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学年のことだった︒ある日︑小

いうものを感じたのは小学校中

私がはじめて世界の広がりと

学に入ってはじめて訪れたのは

世界を旅するようになった︒大

の度にバックパックを背負って

とのない何か﹂を求めて︑休み

夜︑家の主人に﹁今日は丘の上

く︑島には電気も通っていない︒

カカ湖の近くには大きな町がな

千八百メートルに位置するチチ

たときのことだった︒標高約三

の民家に宿泊させてもらってい

を訪れた︒湖に浮かぶ小さな島

アの国境にまたがるチチカカ湖

旅の終盤に︑ペルーとボリビ

あふれていた︒

の旅は︑日々刺激と感動に満ち

って︑日常とかけ離れたペルー

めた普通の大学生だった私にと

を離れて京都で一人暮らしを始

十八年間を青森で過ごし︑実家

ペルーだった︒それまでの人生

学校から家に帰ると︑居間にあ
ったテレビに映し出されていた
映像に目が釘付けになった︒夜
空を舞う神秘的なオーロラ︑い
くつもの亀裂の入った青白い氷
河と空を舞うハクトウワシ︑ど
こまでも広がる紅葉した原野と
グリズリー︵灰色グマ︶
︒それ
はアラスカの映像だった︒今思
い出してもなぜ釘付けになった
のか分からない︒が︑とにかく
私はその映像に見入ってしまっ
た︒見ている間中︑体の中を強
い風が突き抜けていくような気
がした︒このときのことは︑生
まれてはじめて︑地図上ではな
く︑世界の広さというものを子
ったように思う︒
﹁うわあ︑こんな世界がある

うと部屋のドアを開けた瞬間︑目の前に広がる

行ったらどうか？﹂と促され︑祭りを見に行こ

でお祭りをやっているから見に
んだ⁝⁝行ってみたい﹂と︒けれど︑もちろん

星空に驚いて立ちつくした︒真っ暗闇の中︑今

どもながらに実感した出来事だ

十歳くらいの子どもが簡単にアラスカに行ける

にも落ちてきそうな無数の星︒三百六十度︑方

間にでも放り出されたような感覚だった︒私は

わけはない︒その後︑しばらくこのことは完全

田邊優貴子

向が全く分からなくなりそうで︑まるで宇宙空

国立極地研究所

に忘れて子ども時代を過ごしていた︒

『心の震え』
を原動力に
高校を卒業し︑大学に進学した私は﹁見たこ
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出会った︒南米独特の街並み︑インカ帝国の遺

