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高倉健さんに教わったこと

ライター

野地秩嘉

高倉さんはなかなかインタビューに答えない人であ

る︒
﹁初対面の人は一年に三人しかいない﹂とも言わ

﹃中学生の道徳 かけがえのないきみだから ２年﹄

本人の言葉や態度から多くのことを学ぶことができ

それなのに︑わたしは何度も会うことができて︑

副読本に載ったこと

に掲載された﹁三度目の号泣﹂
︒出典はわたしが書い

た︒そのうえ︑本を出すことができた︒幸運とはま

れている︒

た﹃高倉健インタヴューズ﹄
︵プレジデント社︶だ︒

さにこのことだろう︒

者の役に立てればいいと思っていたのではないか︒

いた︒載ることが嬉しいというよりも︑中学生の読

僕でいいの？﹂と驚いていたけれど︑同時に喜んで

生身の人間からではないだろうか︒目の前の人間の

学習する︒しかし︑人がもっとも影響を受けるのは

像を見たり︑あるいは講演を聴きに行ったりして︑

人はさまざまなものから学ぶ︒本を読んだり︑映

人は人から学ぶ

出版したのは二〇一二年︒昨年︑高倉さんが亡くな
ったことで︑いま︑また多くの人々に読まれている︒
高倉さんに︑
﹁中学校の教科書︵正式には副読本︒

さて︑わたしはふとしたきっかけから︑俳優︑高

ひとこと︑ふとした行動から多くを学習している︒

﹁ほんと？
編集部注︶になりますよ﹂と伝えた時︑

倉健さんに会った︒その後︑十八年間に十回︑イン

そう確信している︒

っと多くのことをわたしは彼から教わっている︒

に書いたものはあくまで一部に過ぎない︒もっとも

具体的な例をいくつか挙げてみよう︒ただし︑ここ

わたしは高倉健という人から多くのことを学んだ︒

タビューすることができた︒二年に一度の割合だか
ら︑決して多い数ではない︒時々︑会いに行って︑
話を聞いて︑それを本にしただけだ︒
ただ︑高倉さんの周りの人からは﹁十八年で十回︒
野地くん︑それはずいぶんと多いよ﹂と言われた︒
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◆相手の目を見て話す︒割り込みは許さない

