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ことに︑ありがとうを言おう﹂と伝

りました︒そのとき︑
﹁いろいろな

の小学校で子供たちと話す機会があ

のですが︑三︑四年前にぼくの母校

ぼくが︑講演会を開くのは少ない

ぼくは︑母にその点を厳しく言われまし

︵左の写真︶に書いてあるように︑幸い

ないんだなとあらためて思います︒本

とって︑大人が気をつけていないといけ

感じていました︒やっぱり︑こういうこ

り前のことがなくなってきているように

コロッケ

面で会話があり

活のあらゆる場

昔は︑日常生

へんですね︒

ら︑毎日がたい

ものまねタレント

ました︒それが

コロッケ著﹃母さんの﹁あおいくま﹂
﹄
︵新潮社刊︶

はその最前線にいらっしゃるわけですか

はないかと思っています︒学校の先生方

に子供たちに話をしていくことが大切で

大人の立場からは︑やはり面倒がらず

いてみました︒

をしながら近づいて︑ちょっと悩みを聞

来られない子供にはこちらからものまね

さんがいるので︑話したいけれど寄って

あとでとか言わないで︑いろいろなお子

をつけました︒今忙しいからダメとか︑

話す子供とも︑会話を雑にしないよう気

ぼくは︑東北の被災地を訪れて初めて

要なのは︑大人なのかもしれないですね︒

人が率先して動く︒今いちばん道徳が必

ありません︒子供を責める前に︑まず大

の真似をするので︑子供自身が原因では

が多いのではないでしょうか︒子供は親

たが︑最近の親はたぶん忘れていること

えました︒子供たちに︑ただ﹁忘れ
ないようにしよう︒お礼を言わない
のはダメなんだよ﹂と固く繰り返し
ても忘れられちゃうんですね︒仕事
柄︑子供たちの心に残る投げかけを
したいと考えて︑消しゴムや短くな
った鉛筆を例に﹁ありがとうを言お
う﹂と言いました︒そして︑もっと
脳裏に焼き付けたくて﹁おしっこや

ですよ︒ほんと︑うれしかった︒

が︑全員がぼくに﹁ありがとう﹂って言ってくれたん

各クラスごとに勢ぞろいして記念写真を撮ったのです

その最後に︑ちょっと感動したことがありました︒

みようかと︒そこで話は終わりました︒

もありがとう﹂ってちゃんと言って

よ││︑ちょっとした時に︑
﹁いつ

するかもしれないけど︑嫌がらない

うを言おうか︑急に言うとびっくり

のみんなや︑近所の人にもありがと

ました︒そして︑家に帰ったら家族

そんなことでも結構受け容れてくれ

﹁えーっ︑やだー﹂となりましたが︑

と 切 り 出 す と︑ 子 供 た ち は み ん な

うんちにもありがとうを言おうか﹂

大人から
子供たちへ
昔に比べて︑挨拶をするとかお礼を言うとか︑当た
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の立場だったらうれしくない？﹂ と応じると︑
﹁そう

﹁こっちが金を出すのに何で？﹂と返されました︒
﹁逆

員さんにありがとうって言おう﹂と若い人に話したら︑

に感じています︒
﹁コンビニで買い物をしたとき︑店

人の話を聞くことから始める︒
﹁自分が﹂と発信して

ことと︑自分の意見から言わないということ︒先に︑

というのがあります︒まず︑自分を人に押し付けない

気をつけていることに︑
﹁相手が一番︑自分は二番﹂

さらに︑心の置き所をしっかりするためにいちばん

るんだろうと︑ふと〝？マーク〟が付いたんです︒

いたのとちょっと違うな︑人に勝ってこのあとどうな

みたいなことになった時期がありましたが︑期待して

らってどうなんだろう︒ぼくも︑人に勝って﹁どうだ﹂

んですね︒
﹁まけるな﹂であれば︑だれかに勝ったか

ていたんですが︑自分に対して言う言葉だと気づいた

ます︒
﹁まけるな﹂は他人に対する時の言葉だと思っ

かもしれないけど︑金を払うのはこっちなんだから︑

しまうと︑その後の話が自分中心になっていきます︒

それを自分に対して思うようになってからは︑あま

は意味がないですから︒

言わなくたって別にいいんじゃない﹂
︒そう言われま

そうではなく︑ふだんから自分より先に相手︑という

り他人に対してイラッとしなくなりました︒人に対し

最近は︑言葉が雑になってきて会話が減っているよう

した︒

気持ちでいることです︒そこに気をつけていれば︑周

て﹁まけるな﹂とか﹁いばるな﹂でなく︑自分に﹁い

そういうことを気にかけることは︑とても大切だと
りも変わってくるんです︒

思っています︒ぼく自身は︑次の三原則をもって気を

ばるな﹂自分に﹁まけるな﹂と収めるようになって︑

葉遣いができているかどうか常に考えるということ︒

﹁気づくか気づかないか﹂は︑その場面に応じた言

らないか ③できるかできないか

ね︒そう思ってもいいのですが︑自分が穏やかでいる

なにやっているのに⁝⁝﹂という気持ちが出てきます

じゃないですか︒そんなとき︑
﹁私が︑おれが︑こん

ずっと長く続けていくのは︑それはそれで大変つらい

ではありません︒いまだに人見知りですし︑気も弱い

きましたが︑ぼくという人間が根本から変わったわけ

ぼくは︑母の教えもあっていろいろ考えさせられて

先生方もそうだと思うのですが︑子供たちを相手に

﹁やるかやらないか﹂は︑気づいた言葉を持続させて

ためにその気持ちはこらえて外に出さない︑そういう

んです︒だから子供たちを見ていても︑気の弱いおと

つけています︒①気づくか気づかないか ②やるかや

いるかどうか︒そして︑
﹁できるかできないか﹂とい

努力を大人はしなければいけないのではないでしょう

なしい子供が気になります︒これまでいろいろなこと

気持ちの整理がつきやすくなりました︒

うのは︑自分の心の問題です︒形式的な挨拶を一年間

か︒ぼく自身もできるだけ︑そう受け止めるようにし

のでなく︑人に喜んでもらえるために奮う勇気なんで

に挑戦してきましたが︑それも自分自身の勇気という

くり返しても︑結局﹁お辞儀だけだよね﹂と思われて

ています︒
実は︑小さい頃に母が教えてく

ことだなと今になって得心がいっ

さるな﹂といったことも︑そんな

りになったあとで︑家族や友達や夫婦の間にたくさん

くださいましたが︑いちばんありがたいことは︑お帰

これまでぼくのショーには多くの方々が足を運んで

す︒

たんですね︒ちょっと遅かったか

の会話が生まれているということなんです︒人と人の

れた﹁おこるな﹂
﹁いばるな﹂
﹁く

なと思いますけれど︵笑︶
︒

が徐々にわかってくる場面がこれ

母の教え﹁あおいくま﹂の意味

らも続けていく︒人を喜ばせることができる︒それが︑

らこそ︑ぼくはこの仕事を続けてこられたし︑これか

とぼくは思っています︒そして︑喜んでいただけるか

会話が増えることが︑最高のエンターテインメントだ

までいろいろとありましたが︑も

いつも不安でいるぼくの最大のパワーになるんです︒

︵談／構成・写真 編集部︶

のまねの番組で初めて優勝したと
きに︑はっと気づいたことがあり
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工藤 文三
帝塚山学院大学教授（国立教育政策研究所名誉所員）

