の課題について考えたりする

▲

発問をする
教材そのものを教え
る時 間 で はありませ
ん。教材を使った話し
合いを通して、大切な
価値について気 づか
せていきます。

時間配分のコツ
授業では多様な意見を出し合うことが大切なの
で、短時間でスムーズに教材を読み取ることが
必要です。話の筋や心理分析にこだわりすぎず、
範読や視覚から生徒に理解させるのもひとつの
方法です。
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授業を
どう作る？

職場体験やボランティア活動等を生かしながら
「役割演技」
や「動作化」
なども取り入れる
各学校で行われる職場体験やボランティア活動、自然体験活動などの体験活動を生かすことで、道徳的価値の
自覚を深める指導が充実します。ただし、こうした体験は道徳授業の時間内で行うものではありません。授業で
行うことができる体験的な学習としては、役割演技（登場人物を演じて、内容の理解を深める方法）や、動作化（動
作に表すことによって、実感的な理解を深める方法）などの方法があります。これらの方法は、生徒一人一人の考
えを引き出し、学習した内容への思いを深める効果があります。

役割演技（ロールプレイ）
演劇のように教材に出てくる登場人物になって、書かれている場面をもとに、自由に考え演技します。演技をし
た生徒本人や、その演技を見ていた他の生徒たちから、多様な考えをスムーズに引き出すことができます。登
場人物の役割を交代すれば、互いの心情を理解するためにも有効な手立てになります。教材を読むだけでは
わからない深い部分まで理解を進めることが可能です。
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生徒たちはうまく演じ
る必 要はありません。
演じることで何かを感じ
たり、気づいたりするこ
とが大切です。
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▲

▲

の流れ

演技のあと、思っ
たことや感じたこと
を発表させます。

生徒の発言を孤立させず
他の生徒に投げかけ、つないでいく
今まで多かった、教師の問いかけに一人の生徒が答える形だけでは対話は深まりません。対話の根本は、一人の
発言に対して周囲が応じることです。生徒の発言を孤立させず、「Aさんはこう言っているけど、どう思う？」などと
他の生徒に投げかけます。反応が弱ければ、
「違う経験をしたことのある人はいるかな？」と、多様な意見を求める
姿勢でつなげていきます。また、
「この意見だけでいい？」と投げかけるなど、教師が中立的な立場から離れ、発言
の流れと反対の立場に立つなど、生徒たちの心にゆさぶりをかけるなどの工夫もよいでしょう。

話し合いと書く活動のそれぞれに工夫をこらす
話し合いは、考えをさらに深めるために必要不可欠な活動で、すべての発言が尊重される雰囲気をつくることが
求められます。加えてワークシートや道徳ノートに、自分の考えを書かせる活動も大切です。書くことは、発言の
準備になったり、考えを整理するのに役立ちます。また、書いたものは形に残るので、自らの成長が実感できる評価
資料にもなります。

話し合いのパターン［例］

●ペアでの対話 ●小集団での話し合い ●教師による意図的指名
●バズセッション＊1

●パネルディスカッション＊2

＊1 …… 少人数のグループに分けて話し合いをさせ、そこでまとまった結論を代表の生徒が発表する
＊2 …… 掲げられたテーマについて、異なる意見をもった数人の生徒が代表で議論を行う
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授業を
どう作る？

生徒の心を動かす発問を考える
発問は道徳授業の起点となるもので、生徒の心を動かし、問題意識や多様な感じ方を引き出すねらいがあります。
学習課題に直結する、答えが一つでなく、考える余地のある 大きな発問 を設定しましょう。発問したら、生徒に
じっくり考えさせ、話し合いに十分な時間をかける必要があります。話し合いで方向が異なる意見が出た場合は、
評価しつつも方向性がぶれないように心がけます。

生徒を意欲的にする発問

●生徒の実態に即していて、心を揺さぶる発問
●生徒が自分の感じ方や考え方を自由に表現できる発問
●生徒が「自分の問題」としてリアルに考えられる発問

あくまで補助的に生徒の
心の動きをわかりやすくまとめる
話し合いの展開を見ながら、異なる立場の対比、心の変容の様子を図案化するなど、生徒たちの心の動きを振り
返りやすいようにまとめます。さらに、生徒に自分の考えをカードや付箋に書いて貼らせるなど、参加型の授業を
工夫するのもよいでしょう。ひとつ注意しておきたいのは、道徳授業のメインは 話し合い なので、板書は補助的
なものだと認識する必要があることです。

こんな板書はNG！
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●教材のあらすじを書く
●生徒の意見をただ羅列する
●「思いやりが大切」「強い意志をもつ」など、
価値観の押しつけになるようなフレーズを書く

