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雨宮 清

地雷除去機開発から伝える
国際貢献の大切さ
株式会社 日建 会長

ようやく試作機が誕生し、その後、二つのタイプ

そして二〇一七年三月現在、九か国で百二十五

※学研『中学生の道徳 かけがえのないきみだから ２年』に「危険地帯から実りの土地へ」を

現在、世界各地に一億個以上の地雷が埋まって
されているため、今でも犠牲者が絶えないのだ。

台が活動するまでに至った。それらは、地雷原周

の地雷除去機が完成した。

一九九四年、この現実をカンボジアで知った私は、

辺の環境に最適化するため、一台一台カスタマイ

いるといわれる。戦争時に埋められたまま、放置

非人道的な地雷を除去しなければと、強い衝動に

ズされたものである。

カンボジアの地雷が除去された地域は、道路が

かられた。しかし、一個除去するのに、手作業で
は約二時間かかる。地雷除去の機械化が必須と感

整備されたり、農地に再生されたりして大きく変

ると、まだ設備も先生の数も不十分だが、そこに

じ、建設機材を販売する自分の会社で、地雷除去
私は農家に生まれ育った。子どものころに見た

は子どもたちの屈託のない笑顔があった。心から

わった。学校ができた元地雷原もある。訪れてみ
耕運機や脱穀機をヒントに、除去機のアイデアが

楽しそうに、同級生と遊んでいた。それを見て、

機を開発する決断をしたのだった。

浮かんだ。ところが実際の製作は容易ではなかっ

私はこうした現実を日本の子どもたちにも伝え

私は改めて平和のありがたさを思い知り、胸を打
ジャングル化しているのだ。そのため、草木の除

たいと思った。地雷被害国の人々の悲惨な境遇や

た。熱帯雨林気候のカンボジアでは、植物の生育

去も行える機械が求められた。また、雨季と乾季

地雷除去により大地がよみがえる様子を広く知っ

たれた。

とでは地面の硬さがまるで違うのである。さらに

てもらうために国内各地の学校で講演活動を行い、

が早く、内戦時に地雷が埋められた場所の多くは

雨季の大水で、地雷が浮上して予想外の方向へ流

（あめみや きよし）

平和の大切さ、国際貢献の大切さを訴え続けてい
る。 

されることも知った。
試行錯誤の結果、開発を開始してから四年後に

掲載しています。
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21世紀

「心のバリアフリー」を
めざして
臼井二美男
公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター 義肢装具士

患者さんと話してわかるのは︑障害があると︑

心にも大きな傷ができるということです︒失望感

自由な人のための義足を作る仕事をしています︒

私は鉄道弘済会所属の義肢装具士です︒体が不

す︒他人を拒み︑自分をも拒否する︑そうした大

で︑家に閉じこもってしまうことも︑よくありま

んだと思いこんでしまうこともある︒ふさぎこん

どんな義足がよい義足か

この仕事に携わり︑まず気づいたのは︑ただ患

きな心のストレス︒これを私も理解しようと思い

に支配されて︑自分はもう社会に必要ない人間な

者さんの足を計測しただけでは︑はき心地のよい

ました︒

仕事を始めて二年ほど経ったころです︒たまた

スポーツ義足との出合い

義足は作れない︑ということです︒力の入れ方や
角度で︑足の形は変わります︒だから実際に義足
をはいた患者さんの具合を見て調整しないと︑合
いう許容範囲も︑患者さんによってそれぞれ違い

ま読んだ︑義肢業界の専門誌に︑スポーツ義足を

うものにはなりません︒しかも合う︑合わないと
ます︒患者さんが気に入るまで︑何度も調整を繰

ました︒その選手の義足は︑足の形ではなく︑カ

はいたアメリカのパラリンピック選手が載ってい
患者さんとのコミュニケーションも大切です︒

ーボン製の板を曲げた﹁板バネ﹂でした︒膝の仕

り返す︑根気のいる仕事です︒
患者さんの性格を理解して︑ゆるめがよいのか︑

組みも生活用の義足とは異なるものでした︒

さっそく職場にかけ合って︑スポーツ義足の部

ぴったりがよいのかなどの好みを知ること︑そし
てどんな義足がその患者さんの生活にとって最善

品を手に入れました︒試しに一つ作ってみると︑

けっこううまくできたので︑かつての患者さんだ

なのか︑想像して作ることが重要です︒
そして意外だったのは︑そうやってフィットし

った二十代の義足の青年に︑はいて走ってもらい

すると彼は︑五歩くらい︑ポンポンポンと走れ

た義足ができたとしても︑その義足で走ることは︑
の義足は︑構造上︑歩くためだけの用途しかなか

たのです︒風を感じたそうです︒そして︑うれし

ました︒
ったのです︒自分の膝ではなく︑走る速さで曲げ

涙を流しました︒足を切断してから約十年間︑走

とても難しいという事実でした︒特に膝上切断用

伸ばしはできません︒生活用の義足は︑もともと

れたことはなかったのですから︒

自分は走れるという自信︑今までできないと思

足に備わっていた︑走ったり跳ねたりする機能と
しては不十分だったのです︒
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21世紀

