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いのちの大切さを伝える
「誕生学」現場より

青木千景

大切さやいのちをつなげる尊さを感じることに

むことを目的としています。そして、いのちの

み生まれる力を再認識することで自尊感情を育

か」
「自分自身の産まれてくる力」を伝え、産

んな風にお母さんのお腹の中で成長してきたの

生』を通して、子どもにも大人にも「自分がど

と、未来が楽しくなる」をコンセプトに、
『誕

誕生学は、
「生まれてきたことが嬉しくなる

●ぼくは今日の誕生学の話を聞き、絶対に自殺

もたちからの感想

◆七年間を通して特に印象に残っている、子ど

「誕生学」を伝えています。

学」
、行政が行う両親学級など、幅広い世代に

子育て講座や週末に開催する「家族で聴く誕生

高校がほとんどです。それ以外にも母親向けの

した。講演先は保育園、幼稚園、小・中学校、

年には、年間二百本も講演をするまでになりま

誕生学アドバイザーになって七年、二〇一四

誕生学の授業を通して見てきたもの

ています。

い。なお、誕生学アドバイザーは全国に存在し



誕生学アドバイザー・バースコーディネーター

── 自己肯定感を高める授業

はじめに 誕生学とは
私は二〇〇七年に、公益社団法人誕生学協会
認定「誕生学アドバイザー」という資格を取得
いたしました。

より、いじめや青少年の自殺、親子の愛着形成

いう意味だったのですね。
（小四男子）

らつながろうとする未来のいのちも全部奪うと

て自分のいのちを終わらせるという事は自分か

なんてしちゃいけないのだと思った。自殺をし

＊

ム ペ ー ジ を（ http://tanjo.org/
）ご覧くださ

誕生学についての詳細は、誕生学協会のホー

イフスキル教育プログラムとなっています。

不全を防止し、次世代育成支援を目的としたラ

®

＊ライフスキル教育 心の健康を高め、自分や他者を大切にし、精神障害・問題行動を予防するための教育定義
［ＷＨＯ世界保健機関ライフスキル教育プログラムより］
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かったと思ってきたけ

自分なんていなきゃよ

てこなきゃよかった︑

●ぼくはずっと生まれ

す︒

たのであれば︑本当にうれしいな⁝⁝と思いま

いのちは大切︒自分ってすごい﹂と感じてくれ

も︑ほんの一瞬でも︑
﹁自分を大事にしよう︒

べては一期一会の出逢いです︒その時間だけで

大切なものとして向き合おうとしている眼差し

どの詩も一つ一つの言葉に︑自分のいのちを

て︑子どもたちのきれいな心に感動しました︒

なにもあったのだとうれしくなりました︒そし

四十五分間の話で︑感じてくれたものがこん

の手応えを感じてとっているようです︒そして︑

ど︑今日の誕生学の話

ある小学校で︑四十五分間の誕生学の授業直

他者のいのちに対しても優しさが感じられます︒

が感じられ︑
﹁自分のいのちの力・自己効力感﹂

なことは思っちゃいけ

後に︑子どもたちが詩をつづってくれました︒

◆印象に残っている子どもたちからの贈り物

ない︒これからはいの

自分を大事にできる人は他者も受容できるの
です︒

リビングで育まれる子どもの
自己肯定感

生きにくいと感じながら生きている人が︑増

て︑自分はそんなに簡

も︑ 今 日 の 話 を 聞 い

り返してきました︒で

右されながら︑私たちの親世代も生きてきまし

社会︑男女平等︒社会が作りあげた価値観に左

親や周りの評価の中を生きてきました︒ 競争

多くの人が子どものころから人と比べられて︑

ましたので︑一部をご紹介します︒

その内容があまりにも深く純粋で︑胸を打たれ

を聞いて︑絶対にそん

小学校での講演

ちを大事にしていきま
す︒
︵小四男子︶
●私は両親が小さいころ離婚をして︑父の顔を
知りません︒でも︑今日の誕生学の話を聞い
て︑父がいっぱい抱っこしてくれて愛をもらえ
たのだな⁝⁝と思えました︒
︵中三女子︶

単に生まれてきてない

た︒社会が良いとすることを︑子どもにも良い

えていると言われています︒

のだとわかり︑これか

ことだと信じて教えてきたのです︒

●私はいつも自分を傷つけてリストカットを繰

らは自分のことをもっ

子どもは︑
親の期待に応えようと頑張ります︒

期待通りにできれば褒められ︑できなければ怒

と大切にしていきま
す︒今日で自分を傷つ

ていきます︒

認められるために︑いい子を演じるようになっ

在が認められないのだと思うようになります︒

られる経験を繰り返し︑期待に応えなければ存
中学校での講演

けることは絶対やめま
す︒
︵中三女子︶

子どもたちに伝えられる時間は︑小学生で四
十五分︑中・高校生でも六十分から九十分︒す
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21世紀