議論を通して、多面的・多角的に考えることが大切
道徳科の議論は、ディベートや討論とは違うということを意識しましょう。生徒が勝ち負けにこだわったり、相手を
論破しようとしたりしないように注意しながら、議論を進めていきましょう。議論をすることで、さまざまな意見に
ふれ、それぞれの考えが深まるようにします。

生徒の日常にたとえて具体的に示すことが大切
学んだ道徳的価値を、生徒たちの日々の生活の課題にたとえてみましょう。生徒たちは具体的に例示されると理解が
進み、おのずと自分の問題として考える力をもっています。教師としては、まず主題ありきで誘導しすぎないように
心がけておくことが必要です。

学んだことを振り返らせ意欲をもたせて終了する
授業で出たどの意見も大事であることを伝え、生徒たちの意欲向上につなげます。一人一人に振り返らせるのも
有効なので、ノートやワークシートに今回の授業で学習してわかったこと、気づいたことなどをまとめさせるのもよい
方法です。教師が説話をする場合は、教師自身の実体験をからめたり、内容項目に関連する詩を朗読するなどの
工夫が必要です。単なる訓話や徳目を説くような終わり方は望ましくありません。
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指導案を
どうする？

基本的な手順を踏みながら
多様な学習指導案を創意工夫する
学習指導案は、自校の年間指導計画に基づき、指導の意図や構想が適切に表現されることが望ましく、各教師の創
意工夫が期待されます。体験活動を生かす指導、多様な教材の活用、ゲストティーチャーの参加などの工夫をし、
ここにある①〜⑦の手順を踏みながら作成しましょう。

事前や事後の指導の検討
板書の計画
指導の意図や教材の内容、生徒の
感じ方や考え方の違いなどを視覚的
に整理するなど、板書を生かすため
の工夫を検討する。

日常生活での指導や各教科での指導と
関連づけながら、事前の実態把握や事
後の個別的な指導、家庭や地域社会と
の連携などを検討する。

指導方法を工夫

授業の展開を考える

さまざまな表現活動、書く活動、グルー
プでの話し合いなど、生徒一人一人の
感じ方や考え方が生かされ、学び合う
ことのできる指導方法を工夫する。

ねらい、生徒の実態、教材の内容
などをもとに、発問の構成や、授業
の 展 開 が 生きる導 入 や 終 末 の 工
夫、体験活動をどう生かすかなどを
考える。

教材を吟味する

指導の要点を明確にする
ねらいに関する生徒の実態を確認し
た上で、それを踏まえた教師の願い
を明らかにする。そして各教科等と
の関連を考慮しながら、指導の要点
を明確にする。

教材について、ねらいとする道徳的価
値がどのように含まれているかについて
検討する。

ねらいを検討する
指導の内容や意図を明らかにする。
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教育目標の達成を目指して作成します
道徳教育の指導計画は、「全体計画」と「年間指導計画」が主なものです。加えて、全体計画の全体構成図で
は表しきれない各教科等すべての教育活動における道徳指導を具体的に網羅した計画表（別葉）の作成が勧めら
れています。基本となるのは、学習指導要領の定めにもとづいて、学校長が設定する教育方針と学校の教育目標
であり、その達成のために、これらの指導計画を設計していきます。

指導計画書作成のポイント
全体計画書の一例
学年の目標をおさえながら、各教科や領域で取り組む内容を具体化します。
それらを関連づけて相関図のように作成します。すべての教員が共有できるよ
うにしておくことが大切です。

❶

❶学校や地域社会などの実態
地域の特徴、生徒や家庭の現状を踏まえて、学校への期待や学校種を越えた連
携なども考慮して、調査や意見交換を踏まえて書く。

❷

❷学年ごとの指導の重点目標
各学年の重点内容を明示する。

❸道徳科の指導方針

❸

道徳教育の要らしく、道徳科の目標を中心に明示する。

❹各教科の重点目標
❹

❺

全教育活動で行う道徳教育として、大きな位置を占めるので、全教科の内容を踏
まえて書く。

❻

❺特別活動・体験活動
体験的な学習活動との関連づけをしておく。

❺

❼

❻生徒指導
「生徒指導提要」を踏まえ、学校の重点指導事項を書く。

❼家庭や地域との連携
家庭や地域との連携・協力体制の具体的なイメージを書く。近年は家庭や地域社
会との連携が特に重視されている。

❶

❷

❸

年間指導計画書の一例
年間に行われる学校行事の目標を捉え、道徳科の内容項目と関連性をもた
せて計画します。ただし、行事の導入として道徳の授業は用いません。

❶主題名・教材名
年間の行事予定や季節感を考えて、月ごとの道徳科のテーマと教材の配列を表す。

❹

❷ねらい
各授業のねらいを明示する。関係する学習指導要領の内容項目も一緒に書く。

❸教材類型
道徳科の多様性の確保に配慮して教材のタイプを示し、同種の教材が時期的に集
中することがないようにする。

❹主な発問例
授業の大まかな流れがわかるよう、中心発問のみ示す。
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評価を
どうする？