その三週間の旅でいろいろな刺激的なものに

んで︑ただ星空を見ていた︒

お祭りのことなど忘れ︑二時間その場に座り込

ロラが揺れていた︒小さな頃に思い描いていた

を染め︑夜には原野の中で爆発するようなオー

ない︶のぼんやりとしたオレンジ色の光が雪原

で下がる凍てつく空気の中︑極夜︵太陽が昇ら

だった冬のアラスカを訪れた︒氷点下四十度ま

研究分野をガラリと変えることは決して容易

でにないほどスッキリと晴れ渡っていた︒

かり私の心のモヤモヤは消えてなくなり︑今ま

な極地の自然を相手に生きていこう﹂と︒すっ

した︒
﹁そうだ︑好きなことをしよう︒大好き

だろうと思えた︒そうでなければ︑それは単な

跡︑民族︒けれど︑何よりも大きな力で私の心

日本に帰り︑大学に戻った私は研究者を目指

る気にも留めないような道であって︑決して茨

ではなかったが︑覚悟を決めた私にとってそん

間なのだということをはっきりと気づかされた︒

し始め︑大学院に進学した︒けれど︑アラスカ

の道には見えないのだから︒

憧れの世界がまさにそこにあった︒ただひたす

大学四年になる頃︑周囲の友人たちはみな研

に行って︑
﹁もうこれで思い残すことはない︑

決心と覚悟によってスーッと一本の筋が通

を動かしたのは︑なんでもないただの星空だっ

究室への配属のこと︑大学院への進学のこと︑

これで旅は終わりにしよう﹂
︑そう決めたつも

り︑自分の進みたい道へと自然と身体が動いて

なことはたいした問題ではなかった︒むしろ茨

就職活動のことで忙しくなり始めた︒そんな中︑

りだったのに︑私は悶々とした毎日を送ってい

いった︒そして今では︑南極や北極をフィール

らに心が震える日々だった︒その心の震えには

私は大学を一年休学することに決めた︒なんと

た︒当時︑工学部に通っていた私の研究分野

ドにした生物学者となり︑これまでに南極に五

た︒このとき私は自分自身が︑人が作ったもの

なくこのまま真っすぐ進んではいけないような

は︑
﹁生体分子を使った人工光合成システムの

回︑北極に四回︑調査で訪れることとなった︒

の道に見えるものほど︑自分が進みたい道なの

気がしたのだ︒そこでふと︑胸の内から湧いて

開発﹂という社会にとって目に見えて役に立つ

理由なんてなかった︒

出てきたのが﹁アラスカに行ってみよう﹂とい

実利的なものだった︒ところが︑実験室内で実

ではなく︑大きな自然に強く惹きつけられる人

う思いだった︒それまでは小学校の時に見た映

せ︑夜が来ればオーロラの舞う空を思った︒い

アラスカのオレンジ色の極夜の風景に思いを馳

験をしていても︑窓から見える夕焼けを見れば

ら飛行機でオーストラリアに入り︑オーストラ

てきたのは︑とても幸運なことだった︒日本か

とき︒学生の間に南極に行けるチャンスが巡っ

初めて南極を訪れたのは大学院の博士課程の

像のことなどすっか
いつの間にかそれが

つもどこか心の片隅にアラスカで目の当たりに

リアから南極観測船﹁しらせ﹂に乗って︑南極

アラスカの氷河の海をカ
ヤックで旅する︒

自分の中で大きくな

した風景があった︒

金を貯め︑残りの四

アルバイトをしてお

は八か月間ひたすら

大学を休学した私

き物たちの生き様を目の当たりにし︑私は決心

だった︒短い夏に生命を燃やすように生きる生

ラスカを訪れた︒生命の息吹がほとばしる季節

ってもいられず︑今度は夏から秋にかけてのア

悶々とした日々を過ごしていた私はいても立

つと︑見たこともないような鮮やかな青い色の

あるのだということを実感した︒陸地に降り立

けた陸地が見えた瞬間︑本当に南極には大陸が

延々と続く真っ白な雪と氷の風景の中に赤茶

大陸まではなんと約三週間もかけて到着した︒

り忘れていたのだが︑

っていた︒

か月間でついに念願
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空と︑映画で見た火星の

を見て知ったつもりになっていることは自分の

よく子ども向けに講演をする機会があるのだ

い世界だからこそ︑わずかな生命の息づかいが
た想像力を呼び覚ますのだろう︒そして南極の

が︑小学生くらいの子に﹁地球温暖化を防ぐた

世界を狭くする︒

がっていた︒いくら鼻を

大きな自然はいつも︑人間の力など到底及び得

めに私は何をすればよいですか？﹂と聞かれて

より際立って見え︑普段の生活で忘れかけてい

きかせてみてもなんの匂

ないことを気づかせてくれ︑人間は地球に生き

驚くことがある︒温暖化という知識がすでに植

青白い氷の中に存在す
る赤茶けた南極大陸︒

いもしない︑いくら耳を

る一つの生き物に過ぎないことを語りかけてくる︒

ような赤茶けた大地が広

澄ませてみてもなんの音

水溜まりの中に繁茂する藻︑岩壁に貼り付いて

が暮らしていた︒岩と岩の隙間に生えるコケ︑

目を凝らして歩いてみると︑ひっそりと生き物

一見すると︑生命の気配がないのだが︑よく

えようのない場所だった︒

は︑地球上のどこにも例

動が聞こえるだけ︒そこ

純粋な気持ちを原動力に︑自分で考え︑行動す

な両親のおかげで︑自然と自分の中に芽生えた

ていうことのない環境だった︒今思えば︑そん

つまり︑誰かが答えを簡単に教えてくれるなん

ずに大きな愛をもって見守ってくれた︒それは

ていても口出しすることはなく︑ただ何も言わ

ような家庭ではなかった︒両親は︑私が何をし

な頃から︑決してなんでもしっかりと話し合う

私は兄と両親と祖父母の家庭で育った︒小さ

調べて学び︑また考える︒そうでなければ︑何

と考える︒そうして本やインターネットなどで

めに何をすべきか？ なぜそうなっているのか？

は︑なぜだろうと不思議に思う︒では︑そのた

現象を知り︑大切なそれを守りたい︑もしく

とが始まりだ︒そしてそこで起きている問題や

星がきれい︑虫や鳥が好き・面白いと感じるこ

周囲にある自然を見て︑花や木がきれい︑空や

番がおかしい︒そうではなくて︑まずは自分の

ができ上がってしまっているのだ︒これでは順

え付けられ︑それは悪いことであるという図式

暮らす地衣類︒私たちの日常の暮らしでは気に

るようになっていったのだろう︒そして︑アラ

をするにもその行動には力が伴わずに︑うわべ

も聞こえない︒自分の鼓

も留めない︑ともすれば踏んで歩いても気にす

スカの映像を偶然見た幼い私は︑誰も見たこと

ることのない小さ

南極海の氷原を行進するアデ
リーペンギンの群れ︒

もって心に迫って

う彼らは強い力を

れ ど︑ 南 極 で 出 会

思うようになった︒そこにはいくつもの失敗や

いて︑自分の目で見て︑自分の肌で感じたいと

分の知らない遠い世界に行って︑自分の足で歩

のない世界に憧れを抱くようになり︑いつか自

そが真実であり︑そしてそれは生きるための大

ろうか︒理由なんてない﹃心の震え﹄
︑それこ

な思い︑つまり︑
﹃心の震え﹄なのではないだ

今一番大切なことは自分の心に湧いて出た純粋

だけのものになってしまうだろう︒だからこそ︑

な 生 き 物 た ち︒ け

き た︒ 何 千 年 も か

辛い思いをすることもあったけれど︑それらは

※学研﹃中学生の道徳 かけがえのない きみだから ３年﹄に
作品を掲載しています︒

︵たなべ ゆきこ︶

けてゆっくりとゆ

私たちは普段︑莫大な情報に囲まれて生活を

きな原動力になりうるものだと思う︒

ここにずっと暮ら

している︒本やテレビやインターネットでの情

すべて自分を強くするものでもあった︒

し て い る の だ︒ 情

報はもちろん確実に役に立つけれど︑それだけ

っ く り と 成 長 し︑

報量が極めて少な
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新連載

を基に︑自己を見つめ︑物事を多面

合し︑道徳的諸価値についての理解

て︑これまで通り︑補充︑深化︑統

がら︑計画的︑発展的な指導によっ

ける道徳教育と密接な関連を図りな

道徳科の目標は︑道徳科以外にお

よく生きるために必要とされるもの

道徳的価値とは︑人間としてより

２ 道徳的諸価値について理解する

ても︑このことを忘れてはならない︒

養うことである︒授業の構想におい

く生きるための基盤となる道徳性を

立した人間として他者と共によりよ

断に基づいて道徳的実践を行い︑自

的・多角的に考え︑自己の生き方に

であり︑人間としての在り方や生き

する指導が求められている︒

ついての考えを深める学習を通し

方の礎となるものである︒学校教育

人間としてよりよく生きる上で大

①価値理解

の理解が必要となる︒

れている道徳的価値の意義や大切さ

実践を行うためには︑社会で共有さ

え︑主体的な判断に基づいて道徳的

の状況に応じて自己の生き方を考

様々な問題場面に出合った際に︑そ

目 と し て 取 り 上 げ て い る︒ 将 来︑

を形成する上で必要なものを内容項

階を考慮して︑子供が道徳的価値観

においては︑これらのうち発達の段

て︑道徳性を養うことである︒

道徳科の目標と授業の構想
道徳科の目標
第１章総則の第１の２に示す道徳教
育の目標に基づき︑よりよく生きる
ための基盤となる道徳性を養うた
め︑道徳的諸価値についての理解を
基に︑自己を見つめ︑物事を多面
的・多角的に考え︑自己の生き方に
ついての考えを深める学習を通し
て︑道徳的な判断力︑心情︑実践意

の時間及び特別活動における道徳教

各教科︑外国語活動︑総合的な学習

特に︑次の事項を押さえることが大

授業を構想することが大切である︒

道徳科では︑この目標に向かって

②人間理解

ついて話し合い︑共有する︒

よさを実感したときの考えや思いに

ば︑登場人物が道徳的価値の意義や

切 な 内 容 項 目 を 理 解 さ せ る︒ 例 え

育としては取り扱う機会が十分でな

事になる︒

欲と態度を育てる︒

い道徳的価値に関わる指導を補った

１ 道徳教育の目標に基づいて行う
連を考えて発展させ︑統合させたり

指導をより一層深めたり︑相互の関

道徳科が目指すものは︑主体的な判

道徳科も学校の教育活動であり︑

の弱さなどを理解させる︒例えば︑

なか実現することができない︑人間

道徳的価値は大切であってもなか

り︑子供や学校の実態等を踏まえて

的な指導を行うことである︒特に︑

の役割を果たすべく︑計画的︑発展

体を通じて行う道徳教育の要として

ある︒そして︑道徳科が教育活動全

の目標と同じく道徳性を養うことで

道徳科が目指すものは︑道徳教育

道徳科の特質

平成27年７月、文部科学省より小中学校学習指導
要領解説（特別の教科道徳編）が発表された。道徳
科の授業においては、子供が多様な価値観を前提に
して、他者と対話したり協働したりしながら、主体的
に考え、議論する道徳科への転換を意図している。
その際、教師は、自らの個性を十分に生かしつつ、
児童生徒と共に考え、悩み、感動を共有していくと
いう姿勢で授業に臨み、児童生徒が自ら課題に取り
組み、考え、よりよく生きるための基盤となる道徳性
を養うことができるように配慮することが必要となる。
この連載では、
「特別の教科」である道徳科の特
質に迫るとともに、先生方に役立てていただけるよ
うな提案を行っていきたい。第１回では、道徳科の
特質を踏まえ、今回の改訂のキーワードの一つでも
ある問題解決的な学習などにも触れながら、それら
を生かした基本的な授業構想を検討する。

秋田公立美術大学 毛内嘉威

１

回

第

考え、議論する
道徳授業のススメ

「特別の教科」
時代の授業を考える
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して他者と共によりよく生きるため