している︒

﹁第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項

本年に入って次期学習指導要領の改訂に向けた

合を除き︑いずれの学校においても取り扱わなけ

及び特別活動の内容に関する事項は︑特に示す場

はじめに

報道が見られるようになった︒その内容は︑既に

ればならない︒
﹂
︵小学校学習指導要領第１章総

１．第２章以下に示す各教科︑道徳︑外国語活動

文部科学大臣の記者会見でも示された小学校にお

則︶

第２章以下では︑いずれの学校においても取り

ける英語教育の改善や高等学校の日本史の扱い︑
新教科﹁公共﹂の導入等を中心に︑小中一貫教育

扱わなければならない﹁事項﹂を示している︒学

目標を実現する仕組みとなっている︒この意義

制度の導入への対応その他の課題が示されてい

一方︑次期学習指導要領の改訂に関連して︑本

は︑学習指導要領に示す内容が︑教科書の編集に

習指導要領は︑教育課程の基準として︑各学校で

年３月に︑
﹁育成すべき資質・能力を踏まえた教

反映され︑各学校の指導計画に具体化されるとい

る︒教科化も含めた道徳教育の改善については︑

育目標・内容と評価の在り方に関する検討会﹂の

った道筋を通じて︑全国的な教育内容の共通性が

指導すべき事項を示すことによって︑それぞれの

﹁論点整理﹂が公表された︒
﹁論点整理﹂では︑育

担保されるということである︒また︑各学校では︑

既に中教審で審議が進められている︒

成すべき資質・能力と各教科等の目標・内容の関

年間指導計画の確実な実施を通じて︑各教科等で

課題は︑次の点にある︒授業の展開においてと

係を︑学習指導要領においてより明確にすること
本稿では︑これらの動きを視野に入れながら︑

もすれば︑指導事項を次々と展開していくことが

目指す目標の実現を図ることができる︒
学習指導要領の仕組み等に着目して︑今後の改善

目的とされ︑結果としてどのような能力形成が達

について検討し︑論議のまとめを提示している︒

課題について整理してみたい︒

成されたのかが明確になりにくいということであ

る︒学習評価も単元などのまとまりごとに行われ︑
我が国の学習指導要領の特色は︑各学校で指導

な能力が育ったのかが不明確になりがちといえる︒

ることになる︒つまり︑教科全体としてどのよう

１ 学習指導要領の構成と示し方

すべき事項を示す形式をとっていることである︒

さらに︑教育課程全体で担ういわば教科横断的

教科等の評価は各単元の評価の総括として示され

この点について︑学習指導要領では次のように示
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21世紀

教育課程基準としての
学習指導要領の在り方

を中心とした編成をする場合に︑教育機能を有効

な教育を実施する場合や︑諸能力の系統的な育成
を養うという内容である︒

ぐくむとともに︑主体的に学習に取り組む態度﹂

編成の構造的な課題といえる︒

うに整理し︑効果的に展開していくかは教育課程

これらの課題の改善については︑例えば総則で

方︑各教科等の目標は︑学習指導要領の第２章以

れ︑教育課程が目指す学力像となっている︒一

従来︑学習指導要領と指導要録の関係について

この学力像は︑各教科の評価の観点にも用いら

示す諸能力と各教科等で目指す諸能力との関連付

下に示されているが︑必ずしもこの学力像との関

は︑前者の公示が行われた後︑指導要録の改善作

に発揮しにくいという課題がある︒

けを示すことが考えられる︒また︑学習指導要領

係が明確に説明されているわけではない︒さらに︑

業が進められてきた︒具体的には︑平成 ︑ 年

学習指導要領と指導要録
│指導と評価の一体化

の各教科等の示し方をより目標中心の形で示すこ

総則に示される事項は︑改訂の度に増える傾向に

３

ともありうる︒例えばイギリスは後者の方法をと
っている国である︒この場合︑内容や方法面での

ある︒この課題は︑教育課程の構造的な課題に当

われ︑指導要録の改善は平成 年に通知として出

に小中学校︑高等学校の学習指導要領の改訂が行

教育を通じてどのように実現するかという課題に

学習指導要領の目指す学力をどのように観点別評

されている︒指導要録の改善に向けた作業では︑

価等で把握するのかといった点にポイントが置か

つながる︒
また︑総則では︑道徳教育や体育・健康に関す

日本の教育課程の基準は︑これまで学校教育法

同様の方法で実施されている︒つまり︑教育課程

リア教育や食育等の教科横断的な教育についても

示す全体計画を作成することとされている︒キャ

学年︑教科等でどのように位置付け展開するかを

ている︒これらの教育の実施に当たっては︑どの

に︑評価の結果を次の指導改善につなげる仕組み

習評価を意識した指導計画が作成されると同時

ことが広く行われるようになった︒あらかじめ学

画においても︑目標と並んで評価規準を設定する

が認識されるようになり︑年間指導計画や単元計

近年︑学習指導の改善と共に学習評価の重要性

れ︑検討が行われる︒

施行規則で教科等の種類と標準時数を定め︑学習

の中に︑各教科等の指導計画と全体計画が関連し

る指導は︑学校の教育活動全体を通じて行うとし

指導要領において教育課程編成の一般方針と各教

このように実際の学習指導では実施されている

の確立が求められるようになっている︒
と全体計画との目標がクロスして展開されること

指導と評価の一体化にかかわる取り組みを︑基準

合って位置付けられることになり︑教科等の目標
になる︒実際には︑全体計画に示された教育目標

レベルにおいても進めることが期待される︒学習

平成 ︑ 年改訂の学習指導要領では︑総則の

がどのように習得され︑育ったのかが不明確にな

得させ︑これらを活用して課題を解決するために

各教科等ごとに実施される教育との関係をどのよ

以上のように︑教育課程全体で実施する教育と

に︑評価の観点や評価規準を一体的に検討してい

を踏まえて︑各教科等の目標︑内容を検討する際

教育課程編成の一般方針に学校教育法第 条の規
定を受けた学力像が示された︒それは︑周知のと

指導要領の改訂作業の段階で︑総則で示す学力像

科等の目標︑内容等を示す形で示されてきた︒

理し︑構造化するのかが問われている︒

て︑達成すべき目標と内容の関係をどのように整

いずれにしても︑教育課程の基準の示し方とし

を確保する仕組みを設けることが必要になる︒

たるもので︑理念としての教育目標を各教科等の

21

各学校の裁量は大きいが︑国全体として教育の質

20

りやすい︒

２ 総則と各教科等との関連

22

おり﹁基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習

21

必要な思考力︑判断力︑表現力その他の能力をは

30
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くことが考えられる︒
分設定を許容すると︑目標︑内容の示し方につい

標︑内容の構成と示し方が求められる︒また︑９

評価の在り方については︑現行では小学校の評定

ても柔軟に選択できることが必要である︒さらに︑
学校段階間の接続の円滑化については︑既に昭

は３・２・１の３段階であるが︑中学校は５段階
となっている︒この点についても︑円滑な接続の

の充実︑理数教育の充実等の柱を立て︑これらを

何が変わり、何が変わらないのでしょうか。

様々な角度から検証します！

定価／1200円（税別）

時代の の活用例
教科化
徳﹄
ちの道
﹃私た

道徳教育を考える

年間の区切り方について︑現行の６│３以外の区

学校段階間の接続の円滑化
４
│義務教育としての一貫性

和 年代から学校制度体系の課題として注目さ
れ︑研究開発学校を通じて取り組みが進められて

観点から︑改善が必要であろう︒

平成 ︑ 年の学習指導要領の改訂は︑総授業

おわりに

きた︒平成 年には学校教育法が改正され︑中等
教育学校が制度化され︑中高一貫教育の実践は既
に一定の広がりがある︒小中一貫教育について
は︑教育再生実行会議の第五次提言︵平成 年７
月︶で提起され︑中央教育審議会で検討が開始さ
ところでこれまでの学習指導要領は︑学校種別