という傲慢さが確実に含まれていた︒

寿司か︒寿司食おうか︒あっ︑いや︑キミは小学生

彼は現場では︑有名人よりも︑エキストラや子役

だからファミレスのハンバーグの方がいいな﹂

った︒まったくの無視だった︒そして︑若いジャー

のような弱い人間を気遣う︒そして︑その場でもっ

高倉さんはディレクターの方をちらりとも見なか

ナリストの質問に︑笑いながら丁寧に答えたのであ

とも立場が弱い人間を気遣うことは他の参加者のや

初めて出かけた撮影現場は一九九九年公開の映画

高倉さんは撮影現場では毎日のように︑報道陣か

る︒ディレクターは恥ずかしそうな顔をして︑そそ

﹃鉄道員︵ぽっぽや︶
﹄のそれだった︒
ら囲みの取材を受けていた︒日ごろはインタビュー

る気を引き出すことだともわかっている︒

ビジネスマンならば︑このことを学んでおいた方

くさとその場から立ち去った︒
高倉健は人と話をする時はきちんと向かい合う︒

を受けない彼だから︑報道陣はこれ幸いと詰めかけ
ていたのである︒どうだろう︑現場にはつねに十数

﹃鉄道員︵ぽっぽや︶
﹄の時もそうだった︒態度の

い︑もしくはまったくない︒

ャーナリストに質問の順番が回ってくることは少な

て若い記者︑小さな会社の記者︑フリーランスのジ

カい記者たちが質問を独占してしまう︒それに対し

言えば大新聞︑大テレビ局からやってきた態度がデ

を支配することになっている︒もっとわかりやすく

新聞社︑テレビ局といった大企業に所属する人が場

記者会見︑あるいは囲み取材ともなると︑なぜか

ると︑彼は自らパイプ椅子を二脚持っていって︑椅

女性がふたり︑立ったまま︑出番を待っていた︒す

員︵ぽっぽや︶
﹄のロケ現場でのこと︒エキストラの

場の弱い人を大切にするという原則だ︒同じ﹃鉄道

えが含まれている︒それは︑現場では︑いちばん立

前述のエピソードには高倉さんのもうひとつの考

◆その場で︑いちばん立場が弱い人の気持ちになる

った︒

いうことだ︒彼はマナーを守って人と話をする人だ

黙殺する︒人と対話する時の根本的なマナーはそう

◆自分の仕事は厳しくチェックする

なマナーだ︒

弱い人間に気遣いをすることは仕事場における大切

ではない︒職場の空気が悪くなってしまう︒立場の

迷惑だし︑それを見ている人間だってたまったもの

と思っているかもしれない︒しかし︑やられた方は

りするのである︒怒鳴った本人は﹁オレは正しい﹂

散らす人間がいる︒怒鳴りつけたり︑意地悪をした

出入りの印刷屋︑宅配便のドライバーなどに当たり

世の中には上司にはぺこぺこするくせに︑部下︑

がいいだろう︒

デカい記者たちは我先にと質問を繰り返し︑他人の

子を広げながら︑こう声をかけた︒

﹃あなたへ﹄まで︑すべての撮影現場で取材をした︒

必ず目を見て話す︒質問を遮って話すような人間は

質問を遮ることがしばしばだった︒予定の時間が終

﹁疲れたでしょう︒出番が来るまで休んでいてくだ

いずれの時も彼がやることは同じだった︒

人の記者が待機していた︒

わりに近づいたころ︑ひとりの若いジャーナリスト

さい﹂

彼はやる︒それが当たり前だと思っているふしがあ

ことは︑他の撮影現場では絶対にありえない︒だが︑

主演俳優がエキストラに椅子を持っていくなんて

て︑自分の演技を確かめる︒その後︑録音部へ寄り︑

いる姿を確認し︑芝居をチェックする︒時間をかけ

さんはすぐにモニターに寄っていく︒自分が映って

監督から﹁ＯＫ︒カット﹂の声がかかると︑高倉

かし︑声をチェックする俳優はあまりいない︒そし

モニターで演技を確認する俳優は何人もいる︒し

ヘッドホンを耳に当て︑自分のセリフを聞き直す︒

る︒

わたしは﹃鉄道員︵ぽっぽや︶
﹄から遺作となった

が手を挙げ︑
﹁お願いできますか﹂と尋ねた︒高倉さ
んは﹁はい﹂と言って向き直ると︑若いジャーナリ
ストの質問にじっと耳を傾けた︒
その時だった︒遅れてその場にやってきたテレビ
番組のディレクターが︑質問の途中なのにもかかわ

ていって︑こう言った︒

同じ日︑子役の男の子がぐずっていたら︑近寄っ

か﹂と︑問いかけたのである︒その声には︑
﹁高倉健

﹁おい︑今度︑おじさんとメシ食おう︒何がいい︒

らず︑
﹁健さん︑今度︑私の番組に出てくれません

は大テレビ局の人間には必ず返事するに違いない﹂
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21世紀