でしょう︒彼の喜ぶ姿を見て︑スポーツ義足は︑

っていたことができた喜び︑これが大きかったの

のです︒スポーツをすることで気分は晴れるし︑

でも続けていると︑内向的な部分が消えていく

んでした︒自力で起き上がるのも練習ですから︒

みんな︑よく転びましたが︑助けには行きませ

たりもします︒ときには︑義足ファッションショ

す︒みんなでバーベキューをしたり︑温泉に行っ

るし︑お互いが助け合う︑いい関係ができていま

小学生から七十歳までいて︑先輩は後輩に教え

心にかえり心機一転！ といった理由からです︒

ところが︑作っても作りっぱなしでは︑使って

これから作っていく価値があると思いました︒
似た境遇の人と友だちになれるからです︒

係は切れてしまいます︒そのため︑スポーツ義足

るようになれば退院します︒すると︑病院との関

ふだんの歩き方もきれいになります︒陸上競技で

でも︑それが大きな自信になるのです︒さらに︑

練習すれば記録は伸びます︒たとえ少しの進歩

へ 行 か な く て も︑ で き る こ と を す れ ば い い し︑

とならできるのです︒あえてバリアフリーの場所

一人だとしりごみしてしまうことでも︑みんな

もらえません︒患者さんは︑生活用の義足で歩け

でのリハビリは︑病院ではできないのが普通なの

は︑まわりの人に注目されます︒そうすると︑義

﹁あ︑こんなこともできたんだ﹂という発見もう

軽にやろうよ﹂
﹁飲み会に来るだけでもいいよ﹂

でも最初はなかなか集まりませんでした︒
﹁気

クの選手に選ばれる人まで現れました︒スポーツ

する人も出てきました︒なかには︑パラリンピッ

クラブへ通う人や︑障害者陸上競技の大会に出場

ヘルスエンジェルスだけでなく︑ほかのスポーツ

やがて︑参加者は少しずつ増えていきました︒

ことが増えるといいな︑と思います︒

られたことに注目する︒そうやって見つけられた

ったから逆にできるようになったこと︑新たに得

足を失った事実を受け止めたうえで︑義足にな

ーも開催します︒

です︒

足をちょっとおしゃれな色や柄にするなど︑気持

れしいものです︒

ならば私は︑自分で関係を作ろうと思いまし

ちが前向きになるのです︒

﹁仲間が増えるよ﹂そんなふうにメールや電話を

義足で人生が変わったといえます︒

に対して︑大変だ︑かわいそう︑とか︑助けてや

た︒そしてかつての私の患者さんたちに︑声をか

何度かしたところ︑ようやく四人集まりました︒

そうはいっても︑心の傷はなかなか消え去るも

ろう︑といったような意識が強いと感じます︒で

けました︒
﹁義足で走ってみないかい﹂と︒

これが︑切断者スポーツクラブ﹁ヘルスエンジェ

のではありません︒私はほどよい距離を保ちなが

も海外では︑障がい者スポーツが当たり前になっ

てほしいと思っています︒日本では︑まだ障害者

そうした障がい者の実情を︑健常者にもわかっ

ルス︵ Health Angels
︶
﹂のスタートでした︒月に
一回︑日曜日に活動しました︒

ら︑義足の人たちに長く寄り添うことで︑彼らが

てきています︒障害を理解したうえで︑選手にエ

ールを送り︑一緒に競技を楽しんでいます︒

障がいがある人とも普通の気持ちで接すること

でしょうか︒それがよくいわれる﹁心のバリアフ

二〇二〇年へ向けて

たくましくなっていくことを願っています︒

ヘルスエンジェルス︑
本格始動！
コーチは︑最初私一人でした︒スポーツを教え

現在ヘルスエンジェルスは︑
﹁スタートライン

から︑思いやりや人間理解が生まれるのではない

いうより︑義足の調整をしました︒体重をかけた

リー﹂に通じるのではないかと私は思います︒

る面では︑素人です︒そこで︑走り方を教えると
ときの衝撃の痛みが和らぐよう︑接合部の角度調

︵うすい ふみお︶

﹂と名前を変えています︒二〇二〇年の東
Tokyo
京オリンピック・パラリンピックに向かって︑初

節を工夫したのです︒
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考え、議論する
道徳授業のススメ

新学習指導要領と道徳教育
大阪体育大学 工藤文三

く︑教育課程を社会に開かれたも

うにすることを意味する︒

三月に新学習指導要領の告示が行

中教審答申を受け︑平成二十九年

ついては︑平成二十八年十二月の

一方︑道徳科を除く各教科等に

施される
︵中学校は平成三十一年度︶
︒

小学校は平成三十年度から完全実

﹁特別の教科 道徳﹂と改められ︑

れ た︒従 前 の﹁ 道 徳 の 時 間﹂が

及び学習指導要領の一部が改正さ

七年三月に︑学校教育法施行規則

道徳教育については︑平成二十

活用や社会教育との連携を進める

の実施に当たって︑地域の資源の

確にすること︒第三は︑教育課程

資質・能力を教育課程において明

切り拓いていくために求められる

会の中で︑子どもが自らの人生を

すること︒第二は︑これからの社

会を創るという目標を社会と共有

よい学校教育を通じてよりよい社

って示されている︒第一は︑より

た教育課程﹂の趣旨が三点にわた

中教審の答申に﹁社会に開かれ

している︒

の目標・内容に貫いて構造的に示

力の三つの柱を総則及び各教科等

は︑内容にとどまらず︑資質・能

として示してきた︒今回の改訂で

り扱うべき内容を教育課程の基準

これまでの学習指導要領は︑取

資質・能力の三つの柱に基づく
構造化と道徳教育

期待されているのである︒

社会形成につながっていくことが

断に生かされるとともに︑公正な

一人の様々な行為場面における判

道徳教育の成果が児童生徒一人

われた︒新学習指導要領は︑平成

ことである︒第三の点はこれまで

道徳科及び道徳教育の改訂は先

のとすることを求めている︒

二十七年に改善された道徳科が組

も取り組まれてきたが︑第一の内

はじめに

み込まれて構成されており︑今後

行してなされたため︑この三つの

い な い︒道 徳 科 の 内 容 に つ い て

容は︑学校教育の役割や働きの本
学校教育における学習が単なる

は︑扱うべき道徳的価値が示され

一体の内容として展開されること
先行して改訂された道徳教育と

学習の経験やいわば〝学校知〟に

ているのみで︑三つの柱との関連

柱による構造的な整理は行われて

新学習指導要領とが︑どのように

とどまることなく︑子どもの人生

が示されているわけではない︒

質に関わる内容を含んでいる︒

関係し実施されていくのか︑考え

において意味をもち︑社会の問題

になる︒

てみたい︒

校教育の在り方として提起され︑

携については︑既にこれまでも学

開かれた学校作りや地域との連

実践意欲を育て︑道徳性を養うこ

て︑道徳的判断力︑道徳的心情︑

点から考えると︑道徳教育を通じ

このことを道徳教育の意義の観

いるとも考えられる︒

ことには無理があると見なされて

性﹂を︑目指す資質・能力とする

表現力﹂
︑
﹁学びに向かう力や人間

識・技能﹂や﹁思考力・判断力・

おいては︑三つの柱に当たる﹁知

このことは︑道徳の学習指導に
いえる︒

ほとんどの学校で何らかの形で実

とが︑児童生徒の日々の生活に生

解決に資することを求めたものと

﹁社会に開かれた教育課程﹂
と道徳教育

施されてきた︒今回の改訂の特色

かされ︑今後の人生に真に働くよ

翻って考えてみると︑道徳的価
は従前の学校運営の側面ではな
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力・判断力・表現力や学びに向か