各教科等の内容等に浸透させる形で改訂がなされ

時数の増及び指導内容の充実とともに︑言語活動

に︑しかも第二章以下は教科等別に編制されてき

た︒総則と各教科等で編制される学習指導要領の

れている︒

た︒各教科等の内容構成を見ると︑いわゆる領域

教育課程基準の仕組みや示し方は︑学校の教育

構成︑学校種別の学習指導要領といった基本的な

校では内容上領域区分を持たず︑中学校で分野構

課程の編成︑指導計画の作成︑授業構成に大きな

の区分を設けて︑小中を見通して内容が構成され

成となっている教科もある︒さらに︑内容の示し

影響を及ぼす︒また︑児童生徒の学習評価及び教

枠組みについては︑従前の姿を踏襲している︒

方を見ると︑小学校国語のように２学年まとめて

育課程の評価の在り方にも関連する︒新学習指導

ている教科も見られるが︑社会科のように︑小学

目標︑内容を示している教科もあれば︑算数や理

要領の改訂に向けた審議が開始されるが︑ここで
行方を見守りたいものである︒

あげた教育課程基準の構造的な側面にも着目して

科のように各学年ごとに目標︑内容を示している
教科も見られる︒
このように教科等ごとに内容の構成原理がやや

︵くどう ぶんぞう︶

道徳の「教科化」導入が予想されています。

業
道徳授
新しい

道徳授業の評価

道徳の授業の指導方法

る会
をつく
の道徳
みらい
企画／
茂紀
／田沼
編・著

道徳教育と道徳授業

コラム

第２章

〜『私たちの道徳』の活用例〜

道徳「教科化」への動向

第４章

第１章

第３章

道徳授業はどう変わろうとしているのか

序章

そして授業内容は？

評価は？

教材は？

21

編・著／田沼茂紀（國學院大學）

う！
てみよ

「教科化」が実現したら、道徳の授業はどうなるのでしょう。

教
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異なっている中︑今後小・中学校が義務教育とし

会

例

つくる

を
の道徳
みらい
企画／
茂紀
／田沼
編・著

』の活用

の道徳

私たち
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ての性格を強めると︑これまでとはやや異なる目

好評発売中

企画／みらいの道徳をつくる会

教科化時代の
「私たちの道徳」の活用例

みよう！
やって

徳授業
道
い
新し

代の『
科化時

『やってみよう！新しい道徳授業』
教育みらい
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千尋
松島
長野県安曇野市立豊科南中学校教諭