図や工夫によるが︑自立した人間と

どのように行うのかは︑授業者の意

道徳科の中で道徳的価値の理解を

必要がある︒

者理解を深めていくように展開する

は︑価値理解と同時に人間理解や他

のである︒そのため︑授業の構想で

道徳的価値は人間らしさを表すも

④道徳的価値を理解する学習

さを考え︑議論し︑共有する︒

の意義やよさ︑実現することの難し

く︒例えば︑登場人物が道徳的価値

え方に触れ︑他者理解が深まってい

いを想像することで多様な感じ方考

て理解させる︒登場人物の悩みや迷

考え方が多様であることを前提とし

③他者理解

共有したりする︒

ときの考えや思いを話し合ったり︑

思いを考えたり︑実現できなかった

をわかりながらも受け入れられない

登場人物が道徳的価値の意義やよさ

価値の多面性に着目させ︑それを窓

を工夫する︒そのためには︑道徳的

な感じ方や考え方に触れさせる授業

ら考えたりする機会を設定し︑多様

多方面から捉えたり︑様々な角度か

他者や自己と対話しながら︑物事を

構想することが必要である︒子供が

多様な価値観の存在を前提に授業を

道徳性を身に付けさせるためには︑

よりよく生きるための基盤となる

４ 物事を多面的・多角的に考える

構想することが大切である︒

学習に取り組むことができるように

子供自らが考え︑理解し︑主体的に

道徳性を養うことの意義について︑

ることができるような学習を通して︑

道徳的価値に照らして自己を見つめ

道徳科の授業においては︑子供が

て︑自ら道徳性を養っていく︒

れからの課題や目標を見付けたりし

を振り返って成長を実感したり︑こ

的価値の自覚の過程を通して︑自ら

理解と同時に自己理解を深める道徳

えたりする︒子供は︑道徳的価値の

がら︑自分との関わりで感じたり考

の感じ方︑考え方と照らし合わせな

りよく生きようとする人格的特性で

である︒道徳性とは︑人間としてよ

ための基盤となる道徳性を養うこと

道徳科の目標は︑よりよく生きる

６ 道徳的判断力︑心情︑実践意欲

業の構想が求められている︒

考えを深めることを強く意識した授

するなど︑自己の生き方についての

じ方などを想起できるようにしたり

自身の体験やそれに伴う考え方や感

りで深められるようにしたり︑自分

道徳的価値の理解を自分との関わ

き方についての考えも深めている︒

値の自覚を深める過程で︑自己の生

り︑自己を見つめたりする道徳的価

供 は︑ 道 徳 的 価 値 の 理 解 を 深 め た

ていくことができるようにする︒子

自己の生き方についての考えを深め

された道徳的価値観を基盤として︑

的に考えることで︑自己の中に形成

自己を見つめ︑物事を多面的・多角

子供が道徳的価値の理解を基に︑

る︒

意識させる授業の構想が重要であ

考えを深めていく︒そのことを強く

る過程で︑自己の生き方についての

展的に授業を構想することが求めら

いて調和を保ちながら︑計画的︑発

る︒道徳科においては︑諸様相につ

に深く関連して全体を構成してい

ぞれが独立した特性ではなく︑相互

構えである︒

習慣など道徳的実践への心構えや身

裏付けられた具体的な道徳的行為や

力や道徳的心情︑道徳的実践意欲に

である︒道徳的態度は︑道徳的判断

徳的実践を行おうとする意志の働き

判断力や道徳的心情を基盤として道

的に行う意欲である︒また︑道徳的

る上で必要と考えられる行為を主体

道徳的実践意欲は︑よりよく生き

む感情である︒

取り︑善を行うことを喜び︑悪を憎

とすることの大切さや難しさを感じ

道徳的心情は︑よりよく生きよう

ればよいかを判断する力である︒

し︑様々な状況でどのように対処す

に道徳的価値が大切なことを理解

る︒つまり︑人間として生きるため

において善悪を判断する能力であ

道徳的判断力は︑それぞれの場面

とした内面的資質と言える︒

の基盤となる道徳性を養うには︑道

口にして考えさせることが求められ

あり︑その中核となっているのが道

れている︒

できなかったりする場合の感じ方・

道徳的価値を実現できたり︑実現

徳的価値について主体的に理解する

る︒

徳的判断力︑道徳的心情︑道徳的実

各学校の年間指導計画では︑ねら

これらの道徳性の諸様相は︑それ

学習を欠かすことはできない︒

５ 生き方についての考えを深める

践を主体的に行う意欲と態度を中心

と態度を育てる

３ 自己理解︵自己を見つめる︶

子供は︑道徳的価値の自覚を深め
これまでの自分の経験やそのとき
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考え、
議論する道徳授業のススメ

２ 道徳的行為に関する体験的な学

が求められる︒児童生徒観とは︑言

て︑子供の状況を明らかにすること

ねらいとする道徳的価値に関わっ

他者の考え方や感じ方を確かめたり

な問題が生まれるのかを調べたり︑

た問題を見付け︑どうしてそのよう

実現するための道徳的価値に根差し

り︑手助けをして親切についての考

相手に思いやりのある言葉を掛けた

よさや作法の難しさなどを考えたり︑

具体的な道徳的行為をして︑礼儀の

実際に挨拶や丁寧な言葉遣いなど

て自己を見つめ︑これからの生き方

い換えれば学習指導案に示す子供の

と︑物事を多面的︑多角的に考えな

えを深めたりするような学習の工夫

た子供の実態を明らかにすることで

実態であり︑一単位時間のねらいと

がら課題解決に向けて話し合う︒児

である︒また︑読み物教材に登場す

いが道徳的心情に偏っていることが

する道徳的価値に関わっての子供の

童生徒が自分の体験やそれに伴う考

る人物等の言動を即興的に演技して

習等を取り入れた工夫

入れ替わったことには︑バランスを

実態であり︑授業者の価値観を基に

え方や感じ方を基に自分なりの考え

考える役割演技など疑似体験的な表

に生かしていくことを見通しながら︑

重視してほしいという願いが込めら

した子供の状態を明確にしたもので

をもち︑友達との話合いを通して道

現活動を取り入れた学習も考えられ

ある︒

れている︒

ある︒

徳的価値のよさや難しさを確かめる

多い︒道徳的判断力と心情の順番が

道徳的価値に関わる教師の見方︑考
３ 教材観を明確にする

も影響を与える︒授業者が授業を構

く︑子供一人一人の道徳性の発達に

団思考を促すためには︑主体的に協

や考え方の子供に︑考え議論する集

様々な背景をもち︑多様な感じ方

○主題への興味や関心を高める導入

る︒

る︒以下にその際の留意事項を挙げ

ような問題解決的な学習が考えられ

で多面的︑多角的に考えたりするこ

価値を理解したり︑自分との関わり

る︒

教師の価値観とは︑ねらいとする

１ 教師の価値観を明確にする

明確な指導観に基づく
授業の構想

え 方 で あ り︑ 授 業 の 成 否 だ け で な

想する際には︑授業のねらいとそこ

働的に学び合えるように共通の教材

とにより︑学んだ内容から道徳的価

これらの方法を活用し︑道徳的諸

で取り扱う道徳的価値に対して明確

を基に学習を展開することである︒

の工夫

な考えをもつことが求められる︒

あり︑
﹁児童生徒観﹂の基盤となる︒

構想する際にはとても重要なもので

教師の価値観は︑道徳科の授業を

議論する道徳科へ転換するためにも

たい内容を明確にすることは︑考え・

に関わって子供たちに最も考えさせ

授業者がねらいとする道徳的価値

○教師と児童生徒︑児童生徒相互の

し︑希望がもてる終末の工夫

○主題との関わりで自己を見つめ直

とは︑第一に道徳科の目標を意識し

道徳科の授業を行う上で大事なこ

値の意義などについて考えを深める

授業者が子供の実態を的確にとらえ

押さえておかなければならない︒道

話合いが十分に行われる発問の仕

て授業を構想すること︑第二に明確

○他者の考えと比べ考えを深める展

授業に生かすためにも︑後述する問

徳性を育むために︑道徳的価値の理

方の工夫
○話 合 い の た め の 学 習 形 態 の 工 夫

解決的な学習などを取り入れ︑具体

な目標を設定すること︑第三に問題

おわりに

ことができる︒

題解決的な学習などを取り入れる際

解の道筋を明らかにすることが重要

︵ペアや少人数グループなど︶

︵もうない よしたけ︶

指導を工夫することが重要である︒

た︑これらを踏まえ︑常に効果的な

的な学習を構想することである︒ま

見つめて書くこと

○時間を確保してじっくりと自己を

対する答えを導き出すこと

○自分のよさや︑改善すべき課題に

開の工夫

にも︑教師が明確な価値観をもつこ

である︒

ねらいとする道徳的諸価値につい

１ 問題解決的な学習の工夫

問題解決的な学習などを
取り入れた授業の構想

とは重要である︒
２ 児童生徒観を明確にする
同じ教材を使っても︑子供が異な
れば授業の視点や内容は違ってく
る︒道徳科の授業構想のためには︑
ねらいとする道徳的価値を視点とし
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いましたが︑今回は項目ごとに学年まとめて表

