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竹田勝彦

人に喜ばれるから楽しい
江戸木箸職人

す︒美しい所作のひとつに箸使いがあるように︑

ります︒手が不自由な方向けに指に密着するよう︑

時に︑お客さまからヒントをいただくこともあ

ただきたいと思っています︒

箸は私たちの身体の一部のようにその扱いにもこ

持つ部分に特殊な樹脂を施した箸は︑手の力が弱

箸は日本人にとって︑なくてはならないもので

だわりをもたれ︑大切にされてきた道具です︒

に少なくありません︒持った時の指への密着具合︑

﹁自分︵の手︶に合う箸﹂を探している方は︑意外

前の存在ですが︑それゆえ︑こだわ りをもって

世界の奥深さを知りました︒毎日必ず使う当たり

識し努力をして欲しいと伝えています︒そしてま

なことでも良い︑誰かに喜んでもらえることを意

学も多くなりましたが︑仕事のなかでたとえ小さ

していかないと︑楽しくありません︒若い方の見

仕事を通して感謝される︑人に喜ばれることを

くなったご高齢の方にも喜ばれています︒

重さ︑質感︑食べ物の挟みやすさ⁝⁝︒どれをと

た︑あらゆる情報が簡単に手に入る世の中だから

私は食器の問屋に勤めていたことが縁で︑箸の

っても︑人それぞれ︑求めるものが異なります︒

こそ︑ひとつのことに集中して取り組んでみてい

ただきたいとも思います︒

使われる状況や︑どんな形状であれば扱いやす
いのかなど︑私はいつも箸のことを考えています︒

常に新しい視点をもつことを心がけています︒物

一方︑私は若い人たちからの刺激を大切にし︑
角は奇数が良いのでは？﹂という発想と試行錯誤

について︑この時代のなかで考え︑新たな知恵を

五角形の箸は︑
﹁箸は三本の指で支えるのだから︑
から誕生し︑テレビや雑誌などで広く紹介され︑

出し︑イキイキと生きる物を創造しなくては︑ど

︵たけだ かつひこ／構成 岡本侑子︶

統になるのです︒

んな物も長く残ることはできません︒続くから伝

﹁江戸木箸﹂として知られるようになりました︒
お食い初めから長い一生をお世話になり︑亡く
なったあと︑お骨を拾うのも箸です︒生涯にわた
って付き合う自分だけの物として︑こだわってい
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考え、議論する
道徳授業のススメ

児童生徒が主体的に道徳性を養うための指導
山口県宇部市立西宇部小学校校長 坂本哲彦

さ ら に︑ 道 徳 教 育 に は 一 層︑

段階の時間が他の教科︑領域に比

分︶が一般的であることから︑各

弱があったりする︒特に︑道徳科

児童生徒が主体的に道徳性を養

﹁特定の価値観を押し付けたり︑

べ て 短 く︑ そ の た め︑ 追 究 過 程

習であるからには︑当然︑主体的

うための指導について︑
﹁小学校

主体性をもたず言われるままに行

︵③︶での活動の時間や種類が非

の 授 業 時 間 は︑ 四 十 五 分︵ 五 十

︵中学校︶学習指導要領解説 特

動するように指導したりすること

常に限定されやすいという特徴が

でない学習はふさわしくない︒

別の教科 道徳編﹂
︵以下 解説︶

は︑道徳教育が目指す方向の対極

はじめに

には︑次のように書かれている︒

ある︒
まずは︑我々教員が︑主体的な

﹁問題解決的な学習﹂を含んでお

の 前 回︵ 第 二 回 ︶ で 述 べ ら れ た

また︑主体的な学習は︑本連載
学びのある授業づくりをするとい

り︑主体的であろうとすればする

の納得を確かにしようとすれば︑

う自覚を強くもつことが必要であ
児童生徒の主体的な学習におけ

体験的な学習が効果的であること

ほど問題解決的になり︑児童生徒
る段階には︑私見ではあるが︑次

が多くなる︒

二 授業構成の工夫

どの関与がある︒

③追究過程において選択・決定な

や見通しがある︒

②学習課題を追究するための意欲

つけられるようにすることが必要

の道徳的課題や目標を主体的に見

感できるようにすることと︑今後

児童生徒が自らの道徳的成長を実

ら︑①〜⑤の段階を踏みながら︑

道徳の学びが主体的であるな

④学習課題が追究できたことへの

となる︒

一般的な授業で考えてみる︒

納得や合意がある︒

の納得や合意がある︒

の︑あるいは︑その設定について

①授業で考える学習課題そのも

のようなものがある︒

る︒

い﹂
︵解説︶のである︒

にあるものと言わなければならな

児童︵生徒︶が自ら道徳性を養
う中で︑自らを振り返って成長
を実感したり︑これからの課題
や目標を見付けたりすることが
できるよう工夫すること︒その
際︑道徳性を養うことの意義に
ついて︑児童︵生徒︶自らが考
え︑理解し︑主体的に学習に取
り組むことができるようにする
こと︒
︵また︑発達の段階を考慮
し︑人間としての弱さを認めな
がら︑それを乗り越えてよりよ
く生きようとすることのよさに
ついて︑教師が生徒とともに考
える姿勢を大切にすること︒
︶
※︵ ︶内は︑中学校