も可能であると考える︒特に思考

質・能力を目標として用いること

進 め る 場 合︑こ れ ら の 三 つ の 資

値について︑教材を用いて授業を

らの学びに向けた取組が課題にな

されており︑学校現場では︑これ

育活動全体に及ぶ学びとして明記

いるが︑総則の冒頭で︑学校の教

る必要はない﹂とわざわざ記して

を導入しなければならないと捉え

して解決策を考えたり︑思いや考

考えを形成したり︑問題を見いだ

深く理解したり︑情報を精査して

ら︑知識を相互に関連付けてより

応じた見方・考え方を働かせなが

﹁⁝⁝生徒が各教科等の特質に

関 連 が 整 理 さ れ る︒ま た︑
﹁見

科等の学習が果たす役割や相互の

道徳科の意義が明確になり︑各教

ことによって︑教育課程における

﹁見方・考え方﹂を明確にする

る資質・能力とは何か︑教育課程

がなされていく中で︑道徳におけ

計画が作成され︑教育実践の蓄積

今後︑三つの柱を軸とした指導

今後︑各教科等においてこの学

を図ることが明確にされている︒

まとまりの中で︑この学びの実現

で︑単元や題材など内容や時間の

画の作成と内容の取扱い﹂の冒頭

具体的には︑各教科の﹁指導計

や考えを形成するなどの学習過程

せることを通し︑知識の関連付け

各教科等の見方・考え方を働か

第１章総則︶

図ること︒
﹂
︵中学校学習指導要領

かう過程を重視した学習の充実を

えを基に創造したりすることに向

道徳科固有の﹁見方・考え方﹂を

役割を果たすことを踏まえると︑

動全体で行う道徳教育の﹁要﹂の

一方で︑道徳科は学校の教育活

がより明確になる可能性がある︒

り︑道徳科のカリキュラムの構造

階に応じて整理されることによ

方・考え方﹂が学年段階や学校段

して示すことも可能だろう︒

考え方﹂を働かせることを目標と

う人間性は︑道徳の学習において
ると思われる︒

全体で目指す資質・能力との関連

びの実現が追求されることになる

を重視することが必要とされてい

を記している︒

も有効な資質・能力といえる︒

の整理が進むことが期待される︒

が︑各教科等の特質に応じて進め

主体的・対話的で深い学び
と道徳教育

は︑構造的に無理があると捉える

他教科等と並列に設定すること
これらの総則の記述と同時に︑

る︒

れることになる︒

られる道徳教育においても目指さ

主体的・対話的で深い学びにつ
いても︑道徳教育に係る改訂以降

普遍的な視点﹂であること︑主体

が国の優れた教育実践に見られる

指導要領の解説総則編では︑
﹁我

この学びの意味について︑学習

のである︒

新学習指導要領に盛り込まれたも

か︑今後の実践課題といえる︒

どのように捉え取り扱っていくの

深い学びを道徳科の授業において

体として目指す主体的・対話的で

に記されていない︒教育課程が全

の実現を図ることについては︑特

やそれに至る心情や動機などを道

のであろうか︒道徳では人の行為

て︑見方・考え方は想定できない

は︑この記載はない︒

記 さ れ て い る︒道 徳 科 に つ い て

考え方﹂を﹁働かせ﹂ることが明

特別活動の目標の冒頭に﹁見方・

べきであり︑そのことによって教

領の趣旨が浸透していると捉える

ても総則に示された新学習指導要

いずれにしても︑道徳科につい

性や発展性に関する検討が進むこ

関連や学年間︑学校段階間の系統

考え方﹂を用いて︑教科等の相互

今後︑各教科等ごとの﹁見方・

こともできる︒

的な学び︑対話的な学び︑深い学

﹁見方・考え方﹂を働かせること
と道徳教育

徳的価値の視点から捉え︑自らの

育課程としてのまとまりが明確に

各教科及び総合的な学習の時間︑

びの視点からの授業改善を目指す

新学習指導要領では︑主体的・

考え方や基準を形成していく︒こ

なっていくものと考える︒

一方︑道徳科においてこの学び

こと︑単元や題材など内容や時間

対話的で深い学びとの関連で︑各

の点から考えると︑道徳科におい

の中教審の審議の中で提起され︑

のまとまりの中で実現を図るもの

教科等の特質に応じた見方・考え

ては︑
﹁道徳的価値に係る見方・

︵くどう ぶんぞう︶

とが予想される︒

であること︑などが示されている︒

方が示され︑次のようにその意義

それでは道徳科の学習におい

解説には﹁全く異なる指導方法
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道・徳・授・業 私の実践

授業の実際

森田 諒子

を落として負けた時

・運動会のリレーで友達がバトン

東京都渋谷区立鳩森小学校教諭

教材の世界観を生かし︑
話し合いを活性化する授業の工夫

はじめに

︿展開前段﹀
部屋を暗くし︑落ち着いた雰囲

世界観を出すため︑演出を工夫し

た︒暗幕を閉め︑教卓に赤い布を

かけ︑銀の燭台を中央に置いた︒