います︒旧指導要領では学年ごとに表示されて

た︒また︑各内容項目の表示の仕方が変わって

に関すること﹂が︑後ろ﹁Ｄ﹂に移動しまし

けられていた﹁自然や崇高なものとのかかわり

と変更された点です︒しかも︑
﹁３﹂に位置付

﹁４﹂と表示されてきた視点が﹁Ａ﹂〜﹁Ｄ﹂

にしようとしています︒新指導要領が目指す

導を行うことで価値の指導をより発展的なもの

きた内容も︑中︑低学年からそれに関連する指

うことができます︒これまで高学年で指導して

一貫性を明確にしてよりわかりやすくしたとい

などです︒これは︑小・中学校全学年を通した

年の﹁自由・責任﹂
﹁公正・公平︑社会正義﹂

﹁道徳教育の充実に関する懇談会﹂の報告に

すよう求めています︒また︑それぞれの内容項

側面があることを示して︑それらを指導に生か

目間の関連し合う側面や反対に対立・衝突する

性や優位性を表すものではないことと︑内容項

認識力の発展を基盤としながらも︑内容の順序

これらの変更は︑人間の成長に伴う社会性や

れは明らかです︒

よく生きる喜び﹂が加わったことを見ても︑そ

解︑寛容﹂
︑
﹁公正・公平﹂
︑
﹁国際理解﹂
﹁より

小学校の新項目として﹁個性の伸長﹂
︑
﹁相互理

つとされた﹁いじめ問題﹂への対応があります︒

第一次提言以来︑今回の改善の重要テーマの一

同時にこの狙いとして︑教育再生実行会議の

〝資質・能力〟の育成が意図されています︒

もとづき中央教育審議会に対する文部科学大臣

目は必ずしも一枚岩でなく︑その多面性を生か

示されています︒
︵８〜９ページを参照︶

の諮問が行われ︑昨年 月にその答申が出され

﹃私たちの道徳﹄中学年に﹁同じ仲間だから﹂

内容項目
改善のポイント
した指導が強調されています︒

新学習指導要領

が求められているのか︑現在各所でさまざまな

習指導要領では︑いったいどのような道徳指導

の﹃解説﹄が今年７月に公表されました︒新学

て自分なりの判断を行えるようにすることが大

道徳的諸価値に対する理解を深め︑議論を通じ

ことに表れています︒そのような学習を通して︑

るとおり︑道徳的﹁諸﹂価値と記述されている

そういった特徴は︑
﹃解説﹄に説明されてあ

導に用いることもできるようになりました︒仲

わったことにより︑今後は﹁公正・公平﹂の指

きました︒しかし︑今回︑中学年に新項目が加

﹁友情・信頼﹂の内容項目の指導で用いられて

という読み物資料がありますが︑これまでは

︵ 年度一部改正版︶の告示があり︑次いでそ

研究が進められています︒

次いで︑今回の改訂で目を引く点に︑新たに

した指導価値以外に関わる子どもの発言が相次

揺らぎ〟が指摘されることがありました︒意図

これまでは道徳授業研究の中で︑
〝ねらいの

能になったといえます︒

﹁友情﹂と﹁公平・公正﹂のいずれの指導も可

間 外 し を 生 ま な い た め の 大 切 な 価 値 と し て︑

本稿では︑
﹁内容項目﹂についてその理解を
深めたいと思います︒

１ 形式の変化
加わった内容項目があります︒小学校低・中学

２ 新項目

切です︒

ました︒それからこの一年間に︑学習指導要領
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特別解
ま ず 目 を 引 い た の は︑ こ れ ま で﹁ １﹂ 〜

7

説
27

公正、公平、社会正義
勤労、公共の精神

（2）公正・公平、正義
（3）役割と責任の自覚

15

家族愛、家庭生活の充実

（4）勤労、社会奉仕、公共心

16

よりよい学校生活、集団生活の充実

（5）家族愛

17
18

伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度
国際理解、国際親善

（6）愛校心
（7）郷土愛、愛国心
（8）国際理解・親善

新／Ｄの視点
19
20

生命の尊さ
自然愛護

21 感動、畏敬の念
22 よりよく生きる喜び

旧／３の視点
（1）生命尊重
（2）自然愛、環境保全
（3）敬虔
※赤字は新しい内容、赤の矢印は弱い関連を示す。

●中学校 内容項目の新旧対照表
新／Ａの視点

旧／１の視点

自主、自律、自由と責任
節度、節制

（1）
望ましい生活習慣、健康、
節度
（2）
希望、勇気、強い意志

３
４

向上心、個性の伸長
希望と勇気、克己と強い意志

（3）
自主・自律、誠実、責任
（4）
真理愛、理想の実現

５

真理の探究、創造

（5）
向上心、個性の伸長、
充実した生き方

６
７
８
９

思いやり、感謝
礼儀
友情、信頼
相互理解、寛容

10
11
12
13
14
15
16
17
18

遵法精神、公徳心
公正、公平、社会正義
社会参画、公共の精神
勤労
家族愛、家庭生活の充実
よりよい学校生活、集団生活の充実
郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度
我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度
国際理解、国際貢献

19
20
21
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

新／Ｂの視点

新／Ｃの視点

※新学習指導要領の数字は、便宜的なものです。

旧／４の視点
（1）
法やきまりの遵守、権利と義務、
社会の秩序と規律
（2）公徳心、社会連帯、よりよい社会の実現
（3）正義、公正・公平、差別や偏見のない社会の実現
（4）
集団生活の向上、役割と責任
（5）勤労の尊さ、奉仕、公共の福祉
（6）家族愛
（7）愛校心
（8）郷土愛
（9）日本人としての自覚、
文化の継承と創造
（10）
国際理解、人類愛

旧／３の視点
（1）
生命の尊重
（2）
自然愛、畏敬の念
（3）
人間の弱さの克服、人間の気高さ、
生きる喜び
※赤字は新しい内容を示す。

︵編集部︶

新／Ｄの視点

旧／２の視点
（1）
礼儀
（2）
人間愛、思いやり
（3）
信頼・友情
（4）
男女の敬愛
（5）
自他の尊重、寛容、謙虚
（6）
感謝

他方では︑⑴〜⒆のように学年ごとに全項目

１
２

て︑内容項目を扱いやすくするために活用する

13
14

旧／４の視点

の解消がありました︒道徳教育全体と﹁特別の

（1）公徳心、規則の尊重、権利・義務

新／Ｃの視点

ぎ︑ねらいの達成に苦慮する事例も見られまし

規則の尊重

ことができます︒

12

教科 道徳﹂の目標の関係について用語を含め

（5）尊敬・感謝

た︒その点について︑単に資料吟味が不十分で

（4）寛容・謙虚

相互理解、寛容

てすっきりしたものに改善されています︒

友情、信頼

11

あると断じるのでなく︑今後は子どもの実態や

10

に﹁通し番号﹂を付して説明される場合も見ら

（2）思いやり・親切
（3）友情・信頼、助け合い

内容に関しては︑前述のように︑小・中学校

感謝
礼儀

発達段階の違いによって︑話し合いが複数の価

８
９

旧／２の視点

れます︒しかし︑
﹁通し番号﹂は学習指導要領

（1）礼儀

新／Ｂの視点

全学年を通した一貫性から道徳教育で育成する

親切、思いやり

値に関わることを許容するものと受け止めるこ

７

には全く見ることができないものです︒便宜的

（6）向上心、個性伸長

べき資質・能力が見えやすくされています︒そ

真理の探究

とができます︒

（5）創意・進取

６

な番号に過ぎないことを知っておく必要があり

（4）誠実・明朗

希望と勇気、努力と強い意志

してもう一つの大きな特徴として︑項目ごとに

個性の伸長

５

ます︒

４

﹁キーワード﹂が付された点が挙げられます︒

（2）希望、勇気、不撓不屈
（3）自由・責任

３ わかりやすさ

正直、誠実
節度、節制

キーワードは〝徳目〟を意味するものではな

２
３

く︑全体を通しての一貫性をわかりやすくする

（1）生活習慣、思慮・反省、節度・節制

今回の学習指導要領改訂の眼目には︑従来の

善悪の判断、自律、自由と責任

ために目印の目的で設けられたものです︒そし

旧／１の視点

１

指導要領に見られた﹁一般的なわかりにくさ﹂

高学年
新／Ａの視点
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●小学校 内容項目の新旧対照表
低学年