ここでは︑主体的に道徳性を養

⑤学習の進め方などに関する振り

導入では︑児童生徒がねらいと

うことができるようにするための

実際には︑発達段階などによっ

する道徳的価値をどのように捉え

︵一︶導入の工夫
て︑それぞれの段階に時間的な長

ているかを自覚させるため︑例え

返りがある︒

短があったり︑教師の関わりの強

指導のあり方について考える︒

一 主体的な学習
学校教育における児童生徒の学
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ば︑
﹁これまで人に親切にしたこ
とがありますか︒
﹂や﹁親切とは

第一には︑学習課題の提示であ
る︒
とが必要である︒

捉えることが出来るようにするこ

類別・対比し︑多面的・多角的に

︵三︶終末

効果的なことが多い︒

など学習方法を選択させることも

出しを付ける︑②どの考えに納得

三に分類して︑①それぞれに小見

にすることである︒それには︑今

己の振り返りや学び方を一層確か

れた道徳的価値観をふまえて︑自

これまで︑ややもすると︑学習

主体的というからには︑何に向

で き る か な ど︑ 観 点︵ 納 得︑ 善

の自分の有り様を率直に見つめ︑

どんなことでしょうか︒
﹂などと

もそれを充実させることで︑自ら
かって学習しているのかを児童生

悪︑当為︑好悪︑実現可能性︑経

今後どのように生活するのか︑ま

終末で大切なのは︑
︵二︶
で養わ

の道徳的価値観を明確にできるよ
徒が自覚できていなければならな

験の有無︑共通点など︶を示して

た︑生きていきたいのかを確かに

例えば︑児童生徒の反応を二︑

うにすることが重要である︒
い︒そのため︑例えば︑
﹁親切に

話し合う︑③それを学習課題に即

させる︒

課題が最後まで明示されないまま

加えて︑当該価値がその年度の
するとは︑どういうことだろう﹂

して話し合い︑再度一人一人が考

問 い︑
﹁これまでの経験や解釈﹂

二回目の学習であれば︑前回の教
や﹁主人公○○が□□したわけを

えをもつ︑などである︒これまで︑

進む授業があった︒

材や道徳ノートを開かせて学びを

話し合おう﹂などのように示すこ

他者理解と言われていた部分をさ

を発表させることがあった︒今後

思い出させるなど︑つながりを一
とが大切である︒

たい自分像を学年や学期はじめに

ている︒また︑自分の目標やなり

フィールを書くページが設定され

﹃私たちの道徳﹄に自分のプロ

有効となる︒

らいや教材の特質︑及び教師の願

示されることがあってもよい︒ね

い︒また︑授業の中盤になって提

なくてはならないということはな

設定されたそれである︒どちらで

ある︒後者は︑扱う教材の中から

前者は︑本時全体の学習課題で

主体的な学習になる︒

徒が選べるようにすることでも︑

応じて︑学習箇所や方法を児童生

さらに︑ねらいや教材の特徴に

を深めるのである︒

合うことで︑価値理解︑自己理解

らに広げ︑多面的・多角的に話し

といえる︒

り︑今後も追究すべき課題である

今後の生き方が主体的になる︒

どの学習活動が仕組めれば︑一層

互いに理解︑尊重︑励まし合うな

時に︑それを他者に紹介して︑

層明確にして︑本時の位置付けを

書いていることがある︒それらの

いに応じて︑工夫して提示するこ

児童生徒なりに確認させることが

中の記述と当該価値との関連を捉

とが求められる︒

を増やすことである︒

る︑児童生徒の選択︑決定の場面

第二には︑課題追究過程におけ

のである︒その場面にネームカー

学習箇所・学習場面選択をさせる

げ た い で す か︒
﹂ な ど の よ う に︑

話︵褒める︑注意する︶をしてあ

例えば︑
﹁どの場面の主人公に

のである︒
﹂
︵解説︶との指摘は︑

自ら考え続ける姿勢が求められる

向き合い︑いかに生きるべきかを

りよく生きるために道徳的価値と

ある場合を含めて︑人間としてよ

﹁多様な価値観の︑時に対立が

学 習 課 題 は︑ 当 面 の 解 決 で あ

終わりに

えさせるなどの工夫が一層効果的
になると言える︒
つまり︑本時と自分の生き方や
道徳的価値観との関連を捉えやす