第6回

道徳 ここが大事！
生徒の心が語る

やっぱり部活動には道徳教育がよく似合う ─ 部活動編④ ─

今年の春休み︒昨年の春に出逢

まれていることを実感したのは︒

一年生の時から自分の体形にコ

間関係に悩み︑なかなかテニスも

ンプレックスを抱き︑部活内の人

﹁道徳テニスのおかげで⁝⁝﹂とい

上達せず︑何度となくテニス部を

そして︑その手紙の中には⁝⁝︑

してきた二年生の部員たちが︑突

う文字が︑どの生徒の手紙の中に

い︑一年間﹁道徳テニス﹂を共に
然目の前に現れて差し出したもの

のＯさんが︑今年の新年の決意と

辞めたいと考えていたＯさん︒そ

私は︑部活動の中に道徳の授業

して書いた一文字︒それは力強い

も並んでいました︒

ひとりが丁寧な文字で一生懸命に

を組み入れた活動をしてきました︒

がありました︒それは︑部員一人
書いたことが伝わってくる︑私へ

﹃心﹄という文字でした︒

でも︑生徒の心の奥深いところで︑

廊下に掲示されたＯさんのこの

となんだとわかってきました︒

も︑やっていくうちに大切なこ

かな⁝⁝と思っていました︒で

ました︒最初はこれ意味あるの

︵前略︶
﹃道徳テニス﹄をやり

ことがあります︒それは﹃心﹄

の一年間私は一つだけ変わった

然できなくてごめんなさい︒こ

松島先生に言われたことが全

││││ ＊ ＊ ││││

いかけることができました︒

文字を見たとき︑Ｏさんの心が部

テニスも上達したけれど︑礼儀

です︒
︵中略︶松島先生の道徳

るとは⁝⁝驚きでした︒

道徳教育がこんなにまで活きてい

の手紙でした︒
一人ひとりが︑しっかり私と目
を合わせて﹁ありがとうございま

も大切なことで︑コートの出入

テニスをやっていても初めは

ほほ え

り︑試合の時の挨拶等︑他校の

﹁ふ〜ん﹂や﹁へぇ〜﹂という

した︒
﹂と手渡してくれました︒そ

赴任したばかりでしたので︑
﹁学校

生徒よりもよくできているので

思いでした︒でも︑その思いは

の時の生徒たちの微笑みを︑けっ

を異動するわけでもないのになぜ︒

はないかと思います︒それは︑

私は︑現在の勤務校に一年前に

した︒

んな瞳がキラキラと輝いて見えま

して忘れることはできません︒み

何の手紙だろう⁝⁝︒
﹂と思いまし

を教えてくれたと思います︒道

らの私たちにとても大切なもの

だから︑道徳テニスは︑これか

の声からも聞こえてきました︒

他校の保護者の方や地域の方々

かったことごめんなさい︒でも

も後悔しています︒信じられな

⁝⁝﹂と思うようになり︑とて

ろう︒今︑気付いても遅いのに

﹁何で今まで考えなかったんだ

徐 々 に 変 わ っ て い き︑ 今 で は

た︒

徳テニスのおかげで︑最後まで

ね︑先生︒何よりも大事な﹁心﹂

そのときです︒道徳の授業を部

できた生徒たちが︑自らの意思で

あきらめることなくボールを追

持ちを伝えることの大切さを学ん

のものに感謝し︑自分の思いや気

活動に取り入れたことで︑すべて

動き出したその姿に︑道徳性が育

6

活動を通して徐々に育まれている
ことを実感しました︒

価値の追求が子どもたちの
喜びにつながる

と自分を重ね合わせて考えられる

が育ったって思うよ︒私︑先生

す︒

今まで﹃道徳テニス﹄なんて

││││ ＊ ＊ ││││

││││ ＊ ＊ ││││

全くやったことはなかったけれ

に出会えて本当によかった︒
︵前略︶一年間ずっと見守って

ど︑二年生になり﹃道徳テニス﹄

ました︒
︵中略︶こんなネガティ

くれた先生に心から感謝してい

││││ ＊ ＊ ││││

ブな私がチームの要となれたの

を学び始めて︑
﹁こんな考え方を

一年間の感謝の気持ちをお伝

も松島先生のおかげです︒この

ます︒
﹃道徳テニス﹄は私の世界

えしたいと思います︒私は正直

一 年 間 で 私 が 成 長 で き た の も︑

している場合じゃない﹂と思い

言って心が弱く︑ネガティブ思

﹃道徳テニス﹄のおかげです︒本

を広くしてくれました︒

ようにします︒
誰かのためにという気持ち
は︑最終的には大きな力とな
る︒自分のことだけを考えて
いたら︑そこまで頑張れない︒

生徒が﹁上野選手だからできる

考でした︒でも︑二年生になっ

当にありがとうございました︒

︵上野由岐子
﹃情熱力︒
﹄
創英社︶

んだ﹂と思ってしまっては︑人ご

て直ったんじゃないかと自分自
身で思います︒それは﹃道徳テ

とになってしまい︑道徳的価値が︑
自らの問題として生徒自身の内面

葉を投げかけてみます︒そして︑

心に響くと思われる上野選手の言

ます︒そのタイミングで︑生徒の

で道徳的価値を受け入れようとし

生徒は自分の心を開いて︑自然体

ついてお話させていただきました︒

前回︑道徳の授業の導入の場面に

な道徳教育から育まれるのか⁝⁝︒

てていきたい︒
﹄の詩を読んで︑自

にあった﹃
﹁今からのわたし﹂を育

て︑授業の終末には﹃心のノート﹄

を感じられるようにします︒そし

の姿や生の言葉から︑道徳的価値

映像を視聴させ︑さらに上野選手

ックで活躍した上野選手の実際の

手を知った生徒に︑北京オリンピ

こうした指導に加えて︑上野選

仲間を思いやる心︑自分を取り巻

う 心 や︑ 踏 ん ば る 心︑ 素 直 な 心︑

見つめ︑更に向上していこうとい

上野選手の生き方から自分自身を

をする者として︑いや︑人として

目は違っていても︑共にスポーツ

ソフトボールとテニスと競技種

という一生の財産を生徒たちは手

して生きていくための大切な﹃心﹄

道徳の授業によって︑人が人と

れていました︒

指導ができます﹂と繰り返し言わ

工夫をしていくことでより適切な

とは教師が生徒の実態にあわせた

の道筋に沿った指導であれば︑あ

ニス﹄を学んだからだと思いま

その言葉の中に︑自分の思いや考

分と重ね合わせてみてどんなこと

くものへの感謝の心等を生徒は育

にしたように思います︒

に受け入れられません︒

えと重ね合わせて共感できる所に

を感じたり思ったりしたのか︑自

んだと思います︒

このような生徒の心はどのよう

印をつけさせます︒

分の思いをワークシートに綴り︑

故金井肇先生︵教育学博士・元

︵まつしま ちひろ︶

文部省視学官︶は﹁学習指導要領

例えば︑次のような言葉をいく

それをもとに︑友と伝え合うよう

にしました︒

つか提示し︑生徒が上野選手の姿

7

道徳授業新時代にふさわしい
未来を展望する

一 ﹁特別の教科 道徳﹂
移行に伴う期待と不安

が現在の状況である︒

やや拙速過ぎるきらいはあるが︑
﹁道徳の時間﹂

の設置から半世紀を経てようやく国民的論議とし

て道徳教育改革の山が動こうとしていることは大

み段階に至っている︒まさに︑歴史は動いている︒

し︑どのタイミングで実施されるのかという秒読

は﹁特別の教科 道徳﹂
︵仮称︶がいつ全貌を現

も盛り上がる間もなくいつの間にか終息し︑今で

いる︒賛否両論の立場からの﹁道徳教科化﹂論議

かつてないスピードで道徳教育改革が進行して

そ︑何よりも大切であるに違いない︒

のためにできる道徳指導に全力で取り組むことこ

を十分に理解しつつ︑今目の前にいる子どもたち

切り直し﹂を契機に︑
﹁特別の教科 道徳﹂の特質

﹁教科化﹂は例えるなら﹁神風﹂である︒この﹁仕

にさらされ続けてきた﹁道徳の時間﹂にとって︑

これまで授業そのものの本質とは別次元の政争

いに歓迎されるべきであろう︒

﹁道徳の時間﹂設置を巡って展開された当時の激し

︵二︶道徳授業改革で予測される

︵一︶道徳﹁教科化﹂に至った背景

い道徳特設論争も︑今となっては隔世の感が増す

された背景に少し触れてみたい︒そもそも道徳の

さて︑この度の道徳授業改革がクローズアップ

徳授業はどう変貌を遂げるのであろうか︒教材︑

化するのであろうか︒全国の教室で展開される道

道徳が教科化されることで︑その指導はどう変

今後の変化とその対応

﹁教科化﹂が現実味を帯びてきたのは︑安倍政権の

指導法とその評価は︑どう変わっていくのであろ

ばかりである︒

私的諮問機関である教育再生実行会議が示した第

間違いなく言えることがある︒たとえその名称

うか︒
である︒そこでいじめ問題に端を発して道徳の

や教育課程上の位置付けが変わったとしても︑道

一次提言︵平成二十五年二月二十六日︶によって
﹁教科化﹂問題が取り上げられたのは︑わずか一年

徳授業そのものの目的は︑子どもが本来もってい

思いを実現するための資質・能力としての道徳性

半前のことに過ぎない︒以降︑
﹁教科道徳﹂実現に
文部科学省内に﹁道徳教育の充実に関する懇談

を育成することである︒そしてそれは﹁道徳の時

る﹁人間としてより善く生きたい﹂という願い︑
会﹂が設置され︑その審議報告﹁今後の道徳教育

間﹂であろうと︑
﹁特別の教科 道徳﹂であろう

向けた改革論議はその勢いを増すばかりである︒

の改善・充実方策について﹂
︵平成 年 月︶が公

と︑本質的に何ら変わるものではないということ

もちろん︑教科化するということは︑教科とし

表されるや否や︑それを受けて中央教育審議会へ
習指導要領改訂に一気に突き進もうとしているの

である︒

12

諮問という道筋が付けられ︑その答申を待って学
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茂紀
田沼
國學院大學教授

8

でこれまでの﹁道徳の時間﹂とは少し異なってく

ての設定目標︑内容︑教材︑指導法等の細目部分
の中でいちばん欠落していた﹁子どもの道徳的学

が大切であろう︒換言するなら︑戦後道徳教育史

もの道徳的成長へと誠実に収斂しようとする姿勢

ある︒

教育に携わる教育関係者が心したいキーワードで

物事の本質を見失わない﹁冷静さ﹂こそ︑道徳

え込んでも無駄である︒受け入れ側である子ども

告では︑道徳の時間を教育課程上の﹁特別の教科

先に触れた﹁道徳教育充実に関する懇談会﹂報

︵一︶道徳教育の中核になる﹁生命尊重﹂

二 ﹁特別の教科 道徳﹂を
どう大きく開花させるか

るであろうことは容易に予測される︒そうでなけ
では︑道徳授業はどう変わろうとしているのだ

自身が自らその価値を必要とし︑心底納得しなけ

び﹂を支えるという視点である︒道徳は︑直接教

ろうか︒集約すれば︑以下の四点が予測できる︒

れば自らの人生の羅針盤とすることはあり得ない︒

れば︑今般の道徳授業改革が意味をなさない︒

①教育課程に教科として位置付けられることで︑

この﹁要﹂の一点こそ︑不易流行の﹁不易﹂に相
︵三︶道徳が﹁教科化﹂することへの期待と不安

当する事柄である︒

これまで以上に法的拘束力をもつようになる︒
②教科として実施する以上︑これまでよりも指導
成果の見取りとしての授業評価が重要視される︒

言わば︑これまで教育課程の﹁一領域﹂
︑
﹁教科外

道徳﹂と新たに位置付けることが明記されている︒

直接指導に当たる教師が誰よりも実感しているに

教育﹂として位置付けられていたことで教師や学

道徳が﹁教科﹂となることへの期待や不安は︑
違いない︒例えば︑こんな期待と不安が挙げられ

校側に指導に関する意識が薄かった点を改め︑法

③検定・採択の手続きを経た教科書が無償配布さ

よう︒

的拘束力をもって縛りを増すことで充実を図ろう

れ︑それに基づく指導が求められる︒
なるが︑道徳授業の性格上から学級担任がその

︽期待＝長所︾

④本来的には指導資格としての教員免許が必要と
任に当たることとなり︑それ相応の研修義務が

とする意図が見えてくるのである︒その部分に限

画もしっかり作成する︒その指導に係わる評価も

教科書がある︒道徳教育全体計画や年間指導計

げ﹂である︒

って言えば︑今般の﹁教科化﹂は︑
﹁道徳の格上

①恣意的でなく︑計画的・発展的な教育プログラ

③教科書無償配布と使用義務によって道徳学習教

責任を明確にした実践が行われる︒

②指導と評価の一体化という視点から︑その指導

ムとして道徳授業が実施される︒

課せられるようになる︒
今回の改革の中で特に教育関係者の耳目を集め
たのは︑道徳授業評価の問題である︒道徳授業で
指導する道徳性や道徳的実践力というのは内面の
プライベートな部分にかかわることである︒それ

推進を推し進めるよう道徳教育推進教師や道徳教

しっかりと行う︒全国の学校がこぞって道徳教育
︽不安＝短所︾

育推進リーダー教師︵仮称︶を明確に位置付けた

材の公平な担保ができる︒

たして可能なのか︒
﹁徳は教えられるか﹂というパ

①やらされているという義務感としての道徳授業

を一律に各教科同様に指導し︑評価することが果
ラドクスに陥る懸念から︑先の懇談会審議報告で

を受けることを勘案するなら︑やはり道徳教科化

り︑配置したりする︒これまでにない手厚い支援
②指導と評価の一体化への誤解から︑教え込み中

は﹁格上げ﹂なのである︒むしろ︑困惑するのは

が横行し︑形式化が一層助長される︒

ている︒また︑その趣旨を踏まえた評価法として

心のパターン化した実践が行われる可能性があ

は﹁特別の教科 道徳﹂
︵仮称︶といった提案をし
子どもの生き方の善さを認め励まし︑勇気づける

その後である︒

る成果を示すことができなかったのである︒では︑

道徳教育は︑半世紀余にわたって国民が期待す

る︒
指導に陥る危険性がある︒

③教科書使用義務への誤解から﹁教科書を教える﹂

ような記述的な方法を提案している︒
今後︑学習指導要領改訂に伴って具体化される
だろうが︑それを各教師が真摯に受け止め︑子ど
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功裏に導くのは︑一人一人の教師の意識改革にか