人間としての生き方についての
考えを深めているかどうかに注目します
生徒の「学習状況」と「道徳性に係る成長の様子」。

道徳教育の評価 年間サイクル（例）

この二点が評価の対象です。学習の記録と教師

P

の見取りにより、最終的な評価が行われます。学

感想文，作文，

関わりから考えをより深めているか

道徳科
（授業）

連絡帳等の
ワークシート

〈指導要録〉

ポートフォリオ

A

改善

生 徒の全 体 的 な 様 子 から ︐
計 画 や 指 導のあり 方 を 改 良

エピソード等のノート記録
情 報の集 約・分 析

自己評価

❷人間としての生き方について、自分との

観察，対話，交流等による見取り

学校教育
の全体
日常生活
（家庭・地域）

道徳ノート

❶物事を多面的・多角的に考えているか

C

道徳の指導計画［全体計画（+別葉），年間指導計画（+別葉）］ 評価・見直し

習活動のとらえ方については、二つのポイントが
挙げられます。

D

評価の記述（例）

＊友達の考えをよく受け止めて自分との違いに関心をもち，自分の考えをさらに深める
様子が見られた。
＊道徳の問題を自分の経験に照らして考え見直し，思考の改善や深まりが見られた。

〈通知表〉
＊進んで人の意見を聞いたり自分の考えを言おうとしたりする積極性が高まっています。
＊周囲の人の様子に関心をもち，さりげなく思いやる姿が印象的です。

道徳科の評価 6つの留意点
専門家会議の報告で、道徳科で行う評価について、教師の構えとも言える６つの留意点が提起されました。

❶「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」に深く関わろうとしているかどうかを見取る。
❷観点別評価を通じて見取ろうとすることは妥当ではない。
❸学習活動全体を通じて見取る。
❹内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とする。
❺比較による評価ではなく、成長を積極的に受け止めて、認めて励ます個人内評価として記述式で行う。
❻学習活動において多面的・多角的な見方に発展しているか、道徳的価値の理解を、自分自身との関わり
のなかで深めているか、といった点を重視する。
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多種多様な手法で評価を行います
ここでは、教育活動で活用可能な評価の手法について、特に、道徳教育に関わる評価等について検討されるな
かで取り上げられたものを中心に紹介します。

ポートフォリオ評価

パフォーマンス評価

１年間書き溜めた 道徳学習ノート や感想文・作文・ワー
クシートなどの蓄積物（ポートフォリオ）から、生徒一人
一人の学習状況や道徳性の成長の様子を見取ります。

エピソードによる評価

一定の課題を設定し、学習の結果、その課題解決にど
の程度せまったかを評価します。これは問題解決的な
学習に向いています。

多面的に行う評価

生徒の行動や発言から日常的に見取った様子を、メモ
や教師のノートにエピソードとして記録し、蓄積した結果
を分析して評価します。

定点観測でなく、さまざまな場所や時間帯、生活場面
で見せる生徒の多様な表情に配慮します。この評価に
より、その生徒への先入観が翻る場合があります。

チームで行う評価
道徳の評価は担任が行いますが、その確度や信頼を高めるには、多面的な見取りが重要になります。そのためには全校
の教師が学級や学年の境界を越えて見守ることが必要です。また、学校外の様子については、保護者や地域住民（学
校サポーター等）の方々の協力が欠かせません。それらの情報を担任が集約し、精度の高い道徳性の成長の評価に役
立てましょう。

評価のもとになる記録物
●道徳ノート（道徳学習ノート）
生徒の学習履歴として、活用度の最も高いツールです。記述の自由度が高く、１年間の自身の成長の軌跡が見える内容構成になることが
望ましいです。

●ワークシート
教材の内容や登場人物に自我関与させる目的での利用が中心です。年間のポートフォリオとして、
「道徳ノート」と区別しながら活用しましょう。

●記述を含むアンケート
生徒の意識や考え方の傾向を明らかにするために、アンケートを機に応じて行います。選択式と記述式の２種類があり、前者は統計的な
処理ができ、後者は集団的な傾向と生徒固有の意識を見取ることができます。