ドを添付させるなどすると一層主

これまで︑教師の発問に答える
形 式 で 子 ど も が 発 表 し︑ そ れ を

また︑
﹁その話をすぐにプリン

くし︑長い期間で学ぶ意味や学ぶ

児童生徒だけでなく︑教師一人一

意欲を引き出すのである︒

順々に板書する授業が少なくなか

トに書いてもいいし︑書く前に隣

︵さかもと てつひこ︶

することが必要である︒

人にも当てはまることを強く意識

体的︑意欲的になる︒

︵二︶展開の工夫

った︒これからもそのよさは残し

の人と話してから書いてもいい︒
﹂

展開においては︑大きく二つの

つつ︑児童生徒の反応を構造的に

留意点がある︒
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道・徳・授・業 私の実践

保護者参加型で﹁生命の尊さ﹂
について多面的に考える

家庭や地域社会から道徳教育へ

授業に参加することで︑﹁生命の尊

りすることを構想した︒保護者が

の話し合いに加わり意見交換した

子どもと対話したり︑グループ別

明記した︒

合ってもらいたい視点についても

ようにした︒授業後に家庭で話し

いについての共通理解が得られる

のしおり﹂を配布し︑授業のねら

佐藤倫子

の理解と協力を得るためには︑学

さ﹂についての考えを︑より実感

福島県福島市立野田小学校教諭

校で行われている道徳の授業を積

的︑多面的に深められるのではな

はじめに

極的に公開することが大切であ

いかと考えた︒

を子どもの問題意識を基に設定し

た︒そして︑展開の最後の発問で

このテーマを再度投げかけ︑保護

者を交えたグループ討議を行っ

た︒問題解決型の学習を意図する

ことで︑ねらいとする価値につい

てより主体的に追究できることを

期待した︒

る︒

会を開催する方法などが考えられ

授業を参観した後に講演会や協議

会等の機会に合わせて行う方法︑

授業参観の形で行う方法︑保護者

とにもつながると期待されるので

た︒子どもの自尊感情を高めるこ

う こ と は︑ 大 変 意 義 深 い と 考 え

についてあらためて親子で向き合

年生という時期に︑
﹁生命の尊さ﹂

また︑思春期に差しかかった六

重する態度を育てる︒

などを一層感じ︑自他の生命を尊

で︑死の重さや生きることの尊さ

○ねらい 保護者も参加すること

で﹂
︵
﹃私たちの道徳﹄五・六年︶

○教材名 ﹁その思いを受け継い

由についてより多面的に︑そして

場での考えに触れ︑命が大切な理

進められた︒子どもたちは親の立

ていたため︑安心して話し合いが

もたちの発言を受容的に受け止め

雰囲気であったが︑保護者が子ど

るのははじめてで︑いつもと違う

︿グループ討議の様子﹀

本稿では︑日曜参観における道

ある︒そこで︑事前に授業参加を

導入において︑
﹁命はどうして

豊かに考えることができていた︒

授業の実際

る︒実施の方法としては︑通常の

徳授業公開について紹介したい︒

希望する保護者を募り︑協力を仰

大切なのかな﹂という学習テーマ

保護者がグループ討議に参加す

まずはじめに︑保護者が子ども

いだ︒参観時には﹁道徳授業参観

○主題名 かけがえのない命

たちと同じように授業に参加し︑
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︿保護者と共に伝え合う姿﹀
グループで出された考えについ
て発表
する場
面では︑
子ども
が親を
誘い︑
親子で
伝える
姿も見
られた︒保護者の支えもあり︑自
信をもって語る姿が印象的であっ
た︒
︿保護者が語るまとめの話﹀

依頼すると︑快諾してくださった︒
特に︑
﹁みんなのことも︑自分の
子どものように大切に思ってい
る︒
﹂
﹁私も経験してきたけれど︑
これから辛い思いをすることがた
くさんあると思う︒がんばって生
きて︒支えてくれる人は必ずいる
し︑ 必 ず 乗 り 越 え ら れ る か ら︒
﹂
と言う言葉が︑子どもたちにとっ
て印象的であった︒また︑時折涙
をにじませながら︑本気で語りか
けるＹ君の母親の姿に︑子どもた
ちも参観者も心を打たれた︒
授業後にＹ君の母親から︑
﹁お
腹を触わってみない︒
﹂との提案
た︒赤