そしてこの考え方の癖が抜けないまま成長
し︑学校では︑友達や先生からの評価に過敏に

めません︒
お母さんの産みゆく力と赤ちゃんの生まれる

だめなら存在している意味がない︒ そんな思

ます︒会社や親からの評価がすべてで︑それが

に︑世の中が生きにくく感じられるようになり

れば自分には価値がないと思い込む︒そのうち

れてきたのか︒そんな話を親から子へ語り続け

ったか︒どんなに可愛かったか︒愛されて生ま

どう感じたか︑赤ちゃんのときはどんなふうだ

どのようにして生まれたのか︑そのとき自分は

いのちがどのように子宮で育まれてきたか︑

力が合わさり︑人は誕生するのです︒

いを抱きながら生き続けるのは︑とても苦しい

ることで︑自分は愛されている存在なのだとい

なり︑社会人になっても︑いい結果を残せなけ

ことです︒
がされたことと同じようなことを子どもにして

た子どもは︑自分のいのちが大切に守られてき

また︑思い出しながら話す親の姿を見て育っ

う承認を受けとれるのではないでしょうか︒

しまい︑親も子も苦しんでいる人が増えていま

たことを肌で感じ︑いのちを粗末にする人には

そうやって育った人が親となり︑やはり自分

す︒ 時代背景の影響もあり︑ありのままの自

ならないでしょう︒そして︑子どもたちの心は

ます︒ 日々の声掛けが心の根っこをしっかり

﹁自己肯定感﹂は育まれるのではないかと思い

そ ん な 家 庭 の リ ビ ン グ で の や り 取 り か ら︑

温かく豊かに育つことでしょう︒

分を認められて育った人が少ないのです︒
自分を押し殺し続けて満たされない心は︑他
人を攻撃するようにもなります︒ 人や自分の
いのちを大切にできず︑悲しい事件が後を断ち
ません︒

したものにしていくように感じます︒
もちろん︑家庭環境や生育環境に課題があっ

七年の間︑こんなふうに苦しんで生きている
人たちが多いことを実感してきました︒ そん

︵あおき ちかげ︶

と言われる日を目指して︑微力ではありますが

語り続けます︒

﹃愛をうけとった日﹄

頑張り屋のお母

さんたちを見てい

て︑ 自 宅 で 心 を 温

めてもらう作品が

で き な い か と︑ 画

家 Artist Rie
さんと
一緒に︑三年の試行錯誤の末︑
﹃愛をうけとった

日﹄を出版いたしました︒すべての人が母親か

ら生まれてきた⁝⁝その原点を思い出せる作品

になっています︒また︑子育て中のママの応援

本︑母の日のプレゼントのほか︑自己肯定感が

低いと思われる方の回復や親子関係修復などの

きっかけとしてもお役に立てるように工夫しま
した︒

発行して三か月で六刷になり︑たくさんの方

に読んでいただけたことをうれしく思っていま
す︒

ことで︑子どもたちの未来像が良いものとして

をゆるめる講座﹃生といのちの話﹄
﹂

ても︑施設の先生や身近な大人の人が︑
︵写真

人がこの世に存在するには︑たくさんの愛が

描けていくのではないかと信じてやみません︒

︵ http://ameblo.jp/tamachirosan/
︶

な方たちに︑生きているだけで愛されてきたと

必要です︒いのちが宿ると︑そのいのちを守る

親でなくても︑できることはたくさんあるので

などを通して︶赤ちゃんのときの様子を伝える

ための多くの努力が︑母親には必要です︒そし

はないかと思います︒この国に生まれるすべて

いう事実を伝えたくて日々語っています︒

て母親には︑家族や周りの協力が必要です︒

のいのちが﹁生まれてきてくれてありがとう﹂

青木千景オフィシャルブログ﹁頑張り屋ママ

母親へのサポートがなければ︑いのちを守り育
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道・徳・授・業 私の実践