﹁プロなら当たり前だ﹂と言う人もいるだろう︒だ

演技や声に対して︑自分でダメ出しをする︒

て︑演技も声もダメだと思ったらやり直す︒自分の

作品にかかわる全員の士気が高まる﹂

ころをちゃんと見ていて︑なおかつほめる︒すると

スタッフにも︑その人が人知れず努力をしていると

は僕だけじゃありません︒高倉さんは他の役者にも

達人である︒

ス女王より上手だ﹂と語ったという︒まさに英語の

けでは映画そのものの評価につながらない︒高倉さ

忠臣蔵は群集劇だ︒高倉健ひとりの演技が輝くだ

をキャスティングするのは︑アメリカ人にとって聞

んと発声している︒外国のプロデューサーが健さん

﹁健さんの英語は発声がいいんだ︒腹式呼吸でちゃ

ら︑高倉さんのことはよく知っていた︒

永島は江利チエミのマネージメントをしていたか

が︑当たり前のことを五十年以上も続けてきたのが

んは映画に出ている俳優全員の士気を上げること︑

きやすい英語を話すことができるからなんだよ﹂

彼だ︒

高倉さんは役者個人としてだけでなく︑共演者を

みんなの気持ちをひとつにすることに注力していた

◆一緒に働く人間をやさしく見守る

束ねるリーダーとしての資質も備えている︒語るの

実際に︑高倉健の声を間近で聞くと︑彼の声はよ

のである︒

く響く︒楽器の音のような声をしている︒

もし︑中学生が英会話を勉強するのなら︑英会話

優たちはいっせいに身構える演技をするわけです︒

近づいてくるシーンがあった︒そこにいた侍役の俳

で荷車を押していたら︑敵の刺客とも思える飛脚が

﹁僕は堀部安兵衛の役でした︒浅野家の家臣が街道

︵一九八九年 リドリー・スコット監督︶
︑
﹃ミスター・

四年 シドニー・ポラック監督︶
︑
﹃ブラック・レイン﹄

バート・アルドリッチ監督︶
︑
﹃ザ・ヤクザ﹄
︵一九七

本︑出演している︒
﹃燃える戦場﹄
︵一九七〇年 ロ

高倉さんは邦画だけでなく︑アメリカ映画にも四

に小説家︑山本周五郎が書いたものがあった︒そこ

かの気に入った本を携えていたと聞いた︒そのなか

ある人から︑高倉さんは映画の現場にいつも何冊

英語は発声が重要

は﹃四十七人の刺客﹄
︵市川崑監督 一九九四年︶で
共演した宇崎竜童さんだ︒宇崎さんは﹁三度目の号
泣﹂でも高倉さんの素晴らしさを語っていたが︑次

その際︑大石内蔵助を演じていた高倉さんは離れた

ベースボール﹄
︵一九九二年 フレッド・スケピシ監

にはこうあった︒

教室へ通うのもいいだろうが︑わたしならば前記の

場所で休憩していたのですが︑どうやら撮影シーン

督︶
︒高校時代はＥＳＳに属し︑明治大学に進学して

﹁火を放たれたら手で揉み消そう︑

に引用する箇所は別のシーンの話だ︒

を見守っていたらしい︒次に会ったとき︑ぽつりと

からも﹁貿易商になるため﹂英語の勉強だけは続け

石を投げられたら軀で受けよう︑

四本のＤＶＤを買いに行く︒そして︑朝から晩まで

おっしゃったのです︒
﹃宇崎さん︑あのシーンのと

ていたから︑原書を読むことも稀ではなかった︒

力していることは必ず誰かが見ている︒だから︑手

ほめるというだけではないんです︒⁝⁝あなたが努

とを指摘してくれました︒しかも︑その意味は僕を

ん︒それでも高倉さんはちゃんと見ていて︑そのこ

﹁鯉口を切るなんて動作はフィルムには映りませ

ごし︑品格のある英語を話した︒ビートルズのジョ

まれの永島は子ども時代をアメリカ︑イギリスで過

ケル・ジャクソンなどを日本に呼んだ男だ︒戦前生

社︑キョードー東京の創業者で︑ビートルズ︑マイ

いる︒永島達司︵故人︶
︒外国人タレントの招聘会

そんな高倉健の英語について︑ひとりの証言者が

い︑ある限りの力で耐え忍び︑耐えぬくのだ﹂

││どんな場合にもかれらの挑戦に応じてはならな

映画を見ながら︑高倉健の英語に耳を澄ます︒

き︑刀の鯉口を切ってましたね﹄⁝⁝﹂

を抜かないでみんなでいい映画をつくろうってこと

ージ・ハリソンは﹁タツ︵永島︶の英語はエリザベ

抜く人だった︒

︵のじ つねよし︶

高倉さんはやさしくて︑きびしくて︑人生を耐え

︵
﹃樅ノ木は残った﹄より︶

斬られたら傷の手当てをするだけ︑

を暗示されていたんです︒ですから︑ほめられたの

3

道・徳・授・業 私の実践

自作資料を活用
低学年﹁勤労・奉仕﹂の段階的取り組み

勢 が す て き だ ね︒
﹂ と ほ め る と︑

学級のほとんどの子が背筋をぴん

と伸ばすことがある︒大人も同じ

かもしれないが︑子どもは特に︑

ほめられることをとても喜ぶもの

である︒そして︑ほめられること

を通して︑自分の行為が正しかっ

たことを実感し︑働くよさを感じ

るのだろう︒

めに働くことだと考える︒また︑

長野文洋

また︑低学年の子どもが︑
﹁ほ

﹁お礼を言われたい﹂という心情

北海道札幌市立桑園小学校教諭

﹁ほめられたい﹂は﹁自分がほ
そ も そ も︑ 低 学 年 の 子 ど も が

められたいから﹂という動機で働

められたい﹂であって︑自分のた
﹁働くよさを感じる﹂のは︑どの

も︑お礼を言われることによって

自分がうれしい気持ちになるので

くのは︑とても自然である︒
低学年の学級では︑一人の子に

ような時なのだろうか︒子どもた
ちは︑学校生活において︑給食当

領には︑
﹁働くことのよさを感じ

んだ実践を紹介する︒学習指導要

ンジ精神をかき立てられて取り組

じることも多い︒その一方︑ほと

に体を動かすこと自体に喜びを感

して︑当番や掃除を通じて活動的

れた環境で毎日生活している︒そ

主題の目標
実際の活動や道徳の時間での話し合いを通して、
「ほめられた
い」という気持ちから「喜ばれたい」という気持ちへの質的
な変容をねらう。質的な変容が、みんなのために働こうとす
る意欲を高め、２年生での学習につながっていく。

道徳⑥ 自作「ごほうび」
何のために働くのかという目
的が見えてくる

道徳① 自作「食缶運び」
ほめられたいという気持ちに
共感する

他者に喜ばれたい

低学年に勤労・奉仕の内容項目

て︑みんなのために働く﹂と記述

んどの家庭に掃除機が普及してい

《シリーズ化の意図》
・登場人物が固定化されることによって、
問題場面での把握が容易になる。
・授業中に既習の内容が再生されること
によって、価値の内面化が促進される。

あって︑
﹁自分﹂という一人称の

されている︒中学年では﹁働くこ

るだけでなく︑留守中に自動で掃

道徳② 自作「いろんな所を」
最後まで掃除をすることの大
切さが見えてくる

自分がほめられたい

道徳③ 自作「汗をかいて」
自分から他へと広がるよりよ
い汗が見えてくる

〈家庭との連携〉
・懇談の際に、ねらって
いる価値について理解
をしていただき、協力
を願う。
・折に触れて、子どもの
成長について話をする。
・学年便り等で成長を伝
える。

対して担任の教師が﹁とっても姿

との大切さを知り︑進んでみんな

除を行ってくれることさえある︒

道徳④ 自作「ほめられたい」
分かち合い、力を合わせるこ
とのよさが見えてくる

〈特別活動〉
・道徳の時間に深まった
価値が、当番活動に実
践力となって表出す
る。評価の対象となる。

番や掃除当番など働く機会に恵ま

﹁自分がほめられたい﹂から
﹁他者に喜ばれたい﹂へ

道徳⑤ 自作「お礼」
大事なのはお礼の有無ではな
いことが見えてくる

が新設された平成 年に︑チャレ

のために働く﹂と発展していく︒

普段の家庭生活では滅多にお目に
かからない長い柄の付いたほうき

喜ぶ人の姿が
見え始めてくる子ども

〈生活科〉
「アサガオを
育てよう」
「アサガオさ
んのために」
道徳⑦ 自作「いいのかな」
働いたみんなが心地よくなる
ことのよさが見えてくる

〈生活科〉
「アサガオを
育てよう」
「花を見たい」

低学年では︑働くことのよさを吟
味し﹁みんなのために﹂へとつな

やちり取りは︑児童の好奇心に刺
激を与える存在である︒

がるように主題を構成することが
肝心と考えた︒

図１ 勤労・奉仕の主題構成図（低学年）
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む多くの人に喜んでもらえる︑人