真の意味での道徳教育改革︑道徳授業改革を成

施策や法的拘束力の後押しで急に充実することは

れまでお荷物扱いされてきた道徳教育が︑様々な

張る成果を導き出せるのか︒甚だ疑問である︒こ

手厚い支援を受けるこれからの道徳授業は目を見

構造分析︑評価観点設定の視点がなければなら

ンシー︶の明確化︑そのための到達目標・内容

して道徳授業で育むべき資質・能力︵コンピテ

②指導と評価を一体化するためには︑その前提と

教科 道徳﹂の特質を︑繰り返し呼びかける︒

と一線を画する方向的目標設定となる﹁特別の

①移行期にあっては︑内容的目標設定の教科指導

とってほしい︒

＊内容項目を順番に指導する発想を転換する︒

業を開発する︒

り扱えるような余裕をもたせたパッケージ化授

り関連する価値とをセットとして関連付けて取

慮し︑コアバリュー︵中核価値︶とそれに連な

③単一の道徳的価値を取り上げることの限界を考

ていけるような仕掛けを工夫する︒

びに照らして道徳的日常生活と結び付けて考え

生きている今の自分を大切にし︑同様に︑自分の

育﹂
︑
﹁生きているからこその道徳教育﹂である︒

とが必要ではなかろうか︒
﹁生きてこその学校教

共通の話題とすることで︑
﹁道徳的実践﹂でな

導したのに⁝⁝﹂という無力感や焦燥感を逐一

てみないと分からない側面がある︒
﹁あんなに指

③﹁教科書を教える﹂ことの無駄は︑実際に経験し

これからの道徳授業は︑道徳教育学といった学

き出せるように工夫する︒

え︑自己評価や相互評価に基づく評価観点を導

併用した﹁個人内アセスメント評価﹂として考

授業評価は短期的側面と長期的側面の両面性を

あり得ないのではないだろうか︒

かっているといっても過言ではあるまい︒まずは︑

ないことを啓発していく︒

目の前で共に生きている他者を大切にしてこその

く︑
﹁道徳的実践力﹂育成のための時間︑
﹁特別

④指導と評価の一体化を実現するためにも︑道徳

学校教育や道徳教育の原点を各学校で問い直すこ

充実した﹁生﹂
︑
﹁人生﹂である︒元々︑いじめ問

問的背景を意識しつつ︑道徳教育内容学と道徳教
の教科 道徳﹂を印象付けていく︒

育方法学とをイメージしながら︑柔軟で多様性に

富む授業づくりを心がけていく必要があろう︒そ

して︑これまで問題にすらならなかった道徳授業

見直すという不退転の決意表明である︒全国の各

標・内容・教材・指導方法と評価方法を抜本的に

に﹁特別の教科﹂として道徳を位置付け︑その目

今般の道徳﹁教科化﹂で注目されたのは︑新た

道徳授業に託したい期待を述べてまとめとしたい︒

け次第である︒その移行転換期にあって︑未来の

も︑片隅に追いやるのも︑関係者一人一人の心が

徳授業改革の切り札である︒それを成功へ導くの

﹁特別の教科 道徳﹂
︵仮称︶は︑これからの道

道徳の時間特設から半世紀を経てのこの度の道

調査学習・実験学習等が導入されないのか︒

て点検したりしないのか︑なぜグループ活動での

のか︑なぜ他教科同様にノートを活用したり集め

のか︑なぜ展開終末で本時学習のまとめをしない

ぜ道徳では明確な学習課題やめあてを設定しない

三 ﹁特別の教科 道徳﹂を
大切に育むためのポイント

題に端を発しての今般の道徳教育改革︑道徳授業
改革ではなかったか︒ならば︑原点回帰とも言え
る﹁生命尊重﹂を中核にした意識改革を出発点に
することが理に叶ったことに違いあるまい︒

学校で︑各教室で指導にあたる教師がその意図を

①小・中学校という義務教育九年間一貫して育て

徳教育改革︑踏襲するよりも大切なのは根本から

への偏見を改めていく必要があろう︒例えば︑な

汲めるか否か︒道徳授業が﹁特別﹂であることの

る道徳的資質・能力を明確にし︑見通した指導

︵二︶道徳授業が﹁特別﹂であることの要件

意味を︑再度しっかりと噛みしめたいものである︒

問い直すことである︒
﹁ねばならぬ﹂式の既成概念
②道徳的な学びを単なる道徳的追体験に終わらせ

な未来志向に期待したい︒

︵たぬま しげき︶

を打ち破り︑新たな発想を生み出せるのか︑そん

とする︒

ダーとなる校長や道徳教育推進リーダー教師︵仮

ず︑
﹁体験の経験化﹂まで高め︑自らの道徳的学

この度の道徳教育・道徳授業改革の指導的リー
称︶は︑以下のような点を心してイニシアチブを
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脱ぎっ放しのスリッパ
隻腕のメジャーリーガー

２の視点
山での出会い
笑顔と涙の理由

変更になる場合があります。

３の視点

４の視点

捨て犬・未来

そうじの神様が教えてくれたこと
一枚のピース
はるかなる時を超え
希望 ぼくが被災地で考えたこと
三度目の号泣
危険地帯から実りの土地へ
だれが犯人？
おもかげ復元師

父との約束

金色の稲穂
言葉の向こうに

リンゴが教えてくれたこと

スポーツの力−佐藤真海−
西山先生へ
思い出のオムライス

蹴り続けたボール
どうして？

はるかなる生命の物語
亡き母へのトランペット
尊い卵
忘れられないご馳走

道・徳・授・業 私の実践

﹁道徳新聞・道徳談義﹂を通した
家庭との連携

ように捉えているかを伝えていく

ことが大切なのではないだろうか︒

そういった︑学校や教師が捉え

る道徳的価値観や主張などを発信

することが︑学校行事や道徳の授

業で取り上げた道徳的価値につい

て保護者自身︑あるいは︑親子で

考えるきっかけになるのではない

か︒そして︑その積み重ねが︑子

は︑学校における道徳教育を全体

っ か け に 過 ぎ な い︒ 大 切 な こ と

や道徳の授業実践を学校便りや学

や平和について考える学校行事等

考えられる︒例えば︑命の大切さ

はないかと考える︒

深めることにつながっていくので

につながり︑家庭との連携をより

後藤和之

として実効あるものとし︑日常生

級便りを通して家庭へ情報提供し

宮崎大学教育文化学部附属小学校教諭

供に育みたい道徳性について︑学

活に生かされるようにしていくこ

たり︑実際に道徳の授業に参加ま

校と家庭とが共通理解を図ること

道徳教育の充実に関する懇談会

とである︒そのためには︑上記の

たは参観してもらったり等であ

はじめに

の﹁今後の道徳教育の改善・充実

通り︑家庭との連携を深めていく

る︒どれも︑学校と家庭との連携

道徳の授業実践は︑一人一人が

よいのか︒小学校学習指導要領解

と何をどのように連携していけば

それでは︑私たち教師は︑家庭

の様子を伝えるだけで終わるので

きなのか︒学校行事の説明や授業

業について何を﹁共通理解﹂すべ

連携の中で︑道徳教育や道徳の授

を大切にして授業を行ったのかに

った後︑私自身がどのような思い

私の学級では︑道徳の授業を行

http://www.miyazaki-u.ac.jp/fes/

﹁道徳新聞﹂の発行

方策について︵報告︶
﹂で︑
﹁学校

必要がある︒

のあり方として有効なものである︒
ここで︑もう一歩踏み込んで考

道徳的価値について様々な視点か

説道徳編には︑
﹁家庭や地域社会

はなく︑そこに含まれる道徳的価

連携のあり方

における道徳教育の改善・充実を
実効あるものとするためには︑子
供の人格の基礎を形成する役割を

ら考えを深めることをねらいとし

との共通理解を深める工夫﹂が示

えてみたい︒学校と家庭は︑その

ている︒しかし︑道徳の授業の特

ついて︑
﹁道徳新聞﹂で紹介して

担う家庭との連携が不可欠であ

②

⑥
値を学校が︑そして︑教師がどの

⑤
されており︑実際︑様々な方法が

る︒
﹂と改善の方向が示された︒

①

④

質を踏まえると︑道徳の授業はき

③
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いる︒
﹁道徳新聞﹂の構成は以下
うことができるのではないかと考