中学年

新／ Aの視点

旧／１の視点

新／Ａの視点

旧／１の視点
（1）思慮、節度・節制、自立
（2）勤勉・努力、忍耐

１

善悪の判断、自律、自由と責任

（1）節度・節制、自立

１

善悪の判断、自律、自由と責任

２
３

正直、誠実
節度、節制

（2）勤勉・努力
（3）勇気

２
３

正直、誠実
節度、節制

４

個性の伸長

（4）誠実、明朗

４

個性の伸長

（3）勇気
（4）反省、誠実・明朗

５

希望と勇気、努力と強い意志

５

希望と勇気、努力と強い意志

（5）個性伸長

６

親切、思いやり

（1）礼儀

６

親切、思いやり

（1）礼儀

７
８

感謝
礼儀

（2）思いやり・親切
（3）友情・信頼、助け合い

７
８

感謝
礼儀

（2）思いやり・親切
（3）友情・信頼、助け合い

９

友情、信頼

（4）尊敬・感謝

９

友情、信頼

（4）尊敬・感謝

10

相互理解、寛容

（1）公徳心、規則の尊重

11

規則の尊重

11 公正、公平、社会正義
12 勤労、公共の精神

（2）勤労
（3）家族愛

12 公正、公平、社会正義
13 勤労、公共の精神

（2）勤労
（3）家族愛

13

家族愛、家庭生活の充実

（4）愛校心

14

家族愛、家庭生活の充実

（4）愛校心

14

よりよい学校生活、集団生活の充実

（5）郷土愛

15

よりよい学校生活、集団生活の充実

（5）郷土愛

新／Ｂの視点

旧／ 2の視点

新／Ｃの視点
10

新／Ｂの視点

旧／４の視点

規則の尊重

15 伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度
16 国際理解、国際親善

旧／２の視点

新／Ｃの視点

旧／４の視点
（1）公徳心、規則の尊重

16 伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度
17 国際理解、国際親善

新／Ｄの視点

旧／３の視点

（6）愛国心

新／Ｄの視点

旧／３の視点

17
18

生命の尊さ
自然愛護

（1）生命尊重
（2）自然愛、動植物愛護

18
19

生命の尊さ
自然愛護

（1）生命尊重
（2）自然愛、動植物愛護

19

感動、畏敬の念

（3）敬虔

20

感動、畏敬の念

（3）敬虔

※新学習指導要領の数字は、便宜的なものです。

●小・中学校

内容項目の関連表

小学校低学年

小学校中学年

Ａ

中学校

１

善悪の判断、自律、自由と責任

１

善悪の判断、自律、自由と責任

１

善悪の判断、自律、自由と責任

１

自主、自律、自由と責任

２

正直、誠実

２

正直、誠実

２

正直、誠実

２

節度、節制

３

節度、節制

３

節度、節制

３

節度、節制

３

向上心、個性の伸長

４

個性の伸長

４

個性の伸長

４

個性の伸長

４

希望と勇気、克己と強い意志

５

希望と勇気、努力と強い意志

５

希望と勇気、努力と強い意志

５

希望と勇気、努力と強い意志

５

真理の探究、創造

６

真理の探究

Ｂ

主として人との関わりに関すること

６

親切、思いやり

６

親切、思いやり

７

親切、思いやり

６

思いやり、感謝

７

感謝

７

感謝

８

感謝

７

礼儀

８

礼儀

８

礼儀

９

礼儀

８

友情、信頼

９

友情、信頼

９

友情、信頼

10

友情、信頼

９

相互理解、寛容

10

相互理解、寛容

11

相互理解、寛容

Ｃ

主として集団や社会との関わりに関すること

10

規則の尊重

11

規則の尊重

12

規則の尊重

10

遵法精神、公徳心

11

公正、公平、社会正義

12

公正、公平、社会正義

13

公正、公平、社会正義

11

公正、公平、社会正義

12

勤労、公共の精神

13

勤労、公共の精神

14

勤労、公共の精神

12

社会参画、公共の精神

13

家族愛、家庭生活の充実

14

家族愛、家庭生活の充実

15

家族愛、家庭生活の充実

13

勤労

14

よりよい学校生活、集団生活の充実

15

よりよい学校生活、集団生活の充実

16

よりよい学校生活、集団生活の充実

14

家族愛、家庭生活の充実

15

伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度

16 伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度

17

伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度

15

よりよい学校生活、集団生活の充実

16

国際理解、国際親善

17

18

国際理解、国際親善

16

郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度

国際理解、国際親善

Ｄ

9

小学校高学年

主として自分自身に関すること

17

我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度

18

国際理解、国際貢献

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

17

生命の尊さ

18

生命の尊さ

19

生命の尊さ

19

生命の尊さ

18

自然愛護

19

自然愛護

20

自然愛護

20

自然愛護

19

感動、畏敬の念

20

感動、畏敬の念

21

感動、畏敬の念

21

感動、畏敬の念

22

よりよく生きる喜び

22

よりよく生きる喜び

道・徳・授・業 私の実践

田部久美子

い浮かびませんでした︒しかし︑
今こそ︑多様な方法を試みるチャ

料を通して解決していく展開が考

えられます︒また︑資料の中で課

題を提示し︑自分たちの生活と結

び付けて考えていくような展開も

考えられます︒

今回は︑導入で課題を提示する

ことで︑児童が授業全体を通して

自分自身の問題と捉えて向き合

い︑自分なりの答え︵考え︶を見

付けていく﹁考える道徳﹂になる

ように試みました︒

が︑他教科とも共通する問題解決

︵２︶資料名 ﹁のりづけされた詩﹂

︵１︶主題名 自分の心に誠実に

授業の概要

的な学習の特徴であると考え︑道

︵
﹃みんなのどうとく６年﹄
学研︶

ン ス と 捉 え︑ ま ず は 傍 線 の 部 分

徳科における実践を行いました︒

内容項目⁝１ ⑷‑誠実・明朗
正直であることを大切に︑明る

︵３︶ねらい

課題や問題意識のもたせ方

い心をもって生活していこうとす

る実践意欲を育てる︒

授業のどの段階で︑どのように
して︑道徳的価値を実現する困難

が︑授業の鍵を握ると考えます︒

の 課 題 を︑ 児 童 に 意 識 さ せ る か

詩の一部をだまって使ってしま

まく表現できない和枝は︑他人の

文集に載せる詩の書き出しがう

︵４︶資料について
とすぐに授業展開がひらめけばよ

まず︑導入で︑自分や自分たち

う︒しかし︑心の中は大きくゆれ

さや︑なぜ実現できないのかなど

いのですが︑私は︑具体的な授業

の生活の中から課題を見付け︑資

この文を読んで︑
﹁なるほど！﹂

展開︑発問構成などが簡単には思

と︑示されています︒

︵傍線は筆者︶

合うことである︒

ながら課題解決に向けて話し

物事を多面的・多角的に考え

え方や感じ方を確かめたりと

るのかを調べたり︑他者の考

してそのような問題が生まれ

るための問題を見付け︑どう

ことを見通しながら︑実現す

からの生き方に生かしていく

国分寺市立第三小学校主任教諭

問題解決的な学習で
﹁考える道徳﹂へ

はじめに
今回の学習指導要領の改正のポ
イントの一つに︑問題解決的な学
習があります︒では︑道徳科にお
ける問題解決的な学習とはどのよ
うなものなのでしょうか︒
七月に﹁小学校学習指導要領
解説 特別の教科 道徳編﹂が発
表され︑その中に﹁道徳科におけ
る問題解決的な学習とは⁝﹂とい
う記述がありました︒
抜粋すると︑
ねらいとする道徳的諸価値
について自己を見つめ︑これ
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のページに︑一枚一枚︑自分の言

明け︑すでに完成した文集の和枝

動く︒最後は︑先生に事実を打ち
②ぴったりの詩を見つけたとき

①作品の提出日が迫ってきたとき

ちを追いました︒

ことで︑自分自身の課題を解決す

くすがすがしい気持ちに共感する

価値を実現する際に感じる︑明る

が︑その弱さを乗り越えて道徳的

導入で課題を提示する際に︑正直

えているものが多くありました︒

したときの気持ちと対比させて考

というような︑うそやごまかしを

に言えなかったときの気持ちに触

きたのだと思います︒

気持ちについても考えることがで

ることにつながる効果があったと

課題そのものを発問としたので︑

展開の後半は︑導入で提示した

れたことで︑実践意欲につながる

③友達に﹁いい詩ね﹂と言われた
とき
④大きくゆれ動く心の中
⑤のりづけされた詩を見たとき
後半は︑課題に対する自分なり

考えます︒

葉で書き直した詩をのりづけした︒
︵５︶学習の流れ
〇導入
私は本授業の課題を﹁明るく楽
しい毎日を過ごすために︑大切な

児童は一貫して﹁明るく楽しい毎
日を過ごすために大切なこと﹂に

の答え︵考え︶を書きました︒

の課題を見つけるヒントとして︑

ついて自分なりの考えをもつこと

ことを考えよう﹂としました︒こ
今回は︑
﹁私たちの道徳﹂
︵文部科

は︑解決に向けて考え︑実践意欲

ができました︒問題解決的な学習

まず︑児童にうそやごまかしを

を高めることにつながると思いま

学省︶を活用しました︒
し た 経 験 を 聞 き ま す︒ す る と︑

て︑いつも胸を張って行動する﹂

を 残 さ な い た め に︑ 正 直 に 言 っ

す︒児童の記述の中にも﹁罪悪感

実践を通して

後々までもやもやとした気持ちが
残ったり後悔をしたりした経験が
あることがわかりました︒

ぎをすることは︑真の解決にはな

うそやごまかしなどのその場しの

過ちや失敗は誰にでもあること︑

した︒今回のように心の葛藤を扱

様な意見を引き出すことができま

自分自身の経験とが結び付き︑多

資料の中の人物が直面する問題と

りましたが︑児童が書いたものに

てしまうのでは︑という懸念があ

は解決方法を考えるのにとどまっ

課題解決を意識させると︑児童

した︒児童が主体的に考える道徳

する力につながっていくと感じま

捉えさせることが︑主体的に判断

らも︑常に自分自身の問題として

資料の人物の気持ちを追いなが

おわりに

ら な い こ と を 確 か め︑ そ の 上 で

った資料では︑道徳的価値を実現

は︑
﹁いけないことをそのままに

の授業ができるよう︑今後も試行

などがあり︑効果的であったと感

﹁明るく楽しい毎日を送るための

することのよさを理解しながらも︑

すると毎日が不安になるけど︑正

錯誤を重ねていきます︒

初めに課題を設定したことで︑

真の解決方法を考えよう﹂と投げ

人間としての弱さがあり︑実現す

直にあやまったり︑相談したりす

次に﹁私たちの道徳﹂を読み︑

かけました︒

ることが難しいことに共感するこ

じます︒

〇展開

れば︑気持ちが晴れ晴れとする︒
﹂

︵たなべ くみこ︶

と が で き ま す︒ 資 料 の 中 の 人 物

前半は︑次の流れで和枝の気持
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私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