自分だけではなくて自分を取り囲

﹁ み ん な の た め に ﹂ 働 く と は︑

領域を脱していない︒

固定して臨んだ︒

を用い︑登場するキャラクターを

れることを期待して︑自作の資料

再生されて価値の内面化が促進さ
て行ってしまう︒

ても︑ソングはお礼を言わずに出

ちよく生活することであって︑そ

大切なことはみんなが喜び︑気持

図１ に 示 し た よ う に︑
﹁お礼﹂

子どもたちに︑その後もダンス

っては︑納得できないのである︒

有無が大切と考えている児童にと

同情する声もあった︒
﹁お礼﹂の

除を止めていいよ︒
﹂とダンスに

難する声があがった︒また︑
﹁掃

子どもたちからは︑ソングを非

懸命に掃除をしている子の名前を

担任が見ていない所でも毎日一生

に も ダ ン ス が い る よ︒
﹂ と 伝 え︑

授業の最後には︑
﹁このクラス

ているダンスに気づいていった︒

のためにできることを進んでやっ

は﹁ダンスちゃんと同じように︑

その日のその子の道徳ノートに

なのに

お礼はうれしいけれど、大事なのはみんなに喜ばれることなんだ

である︒主題構成図は︑
﹁自分が

﹁あれっ﹂
﹁なぜ﹂という呟きが︑

私も掃除を続けていきます︒きれ

ダンスになりきって考えると…

ほめられたい﹂という考えから︑

﹁自分がほめられたい﹂という意

あちらこちらから聞こえた︒当然

いな教室の方が気持ちいいもん︒
﹂

ポッチャン池小学校でどんな出来事があるのかな。
今日は、どんなことでほめられるのかな。

の役に立つことを主眼におくこと

﹁他者に喜ばれたい﹂という考え
の実践が︑
﹁自分が﹂から﹁他者

が黙って掃除を続けたと提示した︒

識がこれまでより薄れて︑
﹁他者

と考えていたことに揺さぶりがか

と書かれていた︒

心の揺れを大切に

への見方・考え方が高まっていく

に﹂への分岐点になると考えた︒

に喜ばれたい﹂という意識が膨ら

かったのである︒そして︑ダンス

「見えてくる」子どもの姿

実際の授業では︑既習の内容が

んでほしいと願ったのである︒ま

が掃除を続けている理由につい

ポッチャン池小学校では、どんなことが起こったのかな。
今日は、誰にどんなことが起こったのかな。

︵ながの ふみひろ︶

た︑可能な限り﹁問い﹂がシンプ

て︑追

伝えた︒

過程を示したものである︵図１︶
︒

なぜ、ダンスは、お礼を言われなかったのに掃除を続けているのだろう？

ルになるように意図した︒

究を始

ちは︑

それまでの実践で︑子どもたち

ことを感じていた︒資料中のダン

﹁自分

めた子

ス が︑ ラ ン デ ィ ー や ス ト ー ン に

が﹂
と

は︑誰かからほめられるとうれし

﹁ありがとう﹂を言われて︑さら

﹁みん

どもた

によい気持ちになって掃除をして

なが﹂

「ありがとう」を
言われなくても

「ありがとう」を
言われると

い気持ちになって︑やる気が増す

いることも容易に読み取ってい

揺れな

の間で
﹁ありがとう﹂を言うと期待して

がらも︑

た︒子どもたちは︑当然ソングも
いた︒ところが︑丁寧に掃除をし

図２ 指導案

資料﹁お礼﹂
かえるのダンスがポッチャン池小学校に着
きました︒いつもより早い時間に家を出たの
で︑教室にはまだだれもいません︒ふと見る
と︑ワークスペースや教室にゴミがあったの
でそうじを始めました︒
学校に着いた友達のランディーが︑自分の
机の近くをはいてくれているダンスを見て︑
﹁ありがとう﹂と言いました︒ダンスの顔は︑
にこやかになりました︒
ランディーだけではなく︑ストーンや他の
子も︑ダンスが自分の机の近くをはいてくれ
ると︑
﹁ありがとう﹂と言いました︒ダンスは︑
もっとにこやかになりました︒
しばらくすると︑ソングがやってきました︒
ダンスはソングの机のそばもはきました︒よ
く見ると︑ソングの机の下には紙切れがいっ
ぱい落ちていて︑汚れていました︒
でも︑ソングはダンスを見ても﹁おはよう﹂
としか言わずに︑そのまま机の上にカバンを
置きました︒
ダンスは︑今までよりもていねいにそうじ
をしました︒でも︑ソングは﹁ありがとう﹂
を言わないまま︑教室を出て行ってしまいま
した︒
ダンスは︑教室を出て行くソングのうしろ
すがたを見ましたが︑その後もだまって仕事
を続けました︒
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直接言われなくたって、
たくさん「ありがとう」があるよ
ダンスに教えてあげよう