ことで︑保護者にも共感してもら

がっていくと考えている︒

おわりに

掲載している︒各家庭で考えたこ

付の他︑学校のホームページにも

徳新聞﹂については︑学級での配

らえるのではないかと考える︒
﹁道

み合う場を設けることで︑より一

した︒保護者同士がコメントを読

義﹂として匿名で公表するように

﹁道徳新聞﹂と合わせて︑
﹁道徳談

そこで︑これらのコメントを︑

深く読ませていただきました︒

たばかりだったのでとても興味

・つい先日○○と︵子供に︶話し

・親も勉強になる内容でした︒

﹁道徳新聞・道徳談義﹂を通し

とが︑離れた場所に住んでいる祖

層︑道徳的価値について考えるき

・
︵いつも子供に言っていたこと

紹介することで︑子供のありのま

父母︑親戚にまで広がり︑道徳教

っかけを作り︑様々な意見を共有

を書き綴った後︶改めて反省さ

ての家庭との連携を続ける中で︑

育について考える場が増えていっ

することができると考えた︒この
共通理解を図ることであり︑この

機会を与えてくれています︒

・道徳新聞は︑家で振り返るいい

ただいた︒

次のようなコメントをいくつもい

てほしいと願っている︒

せられた気がしました︒
積み重ねがより深い連携へとつな

どのコメントも前向きで素晴ら

師が日頃からどのように考えてい

授業で取り上げた道徳的価値を教

道徳の授業の様子に加え︑その

﹁道徳新聞﹂で取り上げた道徳的

を募集している︒保護者からは︑

行に際して保護者からのコメント

ように構成している︒そこで︑発

た道徳的価値について考えられる

る可能性が見えてくると考えてい

で︑そこには︑道徳教育のさらな

を巻き込んで道徳教育を行うこと

充実が叫ばれている︒学校が家庭

り一層︑道徳教育︑道徳の授業の

道徳の教科化を目前に控え︑よ

しいものばかりである︒

るのかを発信することで︑何を大

価値について︑日常生活や家庭で

る︒

または親子で授業の中で取り上げ

﹁ 道 徳 新 聞 ﹂ は︑ 保 護 者 自 身︑

﹁道徳談義﹂の発行

やりとりこそが︑学校と家庭との

まの道徳性についても理解しても

言や日々の日記に書かれた思いを

える︒さらに︑子供の授業での発

の通りである︒
① 道徳教育全般について︑ま
た は︑ 主 に 取 り 上 げ た 道 徳
的価値に関わる教師の経験
や学級での出来事等
② 授業で扱った読み物資料
のあらすじ
③ 授業で取り上げた主題や道
徳的価値についての教師の
捉え方や主張
④ ③を受け︑それを補足する
ための具体例や名言等
⑤ 授業での板書の写真
⑥ 取り上げた授業に参加した
子 供 の 具 体 的 な 姿 と し て︑
授業の様子や道徳的価値に
関 す る 日 記︑ 板 書 の 分 析︑

切にして授業を行ったのかを伝え

のしつけとの関わりでたくさんの

学習プリントの紹介等

るように心がけている︒時には教

コメントが寄せられる︒

︵ごとう かずゆき︶

師の実体験を交えながら発信する
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私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

秀克

初任研拠点校指導教員として
震災資料を扱った授業実践
佐藤

ときに大切なこと︑必要なことに

ついて考えさせたいと思った︒

今回︑授業を構成するときに特

に意識し取り入れた手だてを紹介

する︒

○導入の工夫

導入では富谷町と沿岸部で子ど

もたちが置かれた状況の違いを意

識づけ︑
﹁ひさし﹂の事情が考え

理解して資料を読み進めることが

宮城県黒川郡富谷町立あけの平小学校教諭

やすくなるようにした︒導入で確
の年長に進級するころで︑はっき

でき︑同じクラスの﹁あきら﹂の

認したことで﹁ひさし﹂の状況を
り記憶している子も少ないのが現

方法の工夫﹂を意識した︑授業提

にある﹁道徳の時間に生かす指導

ており︑学習指導要領解説道徳編

る︒道徳の示範授業も数回実践し

の小学校の初任者を指導してい

教員という立場で︑富谷町の四つ

今年度︑初任者研修拠点校指導

あったという認識はあるものの︑

は県内の他市町村で大きな被害が

た︒そのため︑子どもたちの多く

市町村に比べて被害は少なかっ

は大きな揺れに襲われたが︑他の

がる地域にある︒東日本大震災で

仙台市の隣り町の新興住宅地が広

本校は︑宮城県の富谷町という

﹁ひさし﹂の気持ちを考えるのは︑

う︑ 特 別 な 事 情 で 転 校 し て き た

くなり︑友達とも離ればなれとい

男の子の話である︒学校が使えな

親と離れて暮らしている実在した

災資料だ︒震災で家が流され︑両

３年 宮城県版﹄学研︶という震

やってきた﹂
︵
﹃みんなのどうとく

取り上げた資料は︑
﹁転校生が

った場面

のことを話し︑なかなか眠れなか

②﹁あきら﹂が両親に﹁ひさし﹂

なんかいらない﹂と言う場面

①ひさしが転入してきて﹁友だち

割して提示した︒

させるために︑資料を三場面に分

子どもたちに資料の内容を理解

授業の実際

気持ちも考えることができたと思

供を行っている︒

沿岸部の子どもたちが経験したこ

三年生の子どもにとって大変難し

③﹁ あ き ら ﹂ が 学 級 の み ん な に

はじめに

状だ︒

今回は震災資料を扱い︑子ども

とについて詳しく知らない実態が

いことであると思われる︒

われる︒

たちへの働きかけや授業の構成な

ある︒

の工夫について学び取ってほしい

生は︑震災があった当時︑幼稚園

さらに︑今回授業を行った三年

を理解させながら︑友達と接する

本実践では︑
﹁ひさし﹂の状況

である︒①︑②の場面は︑両面印

﹁友だち大作戦﹂を提案する場面

○資料を分割して提示

ど︑授業を行うときに役立つ指導
という願いを込めて実践を行った︒
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布し︑③の場面はプリントを渡さ