﹁すごい！ きれい！ 高そう！﹂

という声が聞こえてきた︒電気を

消してろうそくに火を付け︑音読

を始めた︒

話し合う時間を確保するため︑

前段での発問は二つに絞った︒

︵発問②︶司教は︑ジャンのうそ

を許し︑銀の燭台までも手渡しま

した︒あなたなら︑ジャンのした

ことを許せますか︑許せませんか︒

﹁心のバロメーター﹂で表しまし

ょう︒

○内容項目 寛容・謙虚

また﹁心のバロメーター﹂を用

思う︒それに司教の暮らしがも

・絶対に許せない︒裏切られたと

○主題名 ゆるすことの尊さ

特に大切にしていることは︑次の

○教材名 ﹁銀のろうそく立て﹂

いて︑自分の気持ちを表現させ︑

っと貧しくなってしまう︒

道徳の授業づくりにおいて私が
三点である︒

︵
﹃みんなのどうとく５年﹄学研︶

話し合いの活性化をはかっている︒

児童の反応

①教材の世界観を生かす工夫

○ねらい 謙虚な心をもち︑広い

気の中で︑しっとりと音読をする︒

②話し合う時間の確保

心で自分と異なる意見や立場を大
切にしようとする心情を育てる︒

のためにならない︒

・盗みは犯罪だ︒許したらジャン

③じっくりと自己に向き合わせる
こと

・貧しい人のためにな

ることは︑容易ではない︒発問の

︵発問①︶相手のことを許せなか

る︒

許 せ ない気 持 ち を

が大きい︒

許せない気持ちの方

も少しある︒でも︑

るならという気持ち

︿導入﹀

﹁銀のろうそく立て﹂の作品の

一時間の授業でこの三点を取り

精選と授業時間の配分が大切にな

った経験はありますか︒

事前アンケートの結果を紹介す

る︒今回は︑本校の五年生で行っ

・遊ぶ約束を無断で破られた時

入れ︑道徳的価値への理解を深め

た授業実践を紹介する︒

心のバロメーター
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︵発問③︶司教がジャンを許した

とで︑次の発問へ自然につなげた︒

だろう︒
﹂という思いをもたせるこ

けれど︑どうして司教は許したの

・司教は︑火のぬくもりを感じて

た悪いことをしたと思う︒

まってしまったら︑ジャンはま

ないという人もいるけれど︑捕

・許すことはジャンのためになら

のかもしれない︒

て︑許してもらったことがある

ライラするから︑落ち着いて考え

思う︒でも︑やっぱりその時はイ

相手の気持ちを聞けばよかったと

あった︒すぐに怒るのではなく︑

子の悪口を言ってしまったことが

でも︑私もけんかをした時︑その

れて︑許せなかったことがある︒

﹁私は︑親友に陰で悪口を言わ

児童の反応

夫していきたい︒

見据えて︑毎回の教材の提示を工

だからこそ︑子供たちの未来を

残っているものがいくつかある︒

の頃に読んだ作品で︑今でも心に

あるかもしれない︒私自身が子供

したなあ︒
﹂と︑思い出すことが

人生において︑ふと﹁あんな勉強

ることができる︒また︑その後の

また︑
﹁自分だったら許せない

・もしかしたら︑司教も失敗をし

のは︑どんな考え方からだろう︒
ほしかったのかもしれない︒ジ

られなかった︒人のあやまちを許

たくさん出させることで︑司教の

個人で考えた後︑小グループで
ャンの未来に希望の光をともし

すことは簡単ではないなと思った︒
﹂

考えの尊さに気付かせた︒

話し合わせ︑多様な考えを出させ
たかったのだと思う︒

なかなか経験を思い出すことが

・人間誰にでも失敗はある︒

︵発問④︶私たちは︑人のあやま

︿展開後段﹀

を使い︑いくつかの事例を挙げ︑
どこまで許せるか表現させると︑
それを基に書くことができた︒
︿終末﹀
﹃ああ無情 レ＝ミゼラブル﹄の
本を紹介し︑
司教との出会いがジャ
ンの人生を変えたことを伝えた︒

おわりに

︵もりた りょうこ︶

た︒見方が偏りがちなグループに
は︑
﹁ジャンは十九年間も刑務所

・お金が十分にあれば盗まなかっ

ちや罪を︑どこまで許すことがで

トの結果と﹁心のバロメーター﹂

できない児童には︑事前アンケー

たはず︒家族のために盗んでし

ことで︑
児童は教材の世界観にどっ

教師が教材提示に情熱をかける
出しながら︑
﹁許すこと﹂につい

ぷりと浸り︑自分ごととして考え

きるでしょう︒自分の経験を思い

児童の反応

う支援した︒

発問をし︑多角的に考えられるよ

手渡したのでしょう︒
﹂等の補助

は︑銀の食器だけでなく︑燭台も

たと思いますか︒
﹂
﹁どうして司教

握りしめ︑どんなことを考えてい

か︒
﹂や﹁ジャンは︑銀の燭台を

にいたけど︑何の罪だったのです
全体発表は、ハンドサインで意思表示

て今日考えたことを書きましょう︒

まったのだと思う︒
・根はいい人だから信じたのだと
思う︒
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道・徳・授・業 私の実践