●備忘録ノート（教師用）
生徒の道徳性に関わる様子のエピソードを集約します。蓄積することにより個々の生徒の特性が見えてくるので、生徒の努力や成長を励
ます材料となります。
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評価を
どうする？

学習状況と道徳性の成長を捉えましょう
道徳科では、
「生徒の学習状況」と「道徳性の成長の様子」の二つの観点で評価を行います。いずれも 見取る
活動が大切になりますが、その実際はどのようなものか、下の事例を参考にしてみましょう。
（教材名／読み物教材「二通の手紙」）

学習活動
導入

学 …学習状況

成 …道徳性の成長の様子

見取りのポイント

◉発問 ＊生徒の発言等 ◆補助発問

◉ルールを破ってしまうのはどんな時だろう。スポーツなどの例から考えてみよう。
▲

自由闊達に発言できるか。

学

▲

＊サッカーやバスケットなどの反則

自分の体験を振り返ることができているか。

学
学

学
学
学
学

◆そういう時は、いったいどんなつもりなのだろう。

＊無意識。 ＊気づいたらやっていた。 ＊認めたくない。
◆反則の結果、自分たちによいことはあるだろうか。
ペナルティをとられて、負けることもある。

▲

生徒の表情や姿勢から，課題への関心が
高まったかを見取る。

＊子どもだけで入園させた元さんだが，気持ちはわかる。
＊佐々木さんは正しいと思うが，頭が固い。
＊みんなが迷惑した。
＊元さんはよい人なのに，罰を受けてかわいそう。

▲

注目点や着目する人物が生徒によって
異なり，多様な見方が表れているか。

＊ダメなものはダメと決まっている。同情してはいけない。

▲

規則違反してしまう心の問題から
逸れていないか。

＊はればれとする元さんは，少しおかしい。ペナルティが課せられたら，

▲

元さんの内面に関心が向かっていくか。

◆では、よいことばかりではないのに、なぜルール違反をしてしまうのだろう。
今日は、規則違反をした動物園の元さんの話を参考に、みんなで考えよう。

展開

【教材「二通の手紙」を読んで，課題について考える。】
◉参考になるところがあるか。

普通は落ち込むと思う。

物事の核心へ迫ろうとするか。

学成

▲

発問の意味が受け止められているか。

学成

▲

◆何に，納得できたのだろう。処分に対してだったら，「しかたない」
感じではないか。

議論になって，考えが深まっていくか。

▲

＊納得できたからだと思う。
＊元さんにとって，よいことはあまりないと思うけれど……。

▲

◉厳しい二通目の手紙を受けた元さんは，なぜはればれとしているのか。
＊………。 ＊気持ちが楽になった。
＊一通目の手紙（お礼）がうれしかったから。へこたれていない。
◆元さんは，規則を破ってもよいことをしたと考えているのだろうか。
＊よいとは思っていないはず。危険なことだったし。
＊二通目の処分に不満はない。責任は感じている。
◆それだけで，はればれする気持ちが説明できているか。

自分自身の問題として考えられたかを，
記述から見取る。

＊やはり，きまりは大切なものなんだと思った。
＊規則は軽くない。重みがわかった。
＊だから，もう迷わない。もやもやがなくなって，はればれした。

終末

◉ついルール違反をしてしまう心は，変えられますか？
元さんの出来事を通して，わかったことや考えたことをノートに書き留めておこう。

＊きまりには理由がある。破りそうなとき，よく考えるようにしたい。
●補助発問が多いのは、教師自らも生徒とともに議論に参加しているからです。
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成

即効性には過度に期待せず
生徒の道徳的価値の目覚めを見守りましょう
道徳の授業で、生徒たちの間で活発な意見が行き交い、道徳性の成長が見られたとしても、日常生活において、
生徒たちの行動がすぐに改善されるとは限りません。だからといって、道徳の授業が無駄だったと考えるべきでは
ないでしょう。また、生徒の授業中の発言は嘘だったという認識も間違いです。授業では自信たっぷりに発言した
生徒もいれば、迷いながら発言した生徒、言わなければよかったと発言を後悔している生徒もいます。どの発言
もかけがえのないものであり、自分の考えをなるべく率直に表現しようとする一人一人の生徒に良い評価を与えて
いきたいものです。そして次の授業への意欲を掻き立てる前向きな評価をすることも心がけましょう。道徳科の授
業に意欲的に取り組んでいる生徒であればあるほど、「今すぐにはできないけれど、本当はそうありたい」と自分
の弱さを正直に認めつつ、より高い道徳的価値に目覚めているはずなのです。長い目で生徒たちを見守りつつ、
教師自身も生徒とともに成長していきましょう！
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