子どもに生きる力を育む道徳教育
││ 管理職の方針が道徳教育を充実させる

して子どもたちがより良い生き方

を考えることが︑生きて働く学力

の修得につながると考えている︒

教職員が一体となった
組織づくり

子どもたちが授業を通して豊か

な心を育み︑確かな学力を身につ

けるために必要なことを次に挙げ

しかし︑近年の全国学力状況調査

力は︑
﹁知識基盤型﹂と言われる︒

み︑その中でつけてきた子どもの

富な知識﹂という考えで取り組

究に力を注いできた︒
﹁学力は豊

にした指導を行い︑授業改善の研

生きる力を育むため︑学力を中心

私たちはこれまで子どもたちに

題を﹁思いや考えを伝え合い︑思

しい子どもの育成﹂とし︑研究主

する意欲と実践力をもったたくま

身ともに健やかで︑自ら学ぼうと

学校教育目標を﹁郷土を愛し︑心

方ができる子どもを養うために︑

本校では心豊かでより良い生き

育むことが不可欠だと考えている︒

るためには︑子どもの豊かな心を

が必要である︒それらの力をつけ

考えを表現しながら対応すること

い︑あらゆる場面で︑自己の思いや

件となる

大切な条

む姿勢が

懸命に臨

業に一生

そして授

思 う 心︑

規律を守り︑周りの友達を大切に

楽しい授業を展開するためには︑

うと︑子どもたちにわかる授業︑

でいる︒
﹁なぜ道徳教育か﹂とい

考え︑道徳教育の推進に取り組ん

学力と豊かな人間性を育みたいと

となって研究推進する体制をつく

確にすることで︑全教職員が一体

を進めようとしているのか﹂を明

ために︑どんな手段を講じて研究

な子ども像を目指すのか﹂
︑
﹁何の

である︒
﹁この研究を通してどん

充実した計画を立てることが肝要

め︑研究推進において先見の明と

で︑全教職員をやる気にさせるた

管 理 職 は︑ 学 校 経 営 を 行 う 上

勢をもつことが必要である︒

いて︑全教職員が理解と共同の姿

には︑管理職の研究推進施策につ

をもって取り組むこと︒研究推進

久寿久美子

の結果を見ると︑知識だけでは生

いやりをもって生き生きと学ぶ子

からであ

る必要がある︒

高知県高岡郡津野町立葉山小学校校長

る︒

きる力は養えないことがわかる︒

どもの育成﹂として研究を推進し

る︒道徳

まず︑教職員が同じ考えや意識

社会の中でより良い人間として生

ている︒この研究主題を達成する

教育を通

はじめに

きていくためには︑
﹁思考力・判

ために︑私は子どもたちに確かな

二つ目は︑研究熱心な教員を育

断力・表現力﹂を子どもたちに培
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重要な役割を果たすのはまさしく