があっ

者の立場での﹁命の尊さ﹂につい

ちゃん

事前に打ち合わせを行い︑保護
て︑ 子 ど も に 伝 え る 場 面 を 設 け

のいる
触れた

お腹に

た︒ち
ょうど
この時

無い子

経験が
たな命

どもも

期に新
を宿し

貴重な

多く︑
Ｙ君の

体験と

ていた
母親に

なった︒
○子どもの感想
・お母さんたちと話し合うと︑
自分たちでは考えつかない意見
が聞けて︑とても楽しかった︒
・ふだんお母さんと本音で話し
合うことはとても少ないので︑
この道徳で﹁命﹂について真剣
に話し合うことができて︑正直
うれしかったです︒
・
﹁自分の子どものように︑みん
なも大切だよ︒
﹂と言われてとて
も感動したし︑いつかあんなお
母さんになりたいと思いました︒
・赤ちゃんのいるお腹を触ると︑
命の温かみを感じました︒
○参加した保護者の感想
・この時期に﹁命の大切さ﹂に
ついて親子で考えられたことが︑
とても貴重だと感じました︒
・机と椅子が用意され︑子ども
と同じように授業に参加でき︑
自分にとってもよい経験となっ
た︒命の大切さについて︑次の
世代にもつないでほしい︒

おわりに

あれから二か月後のフリー参観

に︑Ｙ君の母親が生後一か月の赤

ちゃんを抱いて教室を訪れた︒そ

して︑子どもたち一人一人に手作

りの﹁命のたまご﹂と︑手書きの

メッセージを手渡した︒一人に二

粒ずつの紙粘土で作られた﹁命の

たまご﹂には︑
﹁自分の命も他者

の命も大切にしてほしい﹂という

母親の思いが込められていた︒

保護者参加型の授業を経験し︑

子どもたちは﹁自分自身︑そして

他者の生命に対する温かみ﹂を一

層感じることができたのではない

だろうか︒卒業文集に︑この経験

くことを

く生きぬ

来を力強

がら︑将

尊重しな

の生命を

を書きつづる姿も見られた︒自他

願い続けたい︒

︵さとう みちこ︶
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道・徳・授・業 私の実践

課題や問題を解決する
実践力を育てる

るか︒またそれはなぜか？

⑦自分をいじめた人を許せるか︒

⑧いじめを減らすためにどのよう

な心と行動が必要か︒

問⑥に対して﹁止められない﹂

と答えた児童は五十四パーセン

ト︒その理由は﹁自分がいじめの

対象になるのが怖い﹂
︑
﹁優等生っ

ぽく見られたくない﹂というもの

東部に位置し︑開校十年目を迎え

本校・城ノ上小学校は︑埼玉県

開した︒このような小中一貫教育

どうとく六年﹄
︶を扱い授業を公

﹁みんなの人権﹂
︵学研﹃みんなの

﹃中学生の道徳一年﹄
︶を︑六年が

た︒中学一年が︑
﹁シカト﹂
︵学研

と考えた︒

識を正しく把握することが重要だ

ートで︑テーマに関する児童の意

要である︒そのため事前のアンケ

き方やあり方を見つめることが必

て授業に参加しながら︑自己の生

をどうしたら取り戻せるだろうか﹂

﹁いじめに立ち向かう正しい心

ら︑授業への課題を設定した︒

の実態が明らかになった︒ここか

福島早苗

る学校である︒開校以来道徳の研

による協働の取り組みは︑大きな

埼玉県越谷市立城ノ上小学校教諭

であった︒本資料の主人公と同様

究を進め︑全国道徳教育研究発表

社会問題となっているいじめへの

に︑
﹁傍観者でいる﹂という児童

大会の会場校や埼玉県道徳教育実

問題意識を高め︑地域が一体とな

①いじめとはどのようなものか︒

はじめに

践モデル校として︑毎年研究発表

って対応していこうとする姿勢を

をした﹂と考えているか︒

③今までの自分について﹁いじめ

アンケートの内容と課題意識

を重ねてきている︒

②いじめられた経験について︒

問題意識をもち︑課題解決を

育むことができると考えた︒

今年度は︑越谷市小中一貫教育
の研究委嘱のもと︑研究発表会で︑
六年生が進学先中学校に出向き︑

④﹁いじめを見た︑知っていた﹂

導入で︑いじめに関する新聞記
道徳の時間を充実させるために

⑤いじめをする理由と気持ち︒

業に臨めるようにした︒

合いの必然性を与え︑主体的に授

目的に展開する授業

した︒さらに︑そのテーマを﹁い

は︑ 話 し 合 い 活 動 が 活 発 に 行 わ

⑥友達や仲間のいじめを止められ

道徳授業を行うという試みを実践
じめ﹂に絞り︑
﹁公正・公平︑社

れ︑一人一人が︑自分の問題とし

事とアンケート結果を使って話し

会正義﹂の広まりと浸透を図っ

ことがあるか︒

導入でアンケート結果を表
示して、課題意識をもたせ
る。ICTを活用。
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担し︑自己肯定感がもてない主人
公陽子の心を考える︒青のハート
を使い一人一人黒板に貼った︒