﹁目の見えない犬

ダン﹂
の道徳授業実践

│
﹁自立﹂
﹁協働﹂
﹁創造﹂の授業づくり│

いた︒十一月十日に授業公開を行

う際︑三年生で内容項目を﹁生命

の尊さ﹂とする本授業を実践した︒

考え︑議論する道徳

本授業実践では︑ねらいとする

道徳的価値について児童一人一人

の思いやとらえ︑つまり価値観に

ついて考えさせるようにしている︒

この学習により多様な価値観に触

﹁目の見えない犬

二人の少女は坂本さんに訴えた︒

犬は︑どうして捨てられるの﹄と︑

る︒
﹁協働﹂は︑互いに考えを交

剣かつ主体的に考えるものであ

て考える際︑自分のこととして真

る発問︶に工夫を凝らす︒次に児

の練り上げと切り返し発問︵深め

観を引き出すために︑
﹁中心発問﹂

くのである︒これらの多様な価値

齊藤照夫

愛媛県松山市立潮見小学校

坂本さんの度重なる呼びかけや少

流し︑自己と他者の考えの相違点

童が発言した多様な価値観につい

愛媛県松山市立生石小学校校長

れ︑価値について多面的︑多角的

﹁平成五年夏︑学校近くの団地

女たちの熱意は︑ついに住民の心

と共通点に気付き︑どうしてそう

な見方や考え方ができるように導

に住む二人ののぞみさん︵当時五

を動かし︑子犬を団地で育てるこ

て議論する︒議論を通して︑互い

ダン﹂の学校

歳︶は団地横の川に捨てられた段

考 え た か を︑ 児 童 同 士 が 問 い 返

る︒深め合うとは︑友達の意見を

とになった︒子犬は︑団地で飼う

である︒

聴き︑自分が納得するものを考え

ボール箱を見つけた︒中に何かい

これが︑前任校︑潮見小学校の

﹁創造﹂は︑学級の成員間で﹁合

ることである︒納得する理由を大

に認め合ったり︑深め合ったりす

頼んで拾い上げてもらった箱の中

宝の一つ︑
﹁ダン﹂のエピソードで

意形成﹂を図り︑みんなが納得で

切にしながら︑合意形成を目指す

し︑よりよき考えを探求するもの

にいたのは︑目の見えない︑耳も

ある︒この話を資料として取り組

きる新たな考えを創るものである︒

ので﹃ダン﹄と名付けられた﹂

聞こえない︑鳴くこともできない︑

んだ授業実践を紹介する︒本授業

話合いに臨む︒

る︒団地の自治会長の坂本さんに

生まれて間もない白い子犬だった︒

は﹁第二期教育振興基本計画﹂に

二人は︑犬を飼ってもいいかお

実際の授業で行った中心発問は

﹁クローズ・エンド﹂
への
アプローチ

世話を続けた﹃わたし﹄たちは︑

明 記 さ れ ている﹁ 自 立 ﹂
﹁協働﹂
﹁創造﹂のできる児童を育てると

第五十二回全国小学校道徳教育研

どんなことを考えていたでしょう﹂

母さんに相談したが︑だめであっ
た︒団地では動物を飼えないのだ︒

いう特色をもつ︒

究大会会場校という栄誉をいただ

﹁強く反対されてからも︑子犬の

﹃盲導犬は︑目の見えない人を

﹁自立﹂は︑児童が価値につい

潮見小学校は平成二十八年度︑

助けてくれるのに︑目の見えない
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った︒この発問により児童は大い

大切な考えはどれでしょう︒
﹂であ

の中で︑みんなの心を一つにした

合うための発問は﹁出された考え

であった︒また︑認め合い︑深め

いに考えを

し合い︑互

思いを組み合わせてしっかりと話

まとまったのである︒それぞれの

こととし︑命を大切にしよう﹂と

だからこそ︑
﹁ダンを飼ってよい

り︑道徳的価値の自覚は一層深ま

するのである︒このやりとりによ

とをすでに考えていたことを自覚

は︑本時にまとめたものと同じこ

せ︑本時に発表させる︒その児童

称 揚 し た︒ こ の 体 験 を 振 り 返 ら

っているね︒すごいことです﹂と

的︑
﹁創造﹂的に話し合う場が保

に議論する︒
﹁自立﹂的︑
﹁協働﹂
尊重し︑納

る︒

のを創造し

評価についての一考察

︵評価例︶

○○さんは︑
﹁命の大切さ﹂に

ついてすべての生き物に同じよ

うに命があり︑同じ命だからこ

そ大切にしなければならないと

いうことを理解しています︒さ

らに大切な命だからこそ︑今育

てているサクラソウを︑ホウセ

ンカのように枯らすことなく︑

大切に育てますという実践意欲

と同じものを自己が持ちえている

前掲の議論により納得した考え

心に書くワークシートがある︒こ

り︑考えたこと︑学んだことを中

記﹂という︑本時の学習を振り返

私たちは︑合意形成を価値の押

た︒

・ルールよりも命が大切

かどうか︑自分探しを最後に行う︒

れがこの児童にとって一年間を通

し 付 け と は 考 え て い な い︒ 理 由

も感じられます︒

・生き物には一つ一つ命がある

この際に生かされるのが︑全教育

して︑最も深く学習した記録とす

は︑合意形成された考えと自分の

潮見小学校では︑
﹁にこにこ日

・命がないと生きられない

活動において﹁命の大切さ﹂につ

れば︑評価の材料となりうる︒

自己を見つめる道徳

得できるも

障される︒そして︑価値理解︑人
間理解が深まるのである︒
中心発問に対する児童の反応は
次のとおりであった︒

命はなくしたら終わり

いて指導した内容である︒本時で

ね れ ば︑
﹁自立﹂
﹁協働﹂
﹁創造﹂

えよう︒このような授業を積み重

の考えを﹁社会化﹂するものと言

えを確立する︒換言すれば︑自己

を通して︑見つめ直し︑自己の考

形成された考えというフィルター

得する考えに至る︒つまり︑合意

考えとを比較し︑最後に自己が納

終わりに

・命はひとつしかない

ます︒そのとき︑だれにでも命

ているサクラソウを大切に育て

てしまいました︒だから今育て

がいっぱいできていたけど枯れ

前育てていたホウセンカで︑種

︵ワークシート・抜粋転記︶

は︑理科学習におけるチョウの幼

た︒世話を誠実に行った児童に対

三年生ではあるが︑命の﹁偶然

これらをもとに︑
﹁出された考

し︑
﹁どうしてそのようにしっか

虫の世話に誠実に取り組んだ児童

えの中で︑みんなの心を一つにし

り世話ができたのかな﹂と尋ねる

性﹂
﹁平等性﹂
﹁有限性﹂などに基

た大切な考えはどれでしょう﹂

と︑
﹁命は一つしかないから︑死

の道徳的行為について取り上げ

と︑さらに議論を進めた︒児童同

はあるということを心にしっか

できる児童の成長へとつながるで

り持って生活したいです︒
した﹂と答えた︒すかさず﹁命を

あろう︒

︵さいとう てるお︶

大切にするということがよくわか

なせてはいけないと思ってやりま

づく考えが述べられている︒

・人間も子犬も︑同じ大切な命

潮見小にあるダンの像

士 が 話 し 合 い︑ 納 得 し た の は︑
﹁どの生き物にも同じように一つ
の大切な命がある﹂ことだった︒
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道・徳・授・業 私の実践