てることである︒そのために最も
を高め合っていく︒

豊かな心がつながり︑互いの力量

ばらしさを発見して︑教師が授業

を通して管理職が担任の良さやす

に学級の子どもを育むことができ

ことにつながる︒そうして︑とも

と︑一時間一時間の授業を大切に

けではない︒教師自身が豊かな心

教師に必要なのは︑教育技術だ

業の質を一定以上にするために︑

の必要がある︒そこで︑全校の授

琢磨しながら高め合う仲間づくり

業を大切にする意識を互いに切磋

授業を展開するには︑毎時間の授

さらに︑子どもの心を揺さぶる

きな役割だと考えている︒

持ちをつなぐことが︑管理職の大

も﹁道徳授業が大好き﹂という気

授業が展開される︒教師も子ども

が大好きになることで︑心に響く

重要である︒子どもも教師も授業

に真剣に向かう情熱を育むことが

り︑各学級の先生の状況を常に把

る︒ 管 理 職 が 全 教 職 員 を 良 く 知

は︑管理職の大きな力が必要であ

道徳教育を充実させるために

るのである︒

管理職で︑とりわけ教師の資質を

し︑地道な教育実践を計画的︑意
管理職が必ず全担任の授業を参観

管理職は︑担任と子どものきず

研究主題

〜友達のよさを見つけ合いながら〜
各教科

★関わる・

深める

見る目が必要である︒

図的に推進できる人間性を身につ
して︑授業の方法・手立てを一緒

めざす児童像
・いきいきと活動する子ども ・思いやりのあるやさしい子ども
・たくましい子ども ・夢をもつ子ども

を把握

の様子

一人一人の実態や普段の学級経営

理職も一緒に行うことで︑子ども

さらに︑毎時間の道徳授業を管

ことがとてもうれしく思われる︒

ーとなり︑道徳教育を進めている

自信と誇りをもって他校でリーダ

究を深めてきた仲間が道徳教育に

十年目を迎えているが︑ともに研

私自身︑このような研究をして

ることが︑私たちが求めている子

でき︑

地道に研究を深めてこそ︑真の心

授業研究では︑担任が次回の授業

管理職

の教育になるのではないだろうか︒

ども像に近づく道徳教育の研究に

と担任

管理職が学級の教師や子どもの姿

研究の夢を見られるよう助言す

がより

をしっかり見ることが学校経営に

つながっていく︒

良い関

る︒

おわりに

けることが重要である︒

握しながら︑一時間一時間の道徳

〈葉山小学校の実態〉
・子どもたちのよいところ
・保護者・地域の実態や願い
・課題に感じるところ

なが強くなることを願って全学級

〜生き生き・やさしく・たくましく〜
お互いの立場や考えを尊重しあえる集団作り

に考えている︒校内で決めたこと

〈心・生活部〉思いやりの心を育む人間関係づくり

研究主題を達成するために︑道

学習意欲の向上を図る教科指導

授業を要にして︑道徳教育を進め

★出会い

の授業を参観している︒参観後の

〈学力部〉確かな学力を育む指導法の改善

を担任に任せるだけでなく︑授業

思いや考えを伝え合い、思いやりをもって生き生きと学ぶ子どもの育成

徳教育を通して教職員一人一人の

伝え合いながら
考えを深める

家庭・地域との連携
★
基本的な生活習慣の確立・体力の向上

○互いに支え合う仲間づくり
○特別支援教育の推薦
○道徳・人権教育の推薦

道徳
特活

★生かす

自分の考えや
思いをもつ

生きてくる︒

︵くす くみこ︶

係を構
築する
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葉山小学校 学校教育目標
郷土を愛し、心身ともにすこやかで、自ら学ぼうとする
意欲と実践力をもったたくましい子どもの育成

研究構想図

私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

心情理解に偏った授業を打破するために

加藤

八千代

子どもたちが主体的に考えを深める
道徳授業にチャレンジ！

ルを提唱されている加藤宣行先生

研修での学びを生かし︑次の三

◇指導のポイント

子ども主体の
多様な道徳授業

︽研修での学び︾
◇指導のポイント︵講話資料
より︶
・授業の中で︑教師の発問を
子どもの問いに変容させて
いく
・ 図 式 化・ 比 較・ 検 討 さ せ︑
知的理解から情的理解︑そ
して意欲の高揚へ
・リアルタイムに子どもの言葉
を生かす
・大本︵おおもと︶を決め︑展
開は子どもとつくりあげる