特別支援学級における
道徳の授業実践

さを感じるようになる︒

○予想されるつまずきに応じるた

め︑次のよう手立てを取り入れ︑

実践を行った︒

①
︵導入︶
本時の道徳的価値への方

向付けを図るために︑友達の名前

を想起する場面を設定した︒

②
︵導入︶
資料のストーリーを捉え

やすくするために︑資料を紙芝居

その中の知的障がい特別支援学級

別学級が二学級設置されている︒

が二学級︑自閉症・情緒障がい特

一学級︑知的障がい特別支援学級

本校では︑弱視特別支援学級が

③資料の人物の気持ちを考えるこ

こと︑②資料の内容を捉えること︑

時で考える道徳的価値を把握する

ついて配慮が必要だと考えた︒①本

で︑そのつまずきを予想し︑以下に

も あ る た め︑ 授 業 を 構 想 す る 上

でつまずきや困難さを感じる場合

性によって︑道徳の学習をする上

類から多様な特性をもつ︒その特

いう申し出にも乱暴な言葉で断っ

い態度をとる︒鱗を一枚欲しいと

になるあまり︑周りの友達に冷た

は︑ピカピカの鱗が自慢で︑得意

資料の概要 にじいろのさかな

ーカス・フィスター作︑講談社︶

資料名 ﹃にじいろのさかな﹄
︵マ

⑶友情・信頼︶

主題名 友だちとなかよく︵２ ‑

りである︒

◇導入

る場面を設定した︒

な考えができそうか具体的に考え

ような出来事があったときにどん

④
︵終末︶
実際の生活の場面で同じ

役割演技を設定した︒

て︶に気付くことができるように︑

る主人公の心情︵負の心情も含め

沼田誠司

と自閉症・情緒障がい特別支援学

と︑④道徳的価値に対する負の考

た︒そのうちに友達は一人もいな

Ｔ 皆さんの友達の名前を教えて

岩手県盛岡市立仁王小学校教諭

にして提示した︒

級の四〜六年生︵合計十一名︶を

え方を認めること︑⑤道徳的価値

くなった︒見かねたタコが鱗を友

③
︵展開︶
本時の道徳的価値に対す

対象に行った道徳の授業実践を紹

を自分との関わりで考えること

はじめに

介する︒

子どもたちの特性を
踏まえた指導の構想

る︒葛藤しながらも鱗をあげるに

達にあげるようアドバイスをす

Ｃ Ａさんです︒

ください︒

学級や他学年の特別支援学級の

Ｃ Ｂくんです︒
る表情に初めは驚き︑次第に嬉し

じいろのさかな︒友達が大喜びす

うろこ

子どもたちの特性から
予想される配慮事項

本時の授業については︑次の通

授業記録から

子どもたちは︑その障がいの種
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写真をサブ黒板に貼っていった︒

もたちが発表する度にその友達の
にじいろのさかな

できるように首に

になりきることが

にじいろのさかな

り 込 み︑ 主

語の中に入

た ち は︑ 物

った子ども

なになりき

期待したい︒

後の道徳的実践意欲の高まりにも

できた様子であった︒さらに︑今

出会っていたことに気付くことが

写真①

黒板がいっぱいになったところで︑
の 絵︵ 写 真 ② 左 ︶

友達の名前が多数挙がった︒子ど

道徳的価値の方向付けを図った︒

強をしましょう︒

は︑その友達のことを考える勉

んの友達がいるのですね︒今日

Ｔ 皆さんには︑こんなにたくさ

︿鱗をあげない場面で﹀

インタビューの形式をとった︒

は︑マイク︵写真②右︶を向けて

いろのさかなの心情を話すときに

を掛けて役割演技を行った︒にじ

できた︒

することが

考 え︑ 発 表

た気持ちを

心情も含め

人公の負の

う︒そんな時︑協力してくれる人

活をしていく場面も多いことだろ

は︑将来︑他者から協力を得て生

特別支援学級に通う子どもたち

おわりに

その後︑資料の題名や主人公の

Ｔ こんなきれいなうろこがぼく

紹介をして紙芝居を提示した︒

から可愛がられ︑優しい言葉をか

もほしいなぁ︒

◇終末

︿考察﹀

えることで本時の主題である
﹁友

︿鱗をあげた場面で﹀

Ｃ２ 大切なうろこ︒あげないよ︒

ンコを使っている人になり︑ど

↓ブランコを借りたい人とブラ

た︒なんと言ってあげますか︒

が﹁貸して︒
﹂と言ってきまし

Ｔ ブランコで遊んでいたら友達

は授業実践に取り組んできた︒

を育てたい⁝⁝︒そんな願いで私

よう︑その心の中に豊かな道徳性

れ︑いつまでも笑顔で生活できる

どもたちが周囲の人たちに支えら

けられる存在であってほしい︒子

Ｃ１ だめ︒ぼくだけのうろこな

達﹂
を意識することができた様子

Ｃ１ そのうろこをください︒

んな言葉をかけられるか考えた︒

子どもたちは︑友達の名前を積

であった︒また︑紙芝居での資料

Ｃ２ いいよ︒

Ｃ１ ブランコを貸して︒

んだ︒

提示では︑文字を追って読むこと

Ｃ１︵ジャンプして︶やったぁ︒

Ｃ２︵ちょっと考えて︶いいよ︒

極的に発表し︑写真を視覚的に捉

が苦手な子どもも集中して話を聞

Ｔ にじいろのさかなさん︒友達
がこんなに喜んでくれたよ︒ど

見て︑どんな気分ですか︒

Ｔ 楽しそうに遊んでいる友達を

Ｃ１ ありがとう︒

よって子どもたちの心が少しずつ

毎日であるが︑授業の積み重ねに

があったのではないかと反省する

人に適した手立てや効果的な発問

授業をするたびにもっと一人一

く姿が見られた︒
◇展開

んな気分ですか︒
Ｃ２ とってもう

Ｔ 皆さんは︑こんなきれいなう
ろこをもっています︒︵指導者が

育っていることも実感している︒

いきたい︒

︵ぬまた せいじ︶

子どもたちのために実践を積んで

Ｃ２ 私もうれしいです︒
子どもたちは︑身近な生活の場

これからも授業力の向上に努め︑
役割演技によっ

面でも資料と同じような出来事に

︿考察﹀
てにじいろのさか

︿考察﹀

れしいです︒

写真②

作成した鱗を提示する︒写真①︶
Ｃ わぁー︒
Ｃ ぴかぴかだぁ︒
全員に鱗を手渡したところで︑
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道・徳・授・業 私の実践

の時は︑授業を止めて︑

﹁それは違う︒
道徳の時間だけで

なく︑クラスの中で足を引っ張る

ような声を上げるのはおかしい︒

思ったことを何でも言えるクラス

にしていくことが大切なんだよ︒
﹂

と話をした︒

学級づくりがしっかりしていな

見つめ︑クラスの友達の言葉にも

ゃで毎日遅刻をしてくる女の子が

とてもまじめな女の子に︑やんち

杉江ゆかり

ければ︑道徳の時間に多様な意見

を引き出すことはできない︒
好きだ︒
﹄と答えた︒そういう子

耳を傾けて下さい︒
﹂

ある日︑
学級の中でおとなしく
は初めてだなあ︒
﹂

声を掛けていた︒今まで︑二人が

大阪府門真市立脇田小学校教頭

│ 道徳の時間を柱にして │

語り合う学級

はじめに

と︑話をした︒

僚に会った︒

とこもある子やったけど︑クラス

はなく︑ごんたな︵わんぱくな︶

﹁あの子︑決してまじめな子で

しかし︑考えたことを言葉にする

どもの表情を見ていても分かる︒

と考えることはできる︒それは子

頭の中で︑問いかけをしっかり

して︑
私のところに寄って来た︒

て見ていた︒すると︑他の子が察

がなかったので︑私は︑少し驚い

話をしている姿をあまり見たこと

その後続けて︑

﹁長い間︑高校受験の面接指導

の子たちが好きやったな︒道徳︑

先日︑前任の中学校のときの同

をしてきたけど︑あの時︑杉江さ

﹁ 最 近︑ あ の 二 人 仲 い い ね ん︒

面白いやろ︒なんか︑勉強分から

ことが難しい︒学級の中で信頼関
係ができていなければ︑意見を言

も︑二人とも分からんから︑二人

もそんなふうにしてへんやん︒か

﹁そんなこと言ったって︑いつ

やな女の子二人で一緒にいる︒や

なると︑まじめな女の子とやんち

気をつけてみると︑休み時間に

で考えようって話しとるで︒
﹂
道徳の時間に︑

っこつけたこと言っちゃって︒
﹂

んちゃな女の子が遅刻をすると︑

のころ︑友達の声に対して

道徳の授業がはじまったばかり

んから教えてって言ってたで︒で

楽しかったんやなあ︒
﹂
こんな話をしてくれた︒

道徳の時間
友達の声を聴く

うことはできない︒

んのクラスだった子のことが忘れ
られない︒面接指導で︑
﹃中学校
生活でいちばん心に残ったことは
何ですか︒
﹄と聞くと︑あの子は︑
﹃道徳の授業です︒
﹄と答えた︒何
白いし︑クラスの子がどんなこと