の気持ちを対比することができ︑

導入での課題に対して解決へのヒ

ントを得ることが出来た︒

最後に授業の終末として︑ピン

クハートの紹介をした︒前向きに

決意していく主人公の﹁やり直し

たい﹂
﹁いじめから逃げない﹂の意

見を発表し︑中学校に向け︑今後

ったものは何かを中心に考える︒

心とその行動︑それらの根拠にな

返事をするＡちゃん︒相手を許す

じゃあまた親友でいてくれる︒
﹂と

陽子︒それに対して﹁ありがとう︒

家族の話から︑謝る決心をする

こで止めたいという︑強い願いに

権意識があり︑いじめの連鎖をこ

そのようなＡちゃんの心に貴い人

を捉えることもできた︒さらに︑

け入れる公正さや社会正義への姿

れると︑苦悩しながらも相手を受

ト⑦の﹁許せない心理﹂も取り入

迫ることができた︒児童アンケー

鎖を断ち切りたいＡちゃんの心に

か﹂の投げかけをし︑いじめの連

また﹁許さなかったらどうなる

である︒だからこそ︑心に深く響

はここに記述するまでもないこと

いじめの根深さ︑解決の難しさ

と確信した︒

本授業が︑深く心に響いてくれた

いていた子どもたちの表情から︑

験│を話した︒食い入るように聞

自分とそこから一歩抜け出した経

験談│中学生の頃傍観者であった

温める場面において︑担任の経

のポジティブな生き方を確認した︒

ここでは児童のアンケート⑦を

基づいていることまで触れること

二︑謝る私と許すＡちゃんの心

使い︑八十二パーセント以上が許

ができた︒

相手を受け入れるＡちゃんの心に

ハートに書き︑全員が黒板に貼っ

く主人公陽子の心の内をピンクの

から学び︑反省し︑立ち直ってい

最後に︑親友のこのような言動

糧になってくれることと思う︒

授業が今後の生き方に少なからず

後も子どもたちの心に残り︑この

ない︒ともに考えた時間は︑卒業

く授業の展開を考えなければなら

一︑いじめる側になっていく私

ついて︑小集団での話し合いを行

ひどいいじめを受けながらも︑

﹁自分もやられる﹂
﹁やられたく

︵ふくしま さなえ︶
た︒この一連の活動により︑二つ

て考えさせた︒

最後に

せないと答えている実態と比較し

Ｔ・Ｔ授業。Ｔ２がAちゃんの心を問う。
キーワードを使い、
「高い人権意識とい
じめをなくす」に迫った。

い︑時間をかけて考えさせた︒

授業の展開

悪いこととわかりながらも加担していく
主人公の葛藤と苦しみや、自己嫌悪の心
が書かれたハートが黒板に貼られた。

ない﹂という心理からいじめに加
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道・徳・授・業 私の実践

道徳教育を教育活動に生かす
模索と実践
佐々木

正

行うことにした︒

︵一︶主題 人間愛・思いやり

︵二︶内容項目 ２ ︵２︶

︵三︶資料 ﹁もう一つの﹃ウサギ

とカメ﹄の話﹂
︵作 多紀俊秀

元京都市立朱雀第二小学校長︶

あらすじ

用意ドンで︑ウサギさんは︑アッ

という間にカメさんを引き離し︑こ

れならお昼寝をしても楽に勝てると

途中で待っていましたが︑あまりにカ

ことにしました︒するとカメさんは一

メさんが遅いので来た道を引き返す

この取組がほぼできたと回答した

生懸命︑坂道を上っていました︒そ

年度末のアンケートによると︑

秋田県横手市立十文字中学校校長

４ ︵２︶公徳心・社会連帯
い ３ ︵１︶生命尊重

生徒は︑九十パーセント近くだっ

た︒

ルしまし

緒にゴー

ないで一

く手をつ

は仲良

カメさん

ギさんと

り︑ウサ

はカメさんが背中に乗せて泳いで渡

池では︑泳げないウサギさんを今度

ぶってきつい坂を上りました︒大きな

４ ︵６︶家族愛
う ３ ︵２︶自然愛・畏敬の念

小・中学校が連携して

れを見たウサギさんはカメさんをお

本校は︑秋田県横手市の南部に

１ ︵４︶真理愛・理想の実現
え ２ ︵３︶信頼・友情

横手市では︑小・中連携を基軸

の中規模校である︒商店街を中心

お ２ ︵２︶人間愛・思いやり

として︑図書館の利活用やＮＩＥ

体験入学時に︑道徳の合同授業を

から加えて︑小学六年生の中学校

員の派遣を行ってきたが︑今年度

て︑四小学校合同授業に中学校教

て い る︒ 十 文 字 地 区 校 長 会 と し

による学力向上推進事業が行われ

を取り入れた﹁言語活動の充実﹂

２ ︵４︶異性の理解

２ ︵６︶感謝

位置し︑特別支援を含む十六学級

道徳教育を学校経営の柱に

−

た︒

− − − − − − − − −

とする中規模小学校と︑農村部の
三つの小規模小学校の卒業生が通
学している︒
今年度︑本校に赴任し︑学力向
上︑道徳教育︑キャリア教育を学
校経営の三本柱に掲げ︑目指す学
校像を﹁あいうえお学校﹂とした︒
これは次のような︑道徳教育の
内容項目を意図したものである︒
あ １ ︵１︶基本的な生活習慣
−
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︵四︶発問①