刷したプリントを子どもたちに配
ひさしくんだいじょうぶかな︒

ほんとは友達になりたいのかな︒

むための問いが多くなった︒震災

め︑前半部分は資料の流れをつか

ことにもつながったと考えられ

進めたことで︑集中して話を聞く

末部分を知らないまま資料を読み

見られた︒また︑子どもたちが終

持ちを考え発言する子どもが多く

し﹂から受けて︑戸惑っている気

が思いもしなかった返答を﹁ひさ

声 で 叫 ん だ 場 面 で は︑
﹁あきら﹂

らない︒ほっといてくれ︒
﹂と大

﹁ひさし﹂が﹁友だちなんかい

かばない子どもにとって友達との

ができるのではないか︑考えの浮

であれば︑多様な考えを導くこと

し合わせることにした︒グループ

せた︒話し合いは︑グループで話

こと︑必要なことについて考えさ

よりよい関係を築くために大切な

を出させることにより︑友達との

いて︑グループになってアイデア

も行われた﹁友だち大作戦﹂につ

展開部分の後半では︑資料中で

考えたグループもあった︒作戦名

は︑教師が子どもたちから引き出

子どもたちから出された発言

いる︒

く進められればよかったと感じて

補助発問をもっと精選しテンポよ

資料とはいえ︑資料の読み取りの

る︒

意見交換が自分の考えを引き出す

については子どもたちの話し合い

○グループによる話し合い活動

○吹き出し入りワークシートの利

支援になるのではないか︑と考え

が活発に行われ︑有効な活動にな

ず読み聞かせをした︒

用
た︒

・そうか︑ひさしくんは︑ぼくた

のような意見が出た︒

ようにした︒子どもたちからは次

持ちを︑共感しながら考えられる

意して︑主発問の﹁あきら﹂の気

ち大作戦﹂などの作戦名が出され

作戦﹂
﹁ひさしくんなかよく友だ

持ちが強く︑
﹁なかよく友だち大

んなが仲良くなればよいという気

もあり︑
﹁ひさし﹂とクラスのみ

主発問のあとの活動だったこと

る︒

まで深まらなかったと感じてい

しては︑じっくりと考えるところ

必要なことについての話し合いと

い関係を築くために大切なこと︑

ったと感じるが︑友達とのよりよ

させたいさらに深い思いについて

しかし︑この震災資料から感じ

たい︒

︵さとう ひでかつ︶

ていけるように検討を深めていき

分を効果的にした授業を組み立て

ったので︑今後は︑さらに後半部

気づかせるところまでは至らなか

ちを見ていたんだ︒あんな悲し

本実践では震災資料を扱ったた

おわりに

た︒そんな中︑みんなが笑顔で暮
いうことから﹁わらわせ友だち大

そうな顔をして︒どうして気づ
・ひさしくんかわいそうだな︒ぼ

作戦﹂というユニークな作戦名を

らせれば︑仲良くなれるはずだと

感じている︒

ついても紹介することができたと

的に進めるための有効な手だてに

業を組み立てるなど︑授業を効果

値に迫れるように発問を構成し授

る︒初任者には︑本時でねらう価

た発問を構成できたと思ってい

とから︑子どもたちの思考に合っ

したいと考えたものが多かったこ

吹き出し入りワークシートを用

グループによる話し合い活動

かなかったんだろう
くにできることはないのかな︒
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りしていた︒写真を見せるだけで