教室がきれいになるしね
きっとソングだって…

掃除をするのが
いやになりそうだよ
お礼を言わないソングも
悪いけれど

お礼を言われる
ための掃除
じゃないから

みんなによろこんで
もらえることが
うれしい

言われたほうが
うれしいけれど

・ちょっとさびしいけれど
みんなのためになることだよ
・ほかの人に喜ばれるよ

・うれしい気持ちになるよ
・またがんばろうと思うよ
・やってよかったと感じる

私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

連続性をもたせ︑
﹁生き方﹂を問う道徳の授業

のである︒

また︑
﹁この子はこんな話をも

とにみんなと勉強するんだな﹂と︑

事前に授業の内容について保護者

に知ってもらうことができる︒

授業の実際

﹁わたしはひろがる﹂
︵
﹃みんな

業が多いという課題だ︒

児童が見出すまで至っていない授

音読させるのと同様に保護者に聞

ている︒その際︑国語の教材文を

いて︑前日の家庭学習で音読させ

と？﹂という疑問が出てきた︒

し が ひ ろ が る っ て︑ ど う い う こ

に尋ねたところ︑その中で﹁わた

﹁？﹂と感じた部分を子どもたち

谷口雄一

そこで今回︑
﹁生き方﹂を問う

いてもらうようにしている︒事前

和歌山県和歌山市立松江小学校教諭

のどうとく５年﹄学研︶での実践

道徳の授業をめざして︑道徳の時

に資料を読ませることで以下の三

を 紹 介 す る︒ 範 読 後︑
﹁！﹂ や

本年二月に学習指導要領案︵パ

間を要にし︑その前後でも児童に

点の効果が期待できる︒

はじめに

ブリックコメント案︶が出された︒

道徳的価値について考えさせると

かじめ把握して授業に臨むように

まず︑児童は資料の内容をあら

の思いや得

岸武雄さん

出 来 事 や︑

﹁どうしてだろう？﹂と疑問をも

や心情に共感や感動を覚えたり︑

た︒人との

的に表し

れらを構造

たものを考

っ た り す る こ と が で き る︒
﹁！﹂

かかわりを

同 時 に︑
﹁ す ご い な あ！﹂ や

や﹁？﹂の心情をもって︑児童一

通して岸武

えさせ︑そ

人一人が授業に臨むことができる

﹁いいなあ！﹂と登場人物の行為

している︒

かれている

詩に描

道徳の教科化背景には︑従来の道

いう︑学びに連続性をもたせる展
児童に道徳的価値を理解させ︑

徳の授業が抱える課題が考えられ
課題の一つは︑登場人物の心情

﹁自分はどう生きていきたいのか﹂

開に取り組んだ︒

を考えることに終始し︑児童が道

を考えさせる道徳の授業につい

る︒

徳的価値について考え︑理解する

て︑一案を紹介したい︒

私は︑授業で使用する資料につ

﹁！﹂や﹁？﹂の心情を
もって授業に

まで深まっていない授業が多いと
いう現状である︒
もう一つは︑
﹁自分はどうだろ
うか？﹂
﹁これからどうしていき
たいか﹂と︑自己の﹁生き方﹂を
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雄さんが成長してきたことを黒板
に書き︑授業を終えた︒

授業後も﹁問う﹂

宿題をもとに︑翌日の朝の会で
意見を共有し︑児童から出た意見
を前日消さずに残しておいた板書

﹁学級通信﹂でひろげ
さらに問う
本学級では︑学級通信の中で︑

まとめ

私が道徳の授業を構想する上で

大切にしたいと常々考えているこ

に書き加えた︒これまでの自分の

道徳の授業の様子を紹介するとと

○児童の「問い」を授業の中

成長とそれを支える存在を視覚的

構造的な板書を心がける

とは︑次の四点である︒

○視覚的にとらえられる＝

もに︑児童にさらに問いかけてい

考えさせる

にとらえることで︑さらに理解を

「人間のよさ・弱さ」について

この授業を通して学んだ道徳的

○行為や心情のもとになる＝

る︒その構成は︑次の四つである︒

前日の板書にさらに書きこむ

深めることができた︒

学級通信

価値をもとに︑宿題を出した︒内
容は︑
﹁これまでにどんなにひろ

○資料のもつテーマを問う

︵たにぐち ゆういち︶

でいきたい︒

これからも研究と実践に取り組ん

の生き方を見つめられるように︑

児童が道徳的価値を理解し︑自分

心情理解に終始することなく︑

らかである︒

来の道徳の授業が抱える課題は明

しかし︑これまでの流れから︑従

たれるが︑その姿はまだ見えない︒

しい指導要領や解説編の完成が待

道徳の教科化の時代を迎え︑新

だけに留まらせない

①板書の写真

④

が っ て き た だ ろ う ﹂ や﹁ こ れ か

②児童の感想︵全員分︶

①

ら︑どうひろがっていきたいか﹂

③担任から児童へのメッセー
ジ
④授業のねらいや授業に込め

②

た教師の思い︵保護者に向
けて︶

③

と︑自分自身について見つめさせ
るものである︒

日 は ど ん な 勉 強 を し た の？﹂ や

も宿題にした︒これにより︑
﹁今

読し︑保護者に聞いてもらうこと

また︑前日と同様に︑資料を音

家庭学習のプリント

﹁私はこう考えたんだけど﹂と親
子の会話が生まれている︒
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道・徳・授・業 私の実践