からです﹂と答えた︒これには︑
・これで足袋が買える︒
︵五︶発問②

・授業の間︑ずっと座らせ続けず

に︑移動して話し合いをさせる︒

・やさしい心

・思いやりの心 ・温かい心

話し︑聞きとったことを発表しよう︒

どんな心か︒他の班の男女各一名と

自分の意見を発表させる︒

・他者の考えを受けて︑変容した

時に︑自らの考えを問い直させる︒

聞いた他者の考えを発表させると同

・意見交換や学び合いをとおして

十数名の引率教員も︑一緒に来て

・哀れみの心

⑤板書を写真に撮る

﹁皆さんが知っている﹃ウサギと

教科担任の教師が出張で自分の

・真面目に生きる心

・写真に残して資料とし︑補充学

④他者の考えを発表させる

話が好きですか︒自分の意見を︑
学級を自習にするときなどに︑私は

﹁正直に︑

級の担任の机上に置く︒

おばあさんが私にくれた心とは︑

他 の 小 学 校 の 二 人︵ 男 女 一 名 ず
できるだけ道徳の授業を行う︒今

誠実に生き

⑥羊飼い式の授業展開をする

いた三十数名の保護者もうなずい

つ︶に話してみましょう﹂

年はすでに二十数時間︑実施した︒

る心の大切

・牛︵生徒意見︶を教師主導で畜

カメ﹄のお話のカメさんだったら︑

﹁もう一
︵一︶主題 誠実な生き方

さ﹂という

舎︵１主として自分自身に関する

ていた︒

つの﹃ ウ

︵二︶内容項目 １ ︵３︶

私の考え

寝ているウサギさんのそばを通る

サギとカ

︵三︶資料 ﹁足袋の季節﹂
︵
﹃中学

で仲良く

カしない

す︒ケン

う︒まず︑足袋の写真を見せて︑

業を︑寒さが実感できる二月に行

られている資料だが︑私はこの授

各地で数多くの実践が積み重ね

にしている︒

述べること

の式辞で

は︑卒 業 式

つなぎ止める牛飼い式ではなく︑

後︑ゲージ︵細かい内容項目︶に

かかわりに関すること︶に入れた

こと〜４主として集団や社会との

﹁どちらの﹃ウサギとカメ﹄の

︵五︶発問②

時に︑どんなことを思いますか﹂

メ﹄の話

生の道徳﹄学研︶

﹁道徳の時間﹂の補充

が好きで

一緒にゴ

当時の四十銭の価値と現在の足袋

を畜舎に入れた後は羊の行動︵自

羊飼いのように︑羊︵生徒意見︶

ールしたから﹂という意見が出た︒

①資料はラミネート加工する

を深める↓表現・発信する↓自ら

うすることで︑考えをもつ↓考え

由な議論︶や変容を尊重する︒そ
・資料のくり返し利用を図る︒

の考えを問い直す流れの学びが生

道徳の授業での
私の﹁こだわり﹂
の値段︵四千円弱︶がほぼ同じだ

②発言は︑まとめて板書する

まれると考えてきた︒

と知らせ︑発問に入る︒
﹁五十銭玉だったね﹂と言われ

・ひとつの発問に一回の板書とする︒

九十四名中九十三名が同じと答え
一人だけ︑
﹁私は最初の﹃ウサ

て︑思わず﹁うん﹂とうなずいた

・相互指名ではメモを取る︒

︵四︶発問①

ギとカメ﹄のお話が好きです︒怠

私はどんな気持ちだったか︒

③立って話し合わせる

容し深まると信じている︒

生徒の道徳性は︑成長とともに変

けたりサボったりしたら︑勝てる

・嘘をつき︑だましてしまった︒

た︒

﹁ 皆 さん 同 じで す か ﹂ と 聞 く と︑

−

相手にも負けることを教えている

︵ささき ただし︶
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道・徳・授・業 私の実践

道徳の授業の相談を
受けたら⁝⁝

してもらった︒数回のやりとりを

経て︑伝えたいことには生命尊重

が含まれるものの︑自分を支えて

くれた周囲の人に対する感謝の気

持ちが強く表れている内容である

ことを確認した︒内容項目は﹁感

謝﹂に決まった︒

そこで︑教材となる読み物を見

直し︑先生がいちばん伝えたい︑

けてしまうこともあるからだ︒相

く︑自分の価値観や思いを押しつ

きた先生の良さを引き出すことな

れば︑涙を浮かべながら熱く思い

いう︒優しい表情で語るときもあ

おいて講師を務めた経験があると

の都道府県で十年近く院内学級に

者として本県で勤務する以前︑別

出すように留意した︒彼は︑初任

で︑話し方などから︑良さを引き

写の書き方について︑伝えた︒自

や︑直接的な表現ではない情景描

とがわかる場面を設定すること

気持ちでいっぱいになっているこ

徴などを紹介し︑主人公が感謝の

て︑副読本など︑読み物教材の特

敲 す る こ と を 勧 め た︒ 参 考 と し

どから間接的にわかるように︑推

中村純一

談した先生が今後も︑道徳の授業

出話をするときもあった︒詳細は

作教材の相談では︑ねらいとなる

佐賀県佐賀市立大和中学校教諭

考えさせたい︑気づかせたい感謝

を日々よりよく実践していきたく

明らかにできないが︑院内学級で

内容がはっきりと文章化されてい

の念が︑主人公の言葉やしぐさな

﹁道徳の授業のことで相談があ

なるようにしたいと思っている︒

出会った生徒の話を使った授業を

ないか︑授業が国語の読み取りの

はじめに

ります︒
﹂

今回は︑初任者研修の一環であ

したい︑ということであった︒

道徳の授業をしたいと言う︒

の一環で︑
﹁命﹂をテーマにした

名︶が私の勤務校を訪れた︒研修

先生と教員一年目の月島先生︵仮

近隣校から︑初任者研修担当の

ることを踏まえ︑道徳教育と道徳

しっかりと話を聞く

このように︑若い先生方から︑

の授業︑そして︑学習指導要領解

その生徒の話の教材化にあた

で考えるように促した︒登場する

開を教えた上で︑月島先生が自分

指導案については︑一般的な展

つけてアドバイスをしている︒

ようにならないか︑などにも気を

道徳の授業について相談を受ける

説などの基本的な話をした後︑授
業で取り上げたい内容について聞

り︑月島先生に思いの丈を文章に

読み物教材化のために

ことも多くなってきたが︑常々︑
どこまでアドバイスをするべきか

くことから始めた︒
月島先生とは初対面だったの

を考えるようにしている︒アドバ
イスの仕方によっては︑相談して
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箇所はたくさんあったが︑あえて