埼玉県さいたま市立七里小学校教諭

指して﹁多様で効果的な指導法﹂
にチャレンジすることにした︒

さいたま市の公立学校で教員を

︵筑波大学附属小学校︶を講師と

まず︑新しい道徳授業のスタイ

始めて十数年が過ぎ︑私は︑主人

して本校にお招きし︑従来の道徳

新しい道徳授業スタイル
を目指して

公の心情理解中心の道徳授業スタ

授業を打破する新しい授業スタイ
ルを研修した︒

イルに行き詰まりを感じていた︒
平成二十六年十月に出された

研修では︑加藤先生による道徳
授業を参観し︑子どもと共につく

﹁道徳に係る教育課程の改善等に
ついて﹂
︵中教審答申︶でも︑
﹁読

中心とした指導法を実践していた

る道徳授業の在り方について学ん

間の課題として指摘されている︒

私たちにとって︑加藤先生の実践

み物の登場人物の心情理解のみに

そこで︑従来の指導法を打破す

は︑多様な道徳の時間の扉を開く

だ︒主人公の心情理解の柱立てを

るべく︑児童一人ひとりが主体的

画期的なものであった︒

偏った形式的な指導﹂が道徳の時

に考えを深められる道徳授業を目

点をポイントとして新たな道徳授

業にチャレンジした︒

①子どもと共につくる構造的
板書
②問い返し発問を大切に
③
﹃私たちの道徳﹄と副読本を
つなげる

主題名 たゆまぬ努力と夢の実現

１ ︵‑２︶
希望・勇気・努力
資料名 ﹁世界に羽ばたく﹃航平

ノート﹄
﹂
︵
﹃みんなのどうとく６

年﹄学研︶

内容 ロンドンオリンピック金メ

ダリストの内村航平選手が︑
﹁じ

ゆうちょう﹂と題したノートに︑

自分のイメージした高度な技を描

きながら︑多くの壁を乗り越え︑

夢の実現に向けて一歩ずつ努力を

続けていく︒

導入 ﹃私たちの道徳﹄Ｐ． コラ

ム

展開 ﹁航平ノート﹂

﹁夢をかなえるために大切なこ

︿導入﹀
︽課題意識をもたせる︾

◇授業の展開

欄

終末 ﹃私たちの道徳﹄Ｐ． 記述
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・努力

に技を描き工夫もしていたよ︒

人形を使いながら︑航平ノート

すぎて夢を見失ってしまうか

しむことだと思う︒夢中になり

・自分に足りない点は︑努力を楽

育成を目指した︒

・しっかりとした意志

夢をかなえるために大切だと思

ら︒努力を楽しんでがんばって

・やみくもに練習するのではなく︑

﹁
︵資料から︶夢をかなえるこつ

うことの話し合いが︑どんどんふ

とは何ですか︒
﹂

を︑もっと見つけられるといいね︒
﹂

いきたい︒

︵児童の道徳ノートより︶

くらんでいった︒
︿終末﹀
﹃私たちの道徳﹄
︵Ｐ． ︶の記

な発言があった︒

ことを話し合っていく中で︑こん

る人たちを助けてあげたいで

・夢は医者で︑病気で苦しんでい

自由に書いていった︒

か﹂という問い返し発問を中心に︑

整えば︑夢は必ずかなうのだろう

児童の発言を生かし︑
﹁環境が

述欄を活用し︑自分の夢や目標を

・努力もしたけれど︑体操一家で

す︒そのためには︑いっぱい勉

構造的板書の授業を展開した︒

多様な指導法への
さらなる取り組み

環境が整っていたからだよ︒

強して︑何があってもあきらめ

分を含め誰でも夢をかなえるチャ

この発問をきっかけとして︑自
・将来の夢は決まってないけれど︑

ンスがあることを子ども自身が気

ずに夢をかなえたいです︒

コーチで︑自宅のトランポリンで

今自分にできることを一生懸命

違う︒夢をかなえられるのは当た

﹁よい環境にあっても︑成功し

を投げかけて深く考えさせた︒

ら︑そこからが新しいスタート

み 重 ね て い き︑ 夢 が 決 ま っ た

・夢が決まるまで︑一つひとつ積

授業へとつながった︒

生きていけばよいかを考えさせる

かなえるために自分はどのように

づく授業となった︒さらに︑夢を

り前だ︒
﹂という流れに展開した

ない人との違いは何だろう︒
﹂

努力したい︒

ため︑次のような発問を行った︒

これからも︑子どもたち一人ひ
だと思っている︒
さらに︑授業後は︑自分にとっ

な道徳の時間を目指し︑多様な指

しっかりと見つめ考えられるよう

とりが︑自分のよりよい生き方を
て夢をかなえるために大切だと思

導法にチャレンジしていきたい︒

︵以上児童の記述から抜粋︶

・できるようになるまで絶対にあ

うことをそれぞれ道徳ノートに書

・家族の支えも大切だよ︒
きらめない強い心も大切だよ︒

くことで︑
﹁実行性のある力﹂の

︵かとう やちよ︶
・つらい練習を楽しむ心も大事︒

ているよ︒

・ぼくにはないプラス思考をもっ

ていた︒しょせん︑自分たちとは

毎日練習できるという環境が整っ

向けた発言を続け︑
﹁親が体操の

数名の子どもたちが環境に目を

航平が夢をかなえるためにした

︿展開﹀

とを内村選手から学んでいこう︒
﹂

﹁夢をかなえるために大切なこ

そこでさらに︑このような発問
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﹁環境が整えば︑夢は必ずかな
うのだろうか︒
﹂
すると︑子どもたちは︑環境だ
けではない成功要因を考え始めた︒
・野球選手の子どもでもプロにな
れないケースもあるなあ︒

7

私の実践
道・徳・授・業

『私たちの道徳』
（小学校５・６年生版）は、下記でダウンロードすることができます。
http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/doutoku/detail/1344254.htm