取組の内容

関口

達

その際︑職員研修を通して全学

という研究仮説に基づいている︒

鹿児島県鹿児島市立武中学校教諭

生徒の自尊感情を高める
道徳の授業の創造

はじめに

級での共通理解・共通実践事項を

ながら活動する︒
︵左図参照︶

二 授業の実践
・自覚化での話し合い活動の時間

己の内面を可視化する手立てとし

い生徒も少なくない︒そこで︑自

自己の思いをうまく表現できな

鹿児島県では道徳の時間につい

を確保するために︑主な発問数

て︑心の揺れを割合で表す心情円

以下のように定めた︒

け︑道徳の授業の在り方を平成二

て︑展開の指導過程を焦点化︑追

を三〜四問にする︒

一 授業の構成

十五年度から二年間研究した︒そ

求・深化︑自覚化の三段階で構成

本 校 は︑ 鹿 児 島 市 の 指 定 を 受

の成果を基に︑平成二十七年度に

九州地区中学校道徳教育研究大会

授業の創造﹂を大会主題として︑

化の段階に時間を割くことを重要

ら離れ︑生徒の思考を深める自覚

本校では︑なるべく早く資料か

・各グループ内で進行・記録・全

三年生の﹁二通の手紙﹂を用い

グラフを自作し︑活用した︒これ

することが多い︒

の会場校として授業を公開した︒

視した︒これは︑自己の思いを︑

体発表の役割を決めさせる︒

た授業では︑自分が元さんの立場

・話し合い活動の時間を少なくと

﹁生徒の自尊感情を高める道徳の

その際︑私は県道徳部会事務局長

自信をもって他者に伝えるととも

・慣れるまでは︑本校で作成した

だったら姉弟を入園させるか否か

・グループの人数は四人を基準と
する︒

手段としても役立った︒

師が生徒の思いを効率的に見取る

て発表しやすくなった︒また︑教

により︑生徒が自己の心情につい

として︑校内では研修主任として

に︑他者に受け入れられる経験の

﹁司会カード﹂
︑
﹁語り合いの進

について︑母親からの手紙の前後

も十分程度確保する︒

運営に携わった︒

積み重ねから︑生徒の自尊感情を

め方・聴き方のポイント﹂を見

ここでは︑その取組の成果を報

高めることができるのではないか︑

告したい︒
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で資料を区切り︑二度質問した︒
そ の 際︑ 意 見 が 変 わ ら な い ま で
も︑心情円グラフの割合の変化に
よって生徒の心情の動きをとらえ