﹃とくうた﹄
と
﹃黄金言葉﹄を
活用した授業実践の工夫

刷・配布しません︒ワークシート

の裏に印刷したこともありました

が︑新鮮味に欠け︑効果的ではあ

りませんでした︒

※２ 黄金言葉

①沖縄の方言で金言・格言を表し︑

﹁くがにくぅとぅば﹂と読みます︒

②﹃とくうた﹄同様︑教師が授業

で伝えたいメッセージとして︑終

ざまな資料と発問︑そして授業の

デュース力﹂でした︒特に︑さま

創りだすための﹁
︵資料の︶プロ

﹃とくうた﹄は⁝⁝﹂というよう

容にあった曲を選曲し︑
﹁今日の

時間の授業に一曲︑その時間の内

ということで考えた言葉です︒毎

的価値の自覚を促しています︒

教室や廊下に掲示し︑生徒の道徳

前花和秀

ために選曲した音楽﹃とくうた﹄

に授業で紹介しています︒

﹃とくうた﹄と﹃黄金言葉﹄
︑さ

沖縄県南城市立佐敷中学校教諭

末に紹介します︒

これまで︑道徳の時間の充実を

と名言﹃黄金言葉﹄を組み合わせ

②自分自身の好きなアーティスト

らにいくつかのアイデアを活かし

③授業で紹介した﹃黄金言葉﹄は

図り︑試行錯誤を繰り返してきま

た 授 業 は︑ 多 く の 生 徒 の 心 に 響

を中心に生徒に人気のあるアーテ

た授業の例として﹁私の名前の由

はじめに

した︒良い授業を真似したり︑良

き︑また︑ユニークな授業の形と

ィストなど︑できるだけ幅広いジ

形を考えたときに︑自分の良さと

そこで︑
〝自分らしい〟授業の

実践例として授業づくりのヒント

発表する機会もいただきました︒

究大会という大きな舞台で実践を

昨年は︑全日本中学道徳教育研

多いです︒

とをねらいとして活用することが

徳的価値が︑自然に心に染みるこ

多く︑生徒がその時間に感じた道

③終末にＢＧＭとして流すことが

スタートしました︒知っている生

ますか？﹂という質問から授業は

﹁自分の名前の由来を知ってい

に授業づくりを行いました︒

い愛情を感じることができるよう

※１

いと言われる資料を使ってみたり

して多方面から高い評価をいただ

ャンルから曲を探しています︒

して気づいたのは︑生徒と対話し

になればうれしく思います︒

④歌詞自体を資料として使う場合

徒に発表してもらい︑また︑教師

﹃とくうた﹄
と﹃黄金言葉﹄を
活かした授業例

しましたが︑
﹁自分の授業﹂にな

きました︒

ながらお互いの考えを深めていく

※１ とくうた

もありますが︑基本的に歌詞は印

※２

っていないとうまくいかないこと

来は⁝？﹂
︵４ ⑹‑家族愛︶を紹介
します︒名前に込められた親の深

﹁生徒との対話力﹂と︑身近な資

①﹁ 道 徳︵ と く ︶ の 唄︵ う た ︶
﹂

が多かったという印象です︒

料を組み合わせて効果的な授業を
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いうことで︑事前に打ち合わせし