道・徳・授・業 私の実践

先生方の一助になれば幸いです︒

広沢

淳

実したものになると感じています︒

現実には︑学年会議で読み合わせ

の時間がなかなか取れないのが残

念ですが︒

授業の流れを考える

授業を考えるにあたって︑まず

よく資料を読んで中心発問を決め

ます︒その際︑できるだけ多く﹁予

想される生徒の発言﹂を考えます︒

発問では︑
﹁主人公の心の動き﹂

って十年目になりました︒今でこ

を作成する研究員の募集があり︑

ある年︑箕面市独自の道徳教材

ですが︑考えた発問や予想発言の

ました︒その場では盛り上がるの

発言について︑時間をかけて考え

研究会では︑発問と予想される

終末では︑説話ではなく︑補助

ています︒

のように実世界に戻す発問も避け

また︑
﹁じゃあ自分はどうする？﹂

けます︵これがけっこう難しい︶︒

を追うことを原則とし︑主人公以

そ授業公開や実践報告︑模擬授業

校内分掌で︑私が参加することに

多くが︑いざ指導案を書く段階で

発問を投げかけます︒中心発問ほ

市にはとんでもなく先見の明があ

先生に来ていただいたのですから︑

大阪府箕面市立第一中学校教諭

授業を丁寧に行うことで
生徒が変わる

はじめに

をベテランの顔をして行っていま

なりました︒これが︑道徳の授業

記載見送りになってしまいます︒

ど時間をかけられないため︑
﹁良

外の人物の気持ちを聞くことは避

すが︑念願の教職に就いて担任に

と の﹁ 本 当 ﹂ の 出 会 い で し た︒

﹁残念ながら載せられないね﹂

ったと言えます︒

なった当初は︑教科以外の授業に

﹁読み物資料﹂
﹁中心発問﹂の言葉

このジャッジにずいぶん悔しい

複数の人で吟味する

戸惑い︑道徳の時間もなんとか過

に初めて接し︑新鮮な気持ちで取

思いをしました︒市内すべての先

箕面市の教研道徳部会部長にな

ごしていました︒
﹁人権﹂に関す

り組んだことを覚えています︒

私は教科でも道徳でも︑授業で

授業では役者になる

を指名することもあります︒

い意見﹂を考えてくれそうな生徒

る授業が多かったことを思い出し

生が活用するので︑一般的な内容
ら︑
﹁道徳﹂の授業のあり方を考

それでも今は︑複数の人で検討

今 考 え ま す と︑ 十 年 以 上 前 か

今 回︑ 私 の 授 業 を 文 章 で 表 し

えて研究員を募り︑指導には︑当

した資料分析によって︑授業が充

ます︒
て︑どれだけ伝わるか不安もあり

時︑大阪教育大学教授の藤永芳純

にせざるを得なかったのです︒

ますが︑道徳を苦手に感じている
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は﹁ステージに立つ役者﹂であろ
がないように︑クラス全員が発言

﹁なるほど︑いいねえ﹂

介します︒
﹁ほかの人はどんなこ

とを書いたのだろう﹂という︑生

す︒早ければ早いほど教師の本気

と言って︑黒板に書きます︒

生徒の発言を聞くときは︑でき
容赦しません︒

が伝わるでしょう︒

できることを心がけています︒

切り替えなくては︑良い指導者に
るだけ近寄り︑さらに確かめるよ

﹁何が同じ？﹂

うと心がけています︒スイッチを
なれないと考えるからです︒そこ
うに復唱します︒

﹁ぎゅーっと考えよう﹂

﹁道徳をきちんとやれば生徒の

終わりに

徒の気持ちに応えることが大切で

で︑声は大きくし︑発問する際は
﹁君が言っているのは〇〇とい

生徒の意見は︑分類しながら黒

生徒が﹁同じ﹂と言ったときも

身振りをそえてかなり大げさにし
うことだね﹂

ろいろな意見を見て︑生徒がもう

荒れは収まる﹂とよく言われま

板に書きます︒黒板に残されたい
一度理解できるように心がけてい

す︒私も実感していますが︑生徒

﹁なるほど〇〇なんだね﹂

ています︒
範読は︑心をこめて読みます︒

ま す︒ そ こ に︑
﹁私﹂の意見が

が道徳的に変わる前に︑まず教師

そして︑全員の意見を板書しま
二人目の発言からは切り返しが

﹁残っている﹂ことが大切なので

生徒が﹁話の主人公になり切るこ
ので︑何度も読んで練習します︒

入ります︒簡単には終わらせませ

す︒忙しいです︒

私が範読するのは︑資料を生徒に
ん︒

になり︑教科の授業が変わりまし

とができるか﹂がかかっています

読ませると︑読んでいる生徒は話

﹁どんなこと？﹂

に生徒が来て言いました︒

た︒生徒の行動の背景を考えるよ

かつて︑チャイムが鳴ったあと

最高のほめ言葉をもらったと思
っています︒

注目されていますが︑
﹁特別﹂な

程が改訂されます︒道徳の時間が

別の教科︵仮称︶
﹂として教育課

は︑道徳は楽しいです︒今後﹁特

そ し て︑ 生 徒 も 変 わ り ま す︒ 今

道徳の授業をきちんと行うよう

が変容すると考えています︒

に入り込みにくくなってしまうと

﹁〇〇って主人公は考えたんだ︒

﹁先生︑今日はこんなに考えた

うになりました︒教師が変わり︑

意図と大きくはずれた意見が出

す︒

思うからです︒

なんでだろう？﹂

んだね﹂

生 徒 の 発 言 で気をつけること

ても否定はしません︒
と︑ 黒 板 に 場 所 を 選 ん で 書 き ま

﹁そうくるか︑なるほど﹂

せてから発言させたいと思ってい

す︒

可能であれば︑まず全員を立た
ます︒発言しないと座れませんか

考えを見つめ直す機会を

徳の時間に普通に取り組み︑それ

指名しても沈黙する生徒には︑
大げさな身振り手振りで主人公に

ワークシートに書かれた各人のま

が当たり前のように行われれば良

ら﹁私があたったらどうしよう﹂
とドキドキするくらいがちょうど

なり切って近づきます︒

とめの言葉をクラスで発表しま

︵ひろさわ あつし︶

ことをするのではなく︑毎週の道

よいと考えます︒時には積極的に

﹁××なんだよ︒なんて考えた

いと考えています︒

授業のあと︑できるだけ早く︑

発言してくれる生徒もいて︑非常

す︒どうしても間に合わないとき
は︑次の道徳の時間のはじめに紹

んだろう？﹂
そして生徒が発言したら︑

に助かることが多いですが︑生徒
一人の意見で終わってしまうこと
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私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