や丸囲みなどで相違点をまとめた︒

実践の共有

学期に一回のペースで︑学年で

一 職員研修での授業研究

生徒には︑その理由を発表させて
分担して検証授業を行った︒その

ることができた︒考えが変わった
話し合いの材料とし︑生徒の考え
際︑指導案に三色の付箋紙を添え

青 良かった点

は以下のとおりである︒

て配付した︒それぞれの色の役割

を深化させた︒
また︑グループでの話し合い活
動では︑考えをまとめ交流を図る
ために︑マグネット式のホワイト

書きしたものを貼り付けた︒

この活動のねらいは︑教師が生

徒の考えを見取るだけでなく︑生

徒同士の感情の共有化を図った

り︑互いの考えを認め合ったりす

ることである︒また︑授業後も自

他の思いを目にする環境を設定す

ることで︑日々の生活における実

践力につながっている︒

必要に応じて授業者との質疑応答

て︑まずは道徳の授業を﹁毎時間

本校では︑道徳の教科化に向け

おわりに

黄 質問・その他

の時間をとった︒最後に︑司会者

しっかり行うこと﹂と共通理解し

その後︑各グループが発表し︑

授業参観時に︑指導過程に沿っ

が全体を通して今後の課題や改善

赤 改善点

前に必要なスペースを確保し︑各

て書いた付箋紙を指導案に貼り︑

ボードを活用した︒

グループの場所を指定することで

ている︒ねらいを共有し︑毎時間

を貼り付けた︒似た意見をまとめ

した指導案の該当箇所に︑付箋紙

グループに分かれ︑拡大コピー

問について考えたことや授業を通

の壁に掲示している︒主に中心発

さを基準として︑教室側面や後方

設置している︒模造紙一枚分の広

いく中で︑学級に道徳コーナーを

毎週の道徳の時間を積み重ねて

を高める道徳の授業の創造に努め

今後も工夫を重ね︑生徒の自尊心

﹁チーム・武中﹂の一員として

ないのが実情である︒

道徳的実践力にまで結びついてい

見られるようになった︒しかし︑

意見をはっきり述べる生徒が多く

これまでを振り返ると︑自分の

て色マジックで囲み︑小見出しを

して学んだこと︑今後の生活に生

たい︒

二 各学級の道徳コーナー

の実践を話題にしたい︒

点をまとめ︑共通理解・共通実践

取り入れ︑多くの職員の意見を交

つけた︒グループごとに︑授業者

かしたいことなどをワークシート

夫した︒

への質疑を含めて発表の流れをま

︵せきぐち たつ︶
に記述させ︑教師の見取りを添え

流させ︑練り上げられるように工

につなげた︒

授業の研究協議時に活用した︒

考えをまとめたホワイトボード

研究協議は︑ワークショップを

進捗状況を見取りやすくなった︒
発表時に教師は︑アンダーライン

教師は︑板書計画において︑事

付箋紙を活用した授業研究

とめた︒
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私の実践
道・徳・授・業

道・徳・授・業 私の実践

を交流する仲間であり︑そして︑
自己を客観的に見つめる自分の中

村田寿美子

授業の実践を通して⁝

京都府城陽市立東城陽中学校教諭

自分の中の
もう一人の自分との対話
はじめに

火傷でただれた母の顔を醜いと思

い︑友達に母を見られないように

する主人公︒忘れた宿題を学校へ

届けに来た母に辛く当たった出来

事を知った父から︑母の火傷が自

分を火事から守るためにできた傷

痕であると初めて知らされる︒娘

に心の負担をかけまいと黙ってい

た母の思いを知り︑母に抱きつき

泣きじゃくる主人公であった︒

︵ ３︶ 中 心 発 問 ◎ と 最 終 発 問 ○︑

及び自分を振り返った生徒の感想

◎︵事実を知って︶泣きじゃくる

こに載せられた感想文には︑仲間

の道徳通信を読み返してみた︒そ

込み視野を広げる︒そして︑教材

に刺激を受け︑新しい視点を取り

仲間との対話では︑他者の意見

■資料⁝﹁美しい母の顔﹂

きの実践事例を紹介する︒

間﹄というテーマで研究をしたと

い︑自己内対話を深める道徳の時

︵補助発問︶最初︑母の顔を醜い

る美しさとは何だろう︒

いる﹂とあるが︑今私が感じてい

○﹁今は母の顔を美しいと思って

ふれてきただろう︒

主人公︒涙と共にどんな思いがあ

の意見に耳を傾け︑じっと考えに

中の主人公への自我関与を通し

︵１︶内容項目 ４│︵６︶家族愛

と思っていたのに︑何が主人公の

前任校で﹃生徒が互いに語り合

ふけっている生徒や︑新たな考え

て︑自己内対話により︑自らの生

ねらい 母が命がけで自分の命を

のもう一人の自分であろう︒

にはっと気づいて手を上げる生徒

き方に対する考えを深める︒生徒

本原稿を書くにあたり︑今まで

たちの姿がある︒そして︑その意

思いを変化させたのだろう︒

・この話について考えて︑母親の

守った経緯を知り︑道徳的に変化
対する敬愛の念を深め︑家族の一

強さというものを感じた気がする︒

は
〝視野の広がり〟
と
〝思考の深ま
︵注︶〝主人公への自我関与〟
とは︑生

員としての自覚をもって充実した

自分の母には傷痕や火傷はないけ

見や感想文に彼らの心の成長と人

徒自身が教材中の主人公になりき

家庭生活を送ろうとする道徳的実

ど︑この話に出てくる母親と重な

︵自分を振り返った生徒の感想︶

り︑共感し考えることで︑自らの

践意欲を高める︒

るような気がした︒

する主人公の姿を通して︑父母に

体験としてその道徳的価値を自分

︵２︶あらすじ

り〟
から多くを学ぶのだ︒

の中に取り込んでいくことである︒

となりを感じる︒道徳の時間の醍
醐味はここにあると思う︒

対話的な学びとは⁝
生徒たちは誰と対話するのか︒
対話の相手︒それは︑互いに意見
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いに気づき︑家族の一員としての