人︵親︶に直接聞いてみよう﹂と

その後︑
﹁名前をつけてくれた本

自身の名前の由来を話しました︒

授業で感じたことを自由に書いて

﹃アンマー﹄をＢＧＭに︑今日の

じることができました︒その後︑

﹃アンマー︵＝母親︶
﹄の愛情を感

耳馴染みのある曲に秘められた

リストを作成し︑全職員に配布し

についても︑二十四の内容項目の

できるシステムがあります︒

徳の種︶
﹄と呼び︑全職員が共有

これらの資料を﹃とくたね︵＝道

必ず受け入れながら授業を進めて

た︑どのような意見であっても︑

自分が生徒の言葉を繰り返して紹

前提に︑生徒の隣に立ち︑時には

んなで共有したい〟という思いを

もらいます︒その会話の中で名前

ーを通じて学級の生徒にも聞いて
て︑ イ ギ リ ス の 女 流 作 家 ジ ョ ー

と も に 今 日 の﹃ 黄 金 言 葉 ﹄ と し

授業の終末では︑教師の説話と

集め︵アンテナを張る︶
︑効果的

このように︑さまざまな資料を

研究紀要に掲載されています︶
︒

ました︵平成二十六年度全中道の

に表現してよい﹂という授業の雰

﹁道徳の時間は自分の考えを素直

います︒

介 す る 手 法 を と っ て い ま す︒ ま

ておいた保護者に電話をしまし
もらいました︒

に込められた願いだけでなく︑幼
ジ・エリオットの言葉﹁空の星に

に紹介する︵プロデュースする︶

囲気をつくり出しています︒

また︑
﹃とくうた﹄
と
﹃黄金言葉﹄

た︒電話のやりとりは︑スピーカ

少時の思い出なども語ってもらう

なれないのなら︑せめて家族の灯

ことが︑魅力的な道徳の授業づく

み な が ら 授 業 を 進 め る こ と で︑

このように生徒との対話を楽し

ことで︑生徒たちは親の深い愛情

になりなさい﹂を紹介して︑授業

りにつながると思います︒

そして次の資料として用意した

ない﹂ことを話しました︒

代も親が子を思う気持ちは変わら

ップに驚きながらも︑
﹁いつの時

グなどを比べてもらい︑そのギャ

をつくることができると思います︒

る こ と で︑
﹁説教臭くない授業﹂

うまく組み合わせて効果的に見せ

な資料を用意しました︒これらを

﹃黄金言葉﹄以外にも︑さまざま

この授業では︑
﹃とくうた﹄と

アンテナとプロデュース力

は大変な苦痛です︒それが理由で

な声で自分の考えを発表すること

手な生徒にとって︑起立して大き

ない﹂ことがあります︒発表が苦

に︑
﹁起立させての発表を強要し

る中で意識していることのひとつ

﹁説教臭くない授業﹂を心がけ

生徒との対話を活かした
授業展開

が音楽や言葉にのせて自然体で感

〝生きていくうえで大切なこと〟

ようにもなりました︒

い︑自分の考えを表現してくれる

目 ︶ に つ い て も︑ 素 直 に 向 き 合

し た︒ 毎 時 間 の テ ー マ︵ 内 容 項

楽しみにしてくれるようになりま

子どもたちが毎週の道徳の時間を

あかり

を感じることができました︒

のまとめとしました︒

次に︑
﹃赤ちゃんの人気名前ラ

のは︑この時間の
﹃とくうた﹄
とし

そのためには︑テレビ・新聞・映

〝道徳のワークシートには何も書

じられる授業づくりにこれからも

終わりに

て用意した曲﹃アンマー﹄の誕生

画・音楽・雑誌・マンガなど幅広

かない〟となると︑本来の授業の

努めていきたいと考えています︒

ンキング﹄を発表しました︒今年

エピソードです︒
﹃アンマー﹄を

くアンテナを広げ︑道徳の授業で

目的は達成できないのではないで

のランキングと生徒や教師の生ま

唄う〝かりゆし 〟は沖縄県出身

使えそうなアイデアをストックし

しょうか︒私としては〝意見はみ

︵まえはな かずひで︶

このような授業の形になって︑

のアーティストで︑地元紙で掲載

ておくことが大切です︒本校では

れた年︑五十年以上前のランキン

された新聞記事を紹介しました︒
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・ＤＩＧ︵図上訓練︶

・ミニ道徳︵絵本読み聞かせ︶

③道徳の時間

という流れで︑
﹁生命の尊重﹂を

道徳的価値として︑一貫して生徒

に考えさせるよう構想した︒

地区防災訓練後︑域内消防署と

ＤＩＧ活動の意図を事前に話し合

う中で︑東日本大震災に派遣され

個々の生徒によって違ったり︑ま

せをし︑生徒に感じさせたいこと

で大切なことは︑細かな打ち合わ

南雲和子

た署員の方を探してもらい︑その
もにこれだけの体験活動を行うの

た︑多くの生徒が教師の予期しな

方に防災講話をお願いした︒ここ
であるから︑そこで触れた道徳的

を確認のうえで話をしてもらう点

である︒防災講話には︑その後の

かった道徳的価値を感じたりして
関連を図る際のポイントは︑同

ＤＩＧに真剣に取り組ませるため

価値を︑道徳の時間で話し合った

種の題材を扱えばよいということ

と︑津波で亡くなった方と遺族の

である︒これが︑一つ目のしかけ

でなく︑その体験活動から得られ

いるものである︒

かないと考えた︒

関連を図る際の注意点

心情に思いをはせ︑命を守ること

り考えさせたりしないわけにはい

神奈川県川崎市立中原中学校総括教諭

体験活動との関連を図った
道徳の時間

はじめに
学校現場では︑改めて数えると
大変多くの体験活動が行われてい
る︒校外学習や福祉体験などは︑
どこの学校でも実施されているだ

た道徳的価値と道徳の時間に扱う
例えば︑体育祭の前に体育祭や

ろう︒
本校に着任して驚いたのは︑地

スポーツを題材とした資料を使っ

がいかに尊いか考えさせたいとい

域ぐるみで行う体験活動の多さで

たり︑宿泊学習に合わせて同様の

道徳的価値を一致させることが最

ある︒大がかりな地区防災訓練︑

内容の資料を扱ったりしてはいな

署 員 が 一 人 つ き︑

う意図をもたせ

ＤＩＧ︵図上訓練︶
︑また︑職場

いだろうか︒一見︑資料の内容と
本実践では︑

学区内の危険な場

も大切になる︒

体験︑職業講話など︑地域の力を

体験活動が同じであれば︑関連を

①地区防災訓練

所や災害時の避難

ループごとに消防

ＤＩＧでは︑グ

た︒

借りて︑大人と中学生が一体とな

図りやすそうに思える︒しかし︑

②防災講話

体験活動のしかけを考える

ってその活動をつくっていく︒

その体験で感じる道徳的価値は︑
三年間の中で︑地域の大人とと

10

ショッピングモールを学区に抱え

て話し合った︒高層マンションや

経路などを︑大きな地図を前にし

る 絵 本 で あ る︒ こ の 読 み 聞 か せ

ていても︑涙をこらえきれなくな

と愛があふれ︑読んでいても聞い

けたりと︑どのページにも悲しみ

﹁生きろ︑頑張れ﹂と懸命に語り

をかかえ小さく生まれてきた弟に

いでいた中学生の主人公が︑病気

おのずと話し合いは活発になるは

の人の考えを聞きたいと思えば︑

電話ボックスを設置したという実

一画に電話線のつながっていない

思いを語りかけられるよう︑庭の

んわ﹄
︵金の星社刊︶の読み聞か

ＤＩＧのあと︑絵本﹃かぜので

が︑二つ目のしかけである︒

も守れることを考えさせた︒これ

一緒に逃げることで︑他者の生命

れる可能性のある人に声をかけて

れば地域のお年寄りなど︑逃げ遅