﹁道徳は︑自分自身を見つめる

とヤジを飛ばす子どもがいた︒そ

中学校三年の四月︑はじめての

を考えて︑どんなことを言うのか

時間です︒しっかりと自分自身を

でかと聞くと︑
﹃考えることが面

面白い︒みんなの意見を聞くのが

14

る︒私が話をするよりも︑よほど

まじめな女の子が真剣に叱ってい
なくなる︒
︵自分と仲良くしてい

おには︑一通の手紙を残して︑い

には村人と仲良くなる︒一方︑青

Ｔ 涙を流していた赤おに︒悲し

思う︒

とを考えていたから︑友達だと

﹁うちらは友達なんかな？﹂

﹁ほんま︑友達って何なん？﹂

を学級づくりの柱にして︑他教科

深めることができたと思う︒道徳

つめ︑生き方についてしっかりと

道徳の時間を通して︑自分を見

最後に

と︑いつまでも話をしていた︒

きちんと聞いている︒

いとか︑寂しいとか︑自分を責

ら︑友達だと思う︒

Ｃ 悲しまそうと思ってないか

ないから友達ではないのかなあ︒

Ｃ やっぱり︑
悲しませるのは良く

も本当の友達？

ることが村人にばれたらいけない
赤おには︑
ただただ︑
涙を流す︒

﹁ は じ め は な︑ あ の 子 の こ と︑
だけど︑道徳の時にな︑いつもお
︵３︶授業の展開

めたりしているけれど︑それで

んなじこと考えててん︒話してみ
○友達ってどんな人ですか︒

ので︑私はここを去ります︒
︶

たら︑似てるとこ多い︒気が合う
・なんでも相談できる人︒

こわいし︑私と違うと思ってたん

ねん︒
﹂
・一緒にあほなことが言える人︒

なげた取り組みを行ってきた︒日

も含め︑総合的な学習や特活とつ
かったのかなあ︒

頃の子どもどうしの会話の中で

Ｃ 他の方法を考えないといけな
Ｃ ⁝⁝分かりません︒

も︑
﹁これはどう思う？﹂
﹁私はこ

○しくしくと涙を流す赤おには︑
・悲しい︒ ・自分が情けない︒

Ｔ 分からないのは︑
質問の意味？

どんな気持ちだったのだろう︒
■資料

・青おにに会えなくて寂しい︒

う考えるけど︒
﹂など︑いろいろ

授業の実践

﹁泣いた 赤おに﹂
︵童話より︶

Ｃ いや︑友達の定義が分かりま

教師になったころ︑先輩の教師

なことを語り合っていた︒

・自分が正しいことをしたのか分

Ｃ ⁝⁝そうか︑
友達って何だ？

せん︒

︵１︶内容項目 ２ ︵３︶
友情

からなくなった︒
◎青おににとって︑赤おには本当

ました︒

をもってるんや︒そうじゃないと

﹁反抗する子は︑世の中に不満

が言っていた︒
授業はざわついたまま終了し

思ってても︑うまく言葉に出せな

Ｃ 友達って何か分からなくなり

た︒授業を終えた後もあちらこち

くて反発する︒じっくり聞いて︑

の友達ですか︒

らで︑
友達とは何かを話している︒

一緒に考えるのが教師やで︒
﹂

︵２︶あらすじ
赤おには︑村人と仲良くしたい

Ｃ 友達だと思う︒赤おにのこと

﹁赤おには友達だと思っていて

ち︑励まし合い︑高め合う道徳的

Ｃ 赤おにが村人と仲良くしたい

も︑青おには嫌になって逃げたん
れた︒

いうこと？

Ｔ ちゃんと考えてるって︑どう

をちゃんと考えてる︒

と思っているが︑恐れられている

という気持ちを考えてる︒

実践力を育てる︒

ことを青おにに相談する︒青おに

Ｃ 赤おにのために︑自分が嫌わ

おにが村人を助けるように提案す

Ｃ 自分のことより︑赤おにのこ

﹁いや︑赤おにの方が友だちを

ちゃう？﹂

っている︒

葉に耳を傾けることができたと思

く︑学級のみんなで一人の子の言

︵すぎえ ゆかり︶

軽く見てたんちゃうの︒
﹂

こ の 学 級 で は︑ 教 師 だ け で な

は︑自分が村人をおそうから︑赤

解して心から信頼できる友達をも

を見ていく中で︑友情の尊さを理

赤おにと青おにの気持ちや行動

−

る︒計画通りに村人を助け︑赤お
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道・徳・授・業 私の実践

で は︑
〝実効性のある道徳授業〟
が期待され︑いじめなどに対する

沢口

①道徳的実践力を育む
道徳授業

道徳の授業で道徳的実践力をし

っかりと育むために︑現状の価値

理解の浅さを生徒に再認識させ︑

話し合いを通してその価値をより

深く追求する授業を展開すればよ

た︒道信を許そうとする心と許せ

裕

いと考え︑書く活動を通して価値

を内面化させるように工夫した︒

﹃私たちの道徳﹄に掲載されて

いる﹁二人の弟子﹂という資料を

用いた授業では︑二つの意見に分

中学校の教員が手ごたえを感

ない心の葛藤に揺れる智行の姿を

かれて生徒が討論をする形をとっ

私は︑中学校の教員として︑道

じ︑道徳的実践ができる生徒を育

通して︑人間の弱さの克服につい

効果が求められている︒
徳の授業で学んだことが︑普段の

成する授業を目指して︑私は実践

て︑深く追求させようとした︒

授業実践から

埼玉県北本市立北本中学校

道徳的実践力と道徳的実践の
響き合いの創造 │ 道徳ノートの活用 │

道徳的実践のできる
生徒の育成

生活に生かせる生徒︑また︑普段

を行った︒

﹁ 道 徳 の 時 間 で 学 ん だ こ と は︑
これは︑道徳教育について指導

の生活で抱えた課題を︑道徳の時

道徳ノートに記入させた︒道徳的

すぐには生きない︒
﹂
を受ける際︑必ず言われていたこ

中学校の道徳の授業は小学校よ

②道徳の授業で学んだことを道徳

価値を内面化させるとともに︑道

書く活動では︑話し合いの結果
間であり方・生き方として考える

中学校の教員は日々︑生徒の荒

りも課題が多い︒道徳の時間自体

的実践として生かせるように単

徳的実践への意欲が表れることを

その要点は次の三つである︒

とだった︒私は︑このことについ

れと闘っている︒道徳教育が大切

が教科や学級活動に置き換わって

元を構成する︒

感じたことや考えたこと︑これか
生徒の育成を目指している︒

なのはわかっていても︑日々の生

しまったり︑お話を読んで感想を

③道徳的実践力が道徳的実践に結

①道徳の授業でしっかりと道徳的

て常々違和感をもっていた︒

徒指導に追われ︑効果をはっきり

書いたりすることが中心をなす授業

びつくよう︑道徳ノートを活用

きた生徒は︑普段の生活に生かし

道徳の授業で価値を深く追求で

意図したものだ︒

らの生活に生かしたいことなどを

と感じにくい道徳教育を後回しに

がいまだに多く見られる︒ワークシ

する︒

実践力を育む︒

しがちになる︒

ートに頼った授業はその典型である︒

しかし︑今回の道徳教育の改善
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てみたい︑もっと考えてみたいと
思う様子が︑道徳ノートの記述か
らうかがえた︒

②道徳的実践を促す
単元構成
さらに︑道徳の授業で育まれた
道徳的価値が普段の生活で生かせ
るように︑学校の教育活動全体と
連携した単元構成を考えた︒

スが一丸となって取り組む活動も

中学校三年生の二学期は︑キャ
リア教育に関わる活動が多くなる

この時期に︑１│︵２︶強い意
志︑２│︵２︶友情・信頼︑２│
︵３︶思いやりなどを配置し︑道
徳の授業で学んだことを生かしや
すい場をつくるねらいで︑特別活
動との連携を図った︒
このように他の教育活動との連
携を意図的に行うことは︑各教育
活動で育まれ︑道徳の授業でより
深く強化された道徳的価値を生か
せる実践の場を用意することにも
なる︵図参照︶
︒このような﹁響
き合い﹂によって︑道徳的実践力
と道徳的実践がより深められてい