教科化に向けた道徳授業の指導構想
討論を重視した葛藤資料の授業と授業参観シートの工夫を通して

集団の意義を理解し︑自己の

役割を自覚して責任ある行動を

とろうとする意欲を高める︒

○展開例 ︵＊次ページ︶

初発の感想では︑主人公の登山

家としての名誉心に共感する生

徒︑見栄や打算として批判する生

徒に理由づけの違いを明らかにし

へと改善する﹂ことが提言され︑

様で効果的な道徳教育の指導方法

教育の改善の方向性として︑
﹁多

た︒中教蕃の答申によれば︑道徳

いよいよ道徳の教科化が示され

討論を重視した授業

る︒

割の重要性が指摘されたと言え

導力向上に向けた校長の指導の役

これまで以上に︑道徳の授業の指

とを明らかにした︒このことは︑

の研修を重視する必要がある﹂こ

の指導を行うための実践的な内容

関して協議を行うなど︑各教員へ

○主題名﹁集団における自己の役

校長の授業実践から

ことにした︒

切にした話し合いの組織化を行う

し合いのルールや発表の仕方を大

の例として葛藤資料を用いて︑話

そうした授業構想に適した資料

の方法を学び合う必要がある︒

りある話し合いに発展させるため

自分の価値観を高めていける︑実

誉心にとらわれていた自分に気づ

ある以上︑自分勝手な行動は許さ

える点もあるが︑登頂隊の一員で

での経過から見て仕方がないと思

登頂を思い立ったことは︑これま

分共感させる︒やがて抜けがけの

たときの耐えられない気持ちに十

次登頂隊のメンバーからはずされ

展開の前半では︑主人公が第一

佐々木哲哉

﹁対話や討論など言語活動を重視

道徳の授業での討論は︑ディベ

こりがとれて楽しくなった心境に

岩手県滝沢市立一本木中学校校長

て発表させ︑討論のための立場を

また︑道徳の授業に関する教員

ートのような自分の考えの正しさ

割と責任﹂４ ⑷
‑
○資料名﹁山に憑かれた男﹂
︵
﹃か

ついて考えさせることを通してね

明確にさせた︒

の指導力向上について﹁校長をは

を主張し相手を論破する形ではな

けがえのない きみだから 中

らいに迫った︒

教科化に向けて

じめとする管理職の研修における

い︒相手の考え方を聞き︑自分が

学生の道徳 ２年﹄学研︶

方として示された︒

き反省する主人公の姿や︑心のし

後半では︑仲間の姿を見て︑名

れないこととして押さえた︒

道徳教育の扱いを抜本的に充実す

見落としていた観点や学ばなけれ

した指導﹂が︑今後の授業の在り

る必要がある﹂として︑
﹁道徳の

ばならない点を素直に受け入れ︑

○ねらい

授業を参観した後に︑その授業に
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※資料について補足説明し、あ ・事前に生徒に読ませておく。
らすじを確認する。
・主人公の行動について生徒相
※感想を求める。
（主人公の考え
互の考え方の違いに気づかせ、
方や行動についてどう思うか。
） 課題意識をもたせる。
導 入

・主人公の行動や考え方に対す
①プラトー偵察を延長して、頂
る生徒の判断と根拠を発表さ
上に登ってしまおうと考える
せる。
・主人公が自分の考えを反省し
主人公をどう思うか。
て、隊の一員であることを自
②大塚のようすを見て、主人公
が恥ずかしいと思ったのはど
覚するようになったことに気
うしてだろうか。
づかせる。
③主人公が心のしこりがほぐれ ・隊における自分の役割を誠実
て、楽しくなってきたのはど
に果たすことに、本当の誇り
うしてだろうか。
があると自覚した主人公の偉
さに気づかせる。