発問について伝えた︒修正したい

につなげる思いなどを考えられる

生徒の心情︑価値の一般化︑今後

て考えたり感じたりすることが道

らそれでよいと思うし︑そうやっ

発言について何か考えるだろうか

を聞くうちに︑◯◯さんは自分の

た︒その後︑他の生徒たちの考え

スをした結果︑授業をする先生の

気持ちが高ぶり︑熱心にアドバイ

はなく︑道徳の授業をする楽しみ

は︑授業の完成度を高めることで

業を作る大切さを教えなければな

出し方についての相談もある︒

が︑資料の教材化や︑考えの引き

には︑指導案の書き方などが多い

一方︑若手の先生方からの相談

経験はないだろうか︒十分過ぎる

く押し出しすぎてしまったという

や想いをよそに︑自分の考えを強

良さや教材化したいと思った理由

相談をされたことを喜ぶあまり︑

次へつなげるために

修正しない部分も残した︒

徳では大事だと伝えている︒

や喜びを感じてもらうことだと考
らないこともある︒

初 任 者 研 修 で あ る た め︑ 重 点

えている︒先生が伝えたいことを

また︑授業の終末に︑保護者から

うすればいいかという相談も多い︒

いい道徳の授業だと思うので︑ど

生徒が感動し︑涙を流す授業が

よる対策マニュアルを作ると︑勉

す﹂といったシミュレーションに

いう反応があったら︑こう切り返

指導案とは別に︑
﹁生徒からこう

上で︑生徒の反応を十分予測し︑

は︑ねらいをしっかりと把握した

り返し﹂や﹁ゆさぶり﹂について

方法についての相談が多い︒
﹁切

からは︑授業中の臨機応変な対応

十年ほど教職経験がある先生方

用することを勧めている︒しかし︑

学校に配備されている副教材を利

徳の時間を確実に進めるために︑

は︑年間三十五時間確保される道

する必要があることを伝え︑まず

制作は︑十分な時間をかけて準備

授業を目指すものだ︒自作教材の

前述したように︑感動する道徳の

とをねらったものをよく目にする︒

が︑感動を呼び︑生徒が涙するこ

自作教材については︑その多く

ったが︑私の想いに十分配慮いた

に︑多くの先生方からご指導を賜

大会において研究授業を行った際

私は以前︑様々な道徳教育研究

ある︒

ためになったとは思えないときも

多い︒しかし︑本当にその先生の

指導者の安堵の表情があることが

れる︑整った道徳の学習指導案と

は︑いろいろな研究発表会で見ら

ほど指導を加えた先生の目の前に

生徒と共に考える時間にしてもら

の手紙をサプライズとして生徒に

強にもなると伝えている︒

よく受ける相談は⁝⁝

いたかったのである︒

渡すことになっているが︑どんな

ねらいがあるわけではなく︑教

意見であっても︑周囲が笑ったと

た︒そのときは︑たとえふざけた

うすればよいかという相談もあっ

また︑ふざけた意見に対してど

る︒

断した場合は手伝うことにしてい

組もうとするきっかけになると判

って︑道徳の授業に積極的に取り

自作教材の開発が︑その先生にと

えておきたいと感じている︒

と感じるからこそ︑しっかりと考

方へアドバイスをする立場にある

きた︒今は私が︑後輩となる先生

だいた上で指導を受けることがで

読み物教材がいいか教えてほしい

師がやってみたい﹁イベント﹂優

しても︑◯◯さんの意見として丁

という相談もあった︒

先で︑道徳の授業を考えるという

寧にクラスに伝えることを勧め

︵なかむら じゅんいち︶

残念な相談だった︒しっかりと授
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私の実践