くことになる︒

せるようにした︒

左上の写真で示された生徒は︑

目標をもつことについて︑テスト

で学んだ目標をもつことの大切さ

に関連させて書いた︒道徳の授業

今回の実践では︑道徳ノートが

を︑普段の生活に適用する様子が

③響き合いを促す
道徳ノート
道徳的実践力と道徳的実践の響き

うかがえる︒

かなめ

道徳の授業で活用できるようにし

活動の感想も一緒にファイルし︑

いの結果や︑行事やボランティア

させている︒学級活動での話し合

たと見受けられる︒また︑道徳的

力と道徳的実践の関係が強化され

いないクラスに比べ︑道徳的実践

アンケートからは︑授業を行って

授業を行ったクラスで実施した

実践を通して

合いを促進する要のポイントとな
る︒道徳ノートは︑道徳の授業だ
けでなく︑学校教育全体で行われ

てあり︑道徳的実践を促すページ

価値の育成による自尊感情の向上

る道徳教育のノートとしても機能

を加えて道徳の授業で学んだこと

も見られた︒このことから︑道徳

︵さわぐち ひろし︶

と考えている︒

業のさらなる改善に取り組みたい

充実させて実効性を高める道徳授

に備えるとともに︑道徳の授業を

徳ノートをさらに工夫して教科化

にも寄与するといえる︒今後は道

与えると同時に︑自尊感情の向上

は︑生徒の道徳性の育成に影響を

的実践力と道徳的実践の響き合い

をどのように生かすか考えて書か

道徳的実践を促すページ

ある︒

響き合いの構造図

ほか︑体育祭や合唱祭など︑クラ

道徳的実践を通した
道徳性の育成

道徳の時間による
道徳的実践力の育成
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他の教育活動で
育まれた道徳的
実践力
道徳の時間

他の教育活動
（主に特別活動）
響き合い
道徳ノート
道徳的実践
への原動力

私の実践
道・徳・授・業

単元計画を明示した道徳コーナー

教科指導を通しての
道徳教育
今まで二回にわたって教科指導
における道徳教育を紹介してきま

心で感じ自分の思いや
考えを表現する

しました︒同じ地球上に生まれな

がら︑過酷な境遇でしか生きられ

ない子どもたちの姿を毎日︑何不

二十一世紀を担う生徒たちと一緒

自由なく暮らしている生徒に伝え︑

﹄と
こ の﹃ We Are The World
いう曲は﹃英語の歌﹄という題材

にその事実を受け止め考えたいと

らく︑この曲を聴いて終わりとい

この曲の裏側にある悲しいでき

の一つとして英語の教科書︵東京

﹄を核として︑世界的に有
World
名な曲を題材に授業をした時のＡ

う授業パターンが多いように思い

ごとを知った生徒は︑地位や名誉︑

強く思いました︒

さんの学びの姿を採り上げ︑道徳

ます︒しかし︑なぜこの曲が︑全

エゴを超えて︑人のために一晩か

書籍︶に掲載されています︒おそ

的価値観が教科指導を通して生徒

米の偉大なアーティスト 名が一

し た が︑ 今 回 は﹃ We Are The

の心に育まれ︑かつ︑教科として

is becoming serious. I hope that people

all over the world have the chance to

think about it.

（Aさんのワークシートより）

けてこの曲を作ったアーティスト

power. That s right! Now, the problem

堂に会し︑一夜を徹して作られ誕

people. However, songs have strong

の学力も確実に定着していく過程

poor people. It s difficult to help poor

たちの姿に感動し︑自分が享受し

thought the song didn t really help

生したのか︒なぜこの夢のような

So I thought the project succeeded. I

を紹介したいと思います︒

conduct. Everyone put aside their pride.

ている幸せを深く感じ︑今︑自分

impressed by Michael Jackson s

共演が実現したのか︒私自身たい

45

tried to help poor people. I was

この題材の指導では︑英語での

and sing We Are The World. They

がしなければならないことは何な
difficult for the artists to get together

へん関心をもち︑そして深く感動
the world and is wonderful. It was

書く力をつけることはもとより︑

I feel the song helped people around

﹃心の教育﹄もできるのではないか
と考えました︒つまり︑道徳教育
の新しい内容項目の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﹄の中の
﹇生命の尊さ﹈
﹃生命の尊さについ
て︑その連続性や有限性なども含
めて理解し︑かけがえのない生命
を尊重すること︒
﹄という内容項目
に︑題材が極めて密接に関連して
いるのです︒

We Are The World

松島千尋
長野県安曇野市立豊科南中学校教諭

第9回

道徳 ここが大事！
全教育活動に道徳教育を ─ 教科指導編③ ─
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と﹂の ﹃聞い
たり読んだり

う︒
﹂と関心をもつようになりまし

と知りたい︒
﹂
﹁どんな国なんだろ

﹄で学んだ
﹃ We Are The World
生徒は︑アフリカについて﹁もっ

などすること﹄

由を書いたり

賛否やその理

ったり︑感想︑

本物との出合い
したことにつ

た︒そこで︑アフリカ出身のゲス

いてメモをと

トを招いて︑アフリカの文化や社

モデル対話を通して teacherʼs talk
を聴きながらメモをとることもで

また because
などの表現を用いて書くことや︑

自分の考えを書くことは大変だけ

作文が苦手だったＭ君は﹁英語で

し︑自信をもって理由も付け加え

や

で す︒ I think
︑
I agree

会情勢について教えていただきま

のような貧しい国ばかりだと思っ

きるようにしました︒

と思う︒自分の心の中を表現でき

した︒生徒は終始笑顔で︑ゲスト

ていたけれど︑資源や自然等の豊

様々な思いをめぐらせ︑写真家ケ

るようになった︒
﹂と︑英語の書く

かな国もあることを知ってびっく

Ｈさんは﹁アフリカはスーダン

の方の話に耳を傾けていました︒

のかと自らに問いかけました︒

りしました︒
﹂と感想を述べまし

ビン・カーターがこの写真を撮影

ました︒教科の学習でつける力と︑

道徳の授業で育む心の豊かさを︑

いていきました︒

ど︑書く力が身についてきている

ながら意見を書き上げました︒英

また︑
﹃ We Are The World
﹄と
いう曲が全世界を動かす大きな力

た︒教科書からだけでは学べない

﹄︵ハゲ
A Vulture and a Child

生徒は一枚の衝撃的な写真から︑

になったこと︒しかし︑その一方

力の高まりや感情が豊かになって

﹃

目の前の生徒の姿を通して実感し︑

に感謝したいと思います︒︿続く﹀

夢中になって⁝⁝
第７回で触れたように︑写真家
生徒は友と意見を交わすことを

ワシと少女︶の一枚の写真から

その現実を知った生徒は︑様々な

ケビン・カーターについて考えた

︵まつしま ちひろ︶

共に学ばせていただいていること

思いを胸に抱きながら︑自分の思

通して︑自分の思いや考えを整理

授 業 の 指 導 事 項 は﹁ エ

書くこ

ためワクチンが保存できないなど︑

資が届けられない︑冷蔵庫がない

む障壁の存在︒道がないために物

した行為について︑自分の考えに

（Aさんのワークシート続きより）
アフリカの現実の姿を学んだと思

ことは、心の成長につながったのかなぁと思います。

で︑飢餓に苦しんでいるスーダン

びながら、悲しみを感じたり、真剣に考えたりした

いく自分自身の成長を実感してい

や関心をもつようになりました。
『楽しく』英語を学

理由を付け加えながら︑英語で書

分のためにもなりました。そして、より世界に興味

いました︒

語の力もつくし、これらの問題を考えたことは、自

やエチオピアの人々への支援を阻

会がありませんでした。英語を通して学べるから英

いや考えを英語で書きました︒
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今までなかなかこのような深刻な問題を考える機

平成28年度版

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
◇魅力あふれる資料が満載！
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！
＊ご採用校に進呈します。

朗読CD

・B5判、全学年オールカラー
・全国版定価 本体533円＋税

平成28年度版

新学習指導要領サポート教材集

中学生の道徳
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──

＊ご採用校に進呈します。

『中学校 道徳授業入門―その基本と実践―』
セルフノート

朗読・挿絵CD

新学習指導要領サポート教材集

・B5判
・全国版定価 本体543円＋税

『やってみよう！新しい道徳授業』
教科化時代の「私たちの道徳」の活用例

企画／みらいの道徳をつくる会

やってみよう！

「教科化」が実現したら、
道徳の授業はどうなるのでしょう。
教材は？ 評価は？ そして授業内容は？
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！

新しい道徳授業
教科化時代の
『私たちの道徳』
の活用例
企画／みらいの道徳をつくる会
編・著／田沼茂紀

定価／本体1200円＋税
定
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