もらっている︒
︵写真１︶マニュアルビデオ

授業参観シートの活用

研究会で質問や意見を発表する材

料にもなっている︒

︵写真２︶授業参観シート

たり︑価値を深めたりすることが

らいとする道徳的価値に収束させ

を発表させることができても︑ね

生徒に対立する考え方や価値観

図等をテロップで解説を入れたマ

て︑発問や発表の仕方︑指導の意

できるように︑研究授業を録画し

すればいいのか︒この悩みを解決

のルールや発表の仕方をどう指導

できるのか︑そのための話し合い

価値に収束できる話し合いに組織

なければならない課題を明らかに

ら︑自分の弱点や自分が取り組ま

て も ら っ た︒ 授 業 を 参 観 し な が

ト︵写真２︶を研究主任に作成し

がら︑記述してもらう形式のシー

授業と参観する授業とを見比べな

ながらない点を反省して︑自分の

述べ合うだけでは指導力向上につ

えている︒

きるように努力していきたいと考

ような工夫を︑これからも提示で

り︑意欲をもって研究会に臨める

決できる方策を具体的に示した

て︑先生方が道徳授業の悩みを解

を見せることが大切である︒そし

や経験を先生方に話し︑指導姿勢

道徳授業について校長の考え方

校長の指導姿勢として

できずに悩む先生が多いのも事実

ニュアルビデオ︵写真１︶を作成

でき︑学ぶ意欲をもたせるのに効

道徳の授業研究会では︑感想を

である︒道徳授業の中で︑どうす

し た︒ こ れ を 先 生 方 に 見 て も ら

終 末

ればお互いが学び合える討論とな

果的であり︑自分の記述をもとに

︵ささき てつや︶

い︑授業の組み立ての参考にして

展 開

・その後の主人公が第二次登頂
隊員として登頂に成功したこ
とを話し、マナスル登頂の成
功がチームワークの成果だっ
たという評価を印象的に聞か
せる。
※その後の主人公について話を
する。

指導上の留意点
学習活動及び主な発問

マニュアルビデオの作成

展開例
るのか︒また︑どうしたら道徳的
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私の実践
道・徳・授・業

﹃学校における道徳教育は道徳

私は今でも忘れられません︒

んだよ︒
﹂

﹁こんな授業をしてほしかった

を︑生徒と共につくってみたいと

や思ったことが表現できる授業

人と関連づけて︑心で感じたこと

せる指導が頭に浮かびました︒偉

の指導と︑
﹃言語活動﹄を充実さ

身の課題としてきた﹃書くこと﹄

けでは︑この曲がもっている道徳

﹄の曲が取り上げられてい
World
ました︒この曲を聴いて終わるだ

語 の 教 科 書 に﹃ We Are the

ル・ジャクソンの名前があり︑英

生徒が挙げた偉人の中にマイケ

も考えました︒

の時間を要として︑各教科︑総合
思ったのです︒

る場面で推進しなければと考えて

上︑道徳教育を学校教育のあらゆ

教師として生徒の前に立つ以

ととされています︒

導要領解説﹄
︶
適切な指導を行うこ

れぞれの特質に応じて﹄︵
﹃学習指

︵生徒の感性がこんなにも豊か

からです︒

び︑教えられることが多々あった

た 生 徒 の 英 作 文 に︑ 私 自 身︑ 学

自分の考えや気持ちを英語で綴っ

人マザー・テレサの功績について

そう思えたのは︑二十世紀の偉

いものかと考えました︒

り︑学び合う授業づくりができな

た食糧危機について友と思いを語

カのエチオピアやスーダンで起き

背景を学ぶことを通して︑アフリ

ん︒この曲と︑この曲が作られた

的な価値を伝えることができませ

かなめ

そうつぶやいたＳ 君の言葉が︑

的な学習の時間及び特別活動のそ

います︒そして学級担任としてだ

だったとは⁝⁝︶と︑ただただ驚

つづ

けでなく教科担任としても︑生徒

かされるばかりでした︒
そして︑
︵道徳の内容項目に合

英語の授業で二十世紀の偉人に

てくるのを感じました︒また︑生

たい︶という思いが︑沸々と湧い

と知りたい︒早く生徒と授業をし

え︑どんなことを思うのか︑もっ

ら︑ こ の 生 徒 が ど ん な こ と を 考

をつけるにとどまらず︑心の教育

語 で 書 く こ と に よ り︑
﹃書く力﹄

について自分の考えや気持ちを英

になった写真家ケビン・カーター

ツァー賞を受賞し︑世界的に有名

﹄
︵ハゲワシと少女︶を提示
Child
しました︒この写真でピューリッ

を 物 語 る 写 真﹃ A Vulture and a

カの飢餓と子どもの置かれた状況

さらに︑単元の最後で︑アフリ

の実態や発達段階を考慮しつつ︑
教科の特質に応じた道徳教育を精

ついて学んだ生徒たちから︑
﹁関

徒の心が感動で揺さぶられる題材

もできると考えたのです︒
︿続く﹀

致した題材を選んで生徒に与えた

心のある偉人についてもっと調べ

を選ぶことで︑自分の考えや気持

︵まつしま ちひろ︶

力的に展開しています︒

てみたい﹂という声が聞こえてき

ちを︑もっと豊かに表現できると

授業づくり

生徒の学びから出発した

ました︒このとき︑これまで私自

●
『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，Android用）は，「学研ブックビヨンド」から。

URL http://gakkokyoiku.gakken.co.jp

道徳ジャーナルは、CTP方式、植物油インキ、環境に配慮して作られた紙を採用しています。
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