道・徳・授・業

道徳教育の基盤は学級にありま
す︒学級経営の善しあしが子ども
たちの生活に直接影響してきます︒

今日

て素敵なメッセージなんだろうと
感激しました︒
Ｍちゃんへ
いよいよ明日は大会だね

の壮行会の時︑ステージに立ったＭ
ちゃんはすごくかっこよかったよ︒

この授業では︑クラスの友達の

よさを認め︑ありがとうの気持ち

を込めて﹃ありがとうの花束﹄を

一人ひとりが全員に贈りました︒

Ｈ さ ん の﹁ こ の ク ラ ス で よ か っ

た︒毎日が楽しい﹂という︑心が

元気になる花が︑Ｈさんの心の中

背の高い人に囲まれていたけれど︑
いつもよりＭちゃんがすごく大きく

に一年かけて一輪ずつ咲いたよう

り︑そして人を思いやるやさしい

に思います︒自分の心が元気にな

見えた︒Ｍちゃんの堂々とした姿見
たらなんか泣けてきちゃって︑涙こ
私も同じような経験があって︑す

らえるのたいへんだった︒

心が育まれなければ︑Ｍさんへの

に宿る道徳的価値を引き出し価値

声をかけ︑そのよさ︑つまり内面

ことなく読み解き︑よさを認めて

生徒一人ひとりの内面を見逃す

ません︒

メッセージのような思いは生まれ

ごーくプレッシャーだった︒すっご
く不安だったよ︒
Ｍちゃんがん

でもね︑がんばったぶんだけ︑結
果はついてくるよ

ばったもん︒本当に弱音吐かないで︑
努力していたよね︒そんなＭちゃん
のこと︑
﹁すごいなぁ︒
﹂っていつも
最近︑体育の着替えのときＭちゃ

思ってたよ︒

付けてあげ︑クラスの中にも広め

肯定感が高まり︑クラスへの帰属

ていきます︒そうすることで自己

んが﹁朝部活で汗かいちゃって︑半
袖ぬれてる﹂って言ってたの覚えて
たのに汗かいていたってことはすっ

いる？ その日そんなに暑くなかっ

楽しかったなぁ﹂という思いで卒

意識も育まれます︒

略︑原文ママ︶

も私の宝物として残っています︒

生活ノートが︑彼女が卒業した後

あった﹂と記したＨさんの最後の

﹁このクラスには私の居場所が

ごくがんばったってこと！！！ そ
うやってひたむきにがんばるＭちゃ
んのこと︑本当に偉いなぁってずっ

日の生活ノートに︑友達の頑張り

友だちを思うこのメッセージを

と思ってた︒私にはできないよ︒
︵後

を認め︑励ますメッセージをＨさ

︵まつしま ちひろ︶

資料に︑道徳の授業をしました︒

二年生が終わりに近づいたある

した︒

業していってほしいと強く思いま

なんとしても﹁中学校は毎日が

送ることになります︒

卒業まで同じクラスで学校生活を

のお母さんはおっしゃいました︒

冬休み明けに手渡されたとＨさん

任の先生からの年賀状も届かず︑

ない存在で︑楽しみにしていた担

ん︒小学校の頃はほとんど目立た

く︑欠席することも多かったＨさ

一年生の頃から学校が楽しくな

な表情が大変気になりました︒

どことなく元気のないさみしそう

中学二年生で担任したＨさん︒

活ノートに記された文字︒

くていい﹂と生徒と毎日交わす生

﹁夏休みはいらない﹂
﹁冬休みもな

全教育活動に道徳教育を ─ 学級経営編② ─

‼

んは書いてきました︒思わずなん

●
『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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‼

松島千尋
長野県松本市立会田中学校教諭

第11回

道徳 ここが大事！
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