も︑あめ細工の素晴らしさを伝え

ることは十分できたのだが︑やは

り実物を見せたいと思い始め︑あ

め細工を買い求めて実物を見せる

ようになった︒さらに︑実際に作

っている映像を見せたら︑あめ細

工の素晴らしさがもっと伝わるの

けでなく︑
﹁個人の生活を維持し︑

仕事をしている一般人の話で︑生

資料ももちろん良いが︑一生懸命

あめ細工職人になったのか﹂
﹁ど

三浦摩利

ではないかと考え︑ビデオカメラ

で撮影して生徒に見せた︒その時

は︑今までにない生徒の反応を感
自分の幸福を追求するためと同時

徒が身近な話として考えやすいの

んな気持ちであめ細工を作ってい

じた︒

に︑社会的分業によって社会を大

だ︒

次に授業をする時には︑
﹁なぜ︑

きく支えている﹂という面もあ

東京都多摩市立多摩中学校主幹教諭

│﹁あめ細工 │ 石割定治﹂との出会いから │

私が道徳資料を作るようになったきっかけ

はじめに
平成二十一年︑第五十八回進路

ーマで発表をした︒
﹁あめ細工│

﹁道徳とキャリア教育﹂というテ

ためにと始めた仕事であること︒
﹂

﹁あめ細工は︑石割さんが生活の

﹁ あ め 細 工 │ 石 割 定 治 ﹂ に は︑

小中学校から道徳の出前授業を依

東京都の道徳認定講師として︑

せたこの

終末で見

作った︒

るのか﹂
﹁中学生へのメッセージ﹂

石割定治﹂
︵
﹃かけがえのないきみ

﹁ いつの間にか生きがいを感じ︑

頼されることがある︒その際︑こ

映像は︑

り︑共に重要である︒

だから 中学生の道徳２ 年﹄学

一生の仕事にしたいという思いに

の資料を使った実践を重ねるうち

ゲストテ

指導研究協議全国大会において︑

研︶を使った道徳の時間と本校の

なったこと︒
﹂の二つの面が書か

に︑導入や展開︑終末の工夫がど

﹁あめ細工│石割定治﹂を使っ

を実践してきたからこそ︑
﹁実在

この資料に出会い︑何度も授業

︵仕事を選ぶ条件︶の結果を発表

当初導入では︑事前アンケート

じような

説話と同

ーによる

た映像を

などを職人の方にインタビューし

キャリア教育とのつながりについ

れている︒

﹁あめ細工│石割定治﹂の
実践を通して

ての実践報告であった︒
た授業のねらいは︑
﹁勤労の尊さ﹂

の人物が語る真実﹂が生徒の心に

したり︑あめ細工の写真を見せた

ィーチャ

である︒勤労には﹁自らの目的を

響く良さを実感していた︒偉人の

んどん増えていった︒

実現するために働く﹂という面だ
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残ったようだった︒

の仕事に対する思いが生徒の心に

に︑映像で語られたあめ細工職人

効果が見られた︒資料の内容以上

顔に生きがいを感じ︑そのために

入は安定しないが︑お客さんの笑

紆余曲折があったこと︑職人の収

んは︑あめ細工職人になるまでに

き︑吉原さんと話をした︒吉原さ

と﹂につながると考えた︒

た生き方を追求し実現していくこ

﹁自らの目的を実現する﹂
﹁充実し

で 大 切 な﹁ 個 人 の 生 活 の 維 持 ﹂

うか︒
﹂とした︒勤労を考える上

どんな気持ちを大切にしたいと思

込んでから書くように心がけた︒

領解説︵道徳編︶をしっかり読み

いけないので︑中学校学習指導要

は︑内容項目のねらいを外しては

な お︑ 資 料 化 す る に あ た っ て

昨年度は中学一年生を担任し

働いていることなどを語った︒

の 弟 子 が︑ 仕 事 が 辛 く て 辞 め る

石割さんの直弟子だった︒何人も

工職人︑吉原孝洋さんは偶然にも

私がお世話になっていたあめ細

物会場で仕事をするのが一般的で

細工職人は︑店舗を持たずに催し

を作ったということだった︒あめ

﹁アトリエ付きのあめ細工の店﹂

吉 原 さ ん を 見 つ け る︒ 日 本 初 の

と胸を張って授業ができる道徳資

﹁勤労の尊さ﹂なら︑この資料！

的に実践を重ねることによって︑

素晴らしい資料と出会い︑徹底

徳の時間の資料は﹂というアンケ

﹁昨年度︑いちばん心に残った道

っ た の で︑ 最 初 の 道 徳 の 授 業 で

た︒そこで︑年間指導計画に基づ

中︑石割さんと同じ﹁子どもの笑

あった︒主人公は︑目をきらきら

料を作ることができた︒そして︑

ートをとった︒結果︑上位３点が

数年後︑主人公はテレビに映る

顔が見たい﹂という気持ちでこの

させている子どもたちの前であめ

自作資料を使った授業で生徒の反

私の自作資料であった︒驚くとと

自作資料
﹁あめ細工職人│吉原孝洋﹂

仕事を続けてきた若者だった︒そ

細工を作る吉原さんの姿を思い出

応を見ていたら︑目の前の生徒の

て思ったのである︒

に︑自分で資料を書きたいと初め

を 重 ね︑ 生 徒 の 反 応 を 見 る う ち

うと思ったことはなかった︒授業

徳資料はあったが︑自分から書こ

それまで依頼を受けて書いた道

ろうか︒

ったのだ

お店を作

エ付きの

でアトリ

う気持ち

中心発問は﹁吉原さんはどうい

応を思うにつけ︑資料を書くのが

どを素材に資料化した︒生徒の反

題を感じたことや感動したことな

たと言う私の説話や︑道徳的に課

るようになった︒生徒が心に残っ

それからは︑どんどん資料を作

忘れず︑これからも道徳授業の実

ことである︒そのことへの感謝を

という素晴らしい資料に出会った

た の は︑
﹁あめ細工│石割定治﹂

道徳資料を作るきっかけとなっ

⁝⁝と実感することができた︒

授業は生徒の心に深く残るのだな

今年度は中学二年生の担任とな

た︒

作資料を使った道徳授業を実施し

き︑学年で統一して数回︑私の自

こで︑吉原さんから聞いた話をも

していた︒

自作資料をつくる
醍醐味

とに自作資料を書こうと思った︒

︵あらすじ︶

あなたは

楽 し く な っ て い っ た︒ ふ り 返 る

践を続けていきたい︒

もに︑本当に嬉しく思った︒目の

主人公は仕事帰りに立ち寄った

将来仕事

と︑ここ数年で多くの資料を書い

︵みうら まり︶

実態に合う資料をもっと作ってみ

催し物会場であめ細工職人の吉原

に就くに

ていた︒

前の生徒のことを考えて実践した

さんに出会い︑すばらしい技に見

あたって︑

たいという気持ちになった︒

入った︒主人公は翌日も会場に行
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道徳の授業の充実
│ 楽しい授業を目指して
和歌山県和歌山市立東和中学校教諭

柏木英詞

成 二 十 四 年 九 月 五 日﹁ 発 信 箱 ﹂
︶

を使いました︒目の癌によって両

目を失った男性の息子が父と同じ

病にかかり︑右目を摘出しながら

も障害を乗り越え︑ロンドン・パ

ラリンピックに出場します︒その

晴れ姿を両親が見守るという感動

の実話です︒特に︑成長していく

過程で健常者との違いに気づき︑

﹁生まれてこなければよかった︒
﹂

と言う息子に︑父親がかけた激励
教材を探したり︑作成したりして

豊かにする取り組みを大切にして

全教育活動を通して︑言語能力を

両親の姿を想像し︑深い感動を覚

場した息子をスタンドから見守る

ます︒また︑パラリンピックに出

の言葉には胸打たれるものがあり

います︒作成するときは︑どの生

いかねばならないと考えます︒ま

自分の考えをまとめるために︑

徒も登場人物になりきって考えら

た︑日常的に活字とふれあう読書

そのような楽しさが感じられる

れる資料となるよう︑心がけます︒

活動などの機会を意図的にもたせ

教材と向き合う

道徳の授業がその教材を通して活

特に︑中心発問に対してさまざま

ることが必要だと思います︒授業

楽しい道徳授業となる教材は︑
発に展開していくものです︒道徳

な考えが出る内容にしています︒

に後述のペア学習やグループ学習
を取り入れることにより︑相互に

の意外な考えとその根拠に気づ

しょうか︒まずは︑クラスメート

葉で的確に表現する能力が必要で

考えや思いを︑自分の編み出す言

楽しい道徳の授業には︑自分の

豊かな言語能力の育成

の授業はどんなときに活発に展開
していくのでしょうか︒言い換え
れば︑生徒はどんな教材や授業の

き︑ 大 き な 刺 激 を 受 け る と き で

す︒語彙が少ないために稚拙な受

・資料について

言語能力を高めることも期待でき

す︒さらに︑自分自身の中で考え

け答えしかできないのでは︑内容

﹁お父さんの分も﹂
︵毎日新聞平

どんな場面に楽しさを感じるので

がどんどん広がっていったり︑深

の豊かな授業にはなりません︒

授業の進め方
︵実践をもとに︶

ます︒

まっていったりするときです︒
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えました︒
ねらいは︑内容項目１︱︵２︶
の﹁より高い目標を目指し︑希望
と勇気をもって着実にやり抜く強
い意志をもつ︒
﹂としました︒
・自分の考えを書く
通 常 二︑ 三 の 発 問 を 用 意 し ま
す︒特に中心発問は︑生徒の考え
が広がり︑深まっていくものにし
ます︒
今回の授業では︑次の観点で発
問を用意しました︒
Ⅰ﹁父親︑息子のすごいところ

発表ボードに自分の考えを書く︒

の

名前

と思った︒
と考えた︒

から

私は

と決意した︒
と決心した︒

読みとりの深い生徒︑読みとり

・ペア学習・グループ学習

僕は

とその根拠﹂
︵グループ学習︶
Ⅱ﹁ 父 親︑ 息 子 か ら 考 え た こ

がら︑一人一人の考えを把握しま

信につながるように声かけをしな

す︒また︑机間指導では生徒の自

け で な く︑ 根 拠 も 必 ず 書 か せ ま

生徒には︑発問に対する答えだ

い︑どの生徒も新たな発見に出会

とによって︑互いに刺激を受け合

で︑意見交換や話し合いを行うこ

れます︒ペア学習やグループ学習

徒の言語能力には大きな差が見ら

徒︑表現力の乏しい生徒など︑生

の 浅 い 生 徒︑ 表 現 力 の 豊 か な 生

す︒

えるものと考えます︒

と︑決意したこと﹂
︵個別学習︶

・自分の考えを発表する
原則として少数意見から発表さ
せます︒意見には必ずプラスの評

の中︑公的な機関から詳しい指導

の手立てや評価が示されることに

なると思われますが︑各学校にお

いても︑三か年を見通した︑より

丁寧な教材の展開方法や評価の研

究が必要になると思います︒

道徳の授業は何よりも学級が基

盤です︒生徒同士が信頼し合い︑

生徒と教師が信頼し合う︑そんな

道徳の時間へとつながっていきま

学級集団であることが︑充実した
道徳教科化の流れの中で︑私た

す︒道徳の授業を通して︑教師の

道徳の授業と学級づくり
けています︒ねらいに沿って︑生

ち教師にはさらなる道徳の授業の

価をし︑自信をもたせるよう心が
徒の考えが広がり︑深まっていく

学級づくりが問われているように

思います︒ ︵かしわぎ ひでし︶

充実が求められています︒
今後︑道徳が教科化される動き

ように発表の指名順を考え︑授業
を組み立てます︒
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中学生の道徳
全面改訂新版

平成27年版

かけがえのないきみだから
監修

永田繁雄（東京学芸大学教授）

学習指導要領完全準拠
思春期の生徒たちに贈る
「明るく力強く生きるための羅針盤」

──生徒の心に響く、生徒が求める魅力的な資料──

情報モラル

・B5判
・全国版定価 本体543円＋税
※定価（総額）は、消費税率の変更に伴って変わ
ることがあります。

各学年の資料や特設ページ「オアシス」で情報モラルを扱っ
ています。

二大重点課題

◇生命の尊厳の自覚・生き
る喜びを追求

◇自主・自律、自己統制力
◇人間関係を築く力

◇健全な自尊感情の育成

平成27年版

＊ご採用校に進呈します。

全学年の重点課題

『中学校 道徳授業入門―その基本と実践―』
朗読CD

◇規範意識

セルフノート

『私たちの道徳』の活用の手引き

みんなのどうとく
監修

永田繁雄（東京学芸大学教授）

◇学習指導要領完全準拠
◇道徳の「教科化」を意識した編集
◇魅力あふれる新資料が加わります！
CD−ROM（見本セット）にイラスト入りワークシートを
全資料分収録！
・B5判、全学年オールカラー
・全国版定価 本体533円＋税
※定価（総額）は、消費税率の変更に伴って変わることがあります。
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●
『道徳ジャーナル』は，左記ホームページでもご覧いただけます。電子版（iOS用）は，「学研電子ストア」からご覧ください。

道徳ジャーナルは、CTP方式、ベジタブルインキ、環境に配慮して作られた紙を採用しています。
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