ず︑自分の命を守ることと︑でき

グループもあった︒ここでは︑ま

﹃きらめき﹄に掲載

川県の道徳資料集

たいと考えた︒神奈

道徳の時間で補充・深化・統合し

体験活動で感じた道徳的価値を

道徳の時間

が自覚されていくのである︒

切に思っている﹂という命の重み

人がいる﹂
﹁自分は誰かの命を大

﹁自分の命を大切に思ってくれる

のが︑この三つのしかけによって︑

は大事﹂と知識的に捉えていたも

に考えを深めていくのである︒
﹁命

徒は﹁生命の尊重﹂について徐徐

ていくしかけを備えることで︑生

このように﹁命﹂について考え

出てこないであろう︒しかし︑生

うだけでは︑通り一遍の感想しか

を読んで﹁どう思いますか﹂と問

を聞くことがある︒確かに︑資料

も︑議論が深まらないという悩み

道徳の時間に話し合いをさせて

終わりに

ことは明らかであった︒

学んできたことが自覚されている

あり︑自分たちが﹁命﹂について

勉強して⁝⁝﹂という発言が多く

授業の中でも﹁今まで命のことを

起して感想を書いている︒また︑

合的な学習の時間の体験活動を想

﹁命﹂について考え︑今までの総

関連していない︒しかし︑生徒は

の災害などとは︑内容はまったく

この題材は︑東日本大震災や他

実践していきたい︒

るような道徳の授業をこれからも

葉である︒多くの生徒がこう感じ

これは︑先日生徒から聞いた言

き﹂
︒

できる道徳の時間がいちばん好

自分の考えを自信をもって発表

﹁ 私 は︑ 勉 強 は 苦 手 だ け れ ど︑

ずである︒

る地域ならではの︑帰宅困難者等
が︑しかけの三つ目である︒

話を元にした絵本である︒動物た

されている﹁羽ばた

徒が考えを深めるためのしかけを

かける物語である︒

の受け入れ問題が話題にのぼった

ちが登場する︑かわいらしい作品

け一美﹂という資料

用い︑生徒が自分の考えを言って

も一緒に聞いてくれた︒
﹃かぜのでんわ﹄は︑東日本大
震災で亡くなった家族に︑一人で

となっている︒

と思いました︒

思われ︑気遣われているのだ

﹁命﹂は必ず周りの人に大切に

生まれてくることがわかります︒

族や周りの人から祝福されて

ばたけ一美﹂からは︑命は家

りの人には残っています︒
﹁羽

る思いや伝えたいことが︑周

亡くなってしまった人に対す

ました︒
﹁かぜのでんわ﹂では︑

りのものだけではないと感じ

け一美﹂から命とは自分ひと

﹁かぜのでんわ﹂と﹁羽ばた

︵なぐも かずこ︶

たぬきの弟が兄に﹁一緒に遊び

を 扱 っ た︒
﹁今さら

みたい︑聞いてほしい︑また︑他

生徒の感想

たい﹂と語りかけたり︑きつねの

弟なんて﹂という思

せを行った︒十数名の消防士さん

夫が妻に﹁ありがとう﹂と語りか
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道徳 ここが大事！
長野県安曇野市立豊科南中学校教諭

第8回

松島千尋

全教育活動に道徳教育を ─ 教科指導編② ─
基礎的・基本的な知識及び技能を

をはぐくむことを目指し︑
︵中略︶

現行学習指導要領は︑
﹁生きる力

平成二十四年度から実施された

な﹃材﹄に生徒をめぐり逢わせた

動かし︑自ら表現したくなるよう

線にふれ自分の考えや思いを揺り

そこで英語の授業の中で︑心の琴

がるものである﹂と記されている︒

一連の学習活動を通して︑心の

たのである︒

含めた生きる力を育みたいと願っ

考力︑判断力︑更には感性までも

表現力を育てる一方︑心を耕し思

●道徳ジャーナル89号●

確実に習得させ︑これらを活用し

めに、私にできることは全てやってみたい。

奥深いところで道徳的価値を感じ

私はもっと学び続け、精一杯生きるた

more and doing all I can to live life to the fullest.（英文は原文ママ）

いと考えた︒そのような﹃材﹄は

私は命の大切さについてたくさんのことを学んだ。

て課題を解決するために必要な思

みんながいなかったら、私は生きていることはできなかった。今年、

learned a lot about the importance of life. I want to continue learning

取り︑それに対する自分の考えや

私は、周りの人々のおかげで生きている。

other people around me. If they didn t exist, I couldn t exist. This year, I

生徒の心を揺さぶり︑心を耕して

大切に思うことも同様に重要なことだ。

考力︑判断力︑表現力その他の能

the lives of others is important, too. I am alive thanks to the support of

気持ちを英語で表現したＡさんの

るのか、
（私たちが）生き残れるのかわからない。 だから私は、命は大切だと感じている。他人の命を

くれるとの願いを込めて授業を実

私たちには、それがいつ起こ

they will happen or if we survive. So, I feel life is important. To cherish

︵まつしま ちひろ︶

たとえば、日本でたびたび起こる地震。

力をはぐくむとともに︑主体的に

にもかかわらず、私たちは突然、命を失ってしまう。

For example, earthquakes often occur in Japan. We never know when

学習カードを紹介したい︒

命は大切である。

践した︒

核となる授業に迫る前に

Life is precious. However, we easily lose our own lives without warning.

学習に取り組む態度を養い︑
︵中

略︶言語活動を充実する﹂として

題材について教材研究をした︒そ

いる︒各領域等における︑生徒の

感 じ る︒ そ こ で︑ 思 考 力︑ 判 断

こで︑英語の教科書にある﹃地球

前号で採りあげた﹃ We Are The

力︑表現力を育める授業がしたい

環境問題﹄を取り上げた︒わずか

実態をみると︑知識や技能は身に

と考えた︒学習指導要領における

十二歳で︑ブラジルで開かれた国

ついていても︑それを使って表現

外国語科の目標と道徳教育との関

連の地球環境サミットで︑参加者

﹄の題材に迫るまでに︑生
World
徒が心で感じ︑自分の考えや気持

連からみても︑
﹁外国語を通じて︑

に強い感銘を与えたカナダのセヴ

したり活用したり︑または自分の

我が国や外国の言語や文化に対す

ァン・スズキのスピーチや﹃葉っ

ちを表現したくなるようにするた

る理解を深めることは︑世界の中

ぱのフレディ﹄
﹃星野道夫の世界﹄

考えや気持ちを伝えたりすること

の日本人としての自覚をもち︑国

等︑環境問題や命などを題材に︑

めにはどのようにしたらよいか︑

際的視野に立って︑世界の平和と

自分の考えや気持ちを書くことで

の苦手な生徒が確かに多いように

人類の幸福に貢献することにつな

The Fall of Freddie the Leaf
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