振り返って考えることで︑親の思

自分を重ね合わせ︑自分の家族を

感想文から︑生徒たちが主人公に

た証なので美しいと思います︒

日家族のために一生懸命働いてい

て疲れて帰ってくる親の顔は︑毎

ます︒私は︑夜遅くまで仕事をし

みんな美しさを持っていると思い

って言ってたけど︑どんな人でも

・Ｍ子さんは自分の母の顔が嫌い

ないといけないと思った︒

分かった︒やっぱり親には感謝し

分はこういう経験があるのでよく

気持ちがあったからだと思う︒自

も心のどこかで﹁ごめん﹂という

・事実を聞いて泣けたのは︑いつ

勇気でもあると思います︒母は︑

それも大きな愛であり︑優しさや

てしまう︒だから仮面をかぶった︒

たら︑娘に大きな
〝借り〟
を作らせ

気もします︒本当のことを知られ

ざと娘から嫌われようとしていた

でも︑その上から仮面をつけ︑わ

の顔が隠されていたと思います︒

父の力強さ︑母の顔にはその２つ

さ︑そして命をも顧みない必死の

どもを包む〟
︒それが︑母のやさし

その時のとっさの行動で
〝毛布で子

どもの前でこなしていたと思う︒

・当時の母は︑母兼父で両役を子

想文である︒

の﹁美しい母の顔﹂の授業での感

て考えを深めていた︒以下がＴ子

想文にも自己内対話をテーマとし

という表現で彼女の﹁心﹂に対す

いて言及している︒また︑
﹁心の色﹂

自分自身との
〝対話的な学び〟
につ

太字部のように︑彼女はまさに

とを学ぶことができると思った︒

の言葉から︑きっとたくさんのこ

っている時だってあると思う︒そ

自分に向けての言葉も言ってしま

ュニケーションをとっていても︑

ることが大切だと思う︒人とコミ

けではなく︑自分自身の心で感じ

だと思うし︑その心の色を表情だ

ないし︑人は心があるからこそ人

相手のことを想像しなくてはいけ

だと思う︒顔が見えないからこそ︑

の意味で人とつながるということ

〝すごいこと〟というのは︑本当

・ 私 は︑ 加 奈 子 さ ん が 見 つ け た

させようとする心の動きが見える

在るべき姿を判断して自己を成長

自らを見つめ︑深く考え︑自分の

人の自分との自己内対話を通して

視点を取り込み︑その上でもう一

は︑他者との対話によって新しい

影響を与えた︒彼らの感想文から

子だけにとどまらず他の生徒にも

このように︑Ｔ子の考えは︑Ｎ

いことも多いなと思った︒

の言葉を通して考えないといけな

るんじゃないかなと思った︒一つ

のような大人な感情も生まれて来

を知ったら︑主人公に忠告した人

た︒Ｔ子は︑
﹁自分の中のもう一

生徒の考えを刺激することとなっ

︵以下Ｔ子と表す︶の発言が他の

また︑この授業では一人の生徒

︵４︶自己内対話を意識した感想文

に﹂の感想文にも︑自分自身のテ

た︑この生徒は︑
﹁言葉の向こう

き 方 に つ い て 言 及 し て い る︒ ま

顔を持って娘を守り育てた母の生

面として︑その下に母の顔と父の

この感想文には︑火傷の顔を仮

の汚い感情を知ることで︑自分に

自分の中の汚い感情だと思う︒そ

・主人公の言う
〝すごいこと〟
は︑

葉の向こうに﹂の感想文である︒

の発言に刺激を受けたＮ子の﹁言

ると感じた︒次の感想文は︑Ｔ子

る感性豊かな捉え方が表されてい

る︒

間は︑私にとって楽しい時間であ

徒と共に対話し学び合う道徳の時

ではの瞬間である︒このような生

成長を感じ驚く︒道徳の時間なら

想像を超えた深い考えに︑彼らの

も私が学ばされる︒時には︑私の

豊かさと柔軟な物の捉え方にいつ

道徳の時間では︑生徒の感性の

最後に

気がした︒

自分の中にいる自分っていうもの

自分の在り方を見つめるきっかけ

娘を大好きだったと思います︒

人の自分﹂と対話すること︵自己

ーマである自己内対話に絡めて考

プラスになることも多いと思う︒

︵内容項目︑あらすじは省略︶
︒

になったことがうかがえる︒

内対話︶を意識しており︑発言だ

えを深めていた︒以下に紹介する

︵むらた すみこ︶

けでなく︑面談や多くの道徳の感
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道徳ノート（道徳用学習ノート）
たい。教師による「誘導」を極力少なくし，ま

学習履歴として，活用度の最も高いツールであ
る。次の点に留意すると効果的だと考えらる。

た，自己評価の欄を設け，授業に対する印象や自

①一年間の自身の成長の軌跡が見える内容構成。

分自身の取り組み状況（関心の所在）が記録とし
て残るようにする。ほか，授業のテーマについて

のちに「あの時の私」を振り返り，自身の成長
が実感できるように，現在の自分の状態と対照で

考えたこと，友達の発言から影響を受けたこと，

きる内容が望ましい。年間通して利用できるもの

自分の考えが変わったことや新しく発見したこと

である。

などに関する内容が表れることが望ましい。

②教材に関わる内容より，授業を通して児童・生徒

③「道徳科」授業時間内に記述することを想定し，
児童・生徒の負担感が過重でないものがよい。

の心が受け止めた内容が記述されることを重視し

ワークシート
「道徳科」の授業において，教材の内容や登場人物に自
我関与させる目的での利用が中心である。年間のポート
フォリオとしての「道徳ノート」とは活用のあり方を明
確に区別する。利用目的から逸れないよう，次の点に配
慮する。
①議論を活発にし，思考を深める中心発問場面に加え，
自分との関わりから考えて記述する内容を含める。
②授業の指導過程に応じた構成をとるが，教師対児童・
生徒の一問一答のような，形式的に落とし込まない問
いかけ方を工夫する。
③教材の特徴に応じて問いかけ方を変えるとともに，
「絵
で表す」
「手紙を書く」等，形式に多様な工夫をする。

記述を含むアンケート
児童・生徒の意識を調査したり，
考え方の傾向を明らかにしたりする
ために，選択式回答と記述式回答の
両方を備えたアンケートを行う。選
択式回答は統計的な処理（全体に占
める割合を求める）に向き，記述式
は集団的な傾向と個々に固有の意識
を見取ることができる。

（教師用）備忘録ノート
児童・生徒の道徳性に係る様子のエピソードを集

がイメージできる単語で書くことである。

約する目的で使用する。学級全員のセルフページを

そして，これらのエピソードの蓄積から個々の特

作ったり見取った場面ごとに区分のある紙面にした

性（そのよさと課題）が見えてくるので，彼らの努

りすれば，一人一人の行動傾向を見出しやすい。記

力や成長を励ます材料となる。評価活動の基盤であ

述の仕方は「単語（キーワード）
」だけで行うとよ

る，教師と生徒が人格的に触れ合う機会が増え，共

い。コツは，後で見返したときに児童・生徒の様子

感的な理解に資することができる。
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特別解説

評価手法とツールについて
教育評価に用いられる主な手法から，道徳教育に係る評価等について検討される中で取り上げられた
ものを中心にまとめてみました。

ポートフォリオ評価
１年間書きためた 道徳用学習ノ
ート

や感想文・作文，ワークシー

トなどポートフォリオ（集積物）か
ら，一人一人の学習状況や道徳性の
成長の様子を見取る。

パフォーマンス評価
一定の課題を設定し，学習の結果，その課題解決にど
の程度迫ったかを評価する。問題解決的な学習に向く。
また，解決にどの程度近づいているかを判断する指標は
ルーブリックと呼ばれる。
※ルーブリック……課題を解決していると考えられる状態を最終
段階とし，そこに至るまでの経過を数段階に分けて設定する。
学習後の生徒の実態が，課題に対しそれぞれどの段階にあるか
を選択する。課題解決の方法・経緯やあり方が，道徳の場合は
個性・環境によって多様なので，
「到達度評価」や「観点別評価」

多面的に行う評価

とは異質なものである。

定点観測でなく，様々な場所や時
間帯，生活場面で見せる児童・生徒
の多様な表情等に配慮することを重
視する。精度の高い道徳性の成長の
評価に役立てる。

チームで行う評価
道徳の評価は担任が行うが，その確度や信頼
性を高めるには，多面的な見取りが重要にな
る。清掃活動や課外活動の場面，休み時間や放
課後の過ごし方，児童会・生徒会活動などは，
すべての児童・生徒の様子を，全校の教師集団
が学級や学年の境界を越えて見守りあうことが
できる機会となる。また，学校外の様子につい
ては，保護者や地域住民（学校サポーター等）
の方々の協力が欠かせない。それらの情報を交
流させて担任が集約し，きめつけを排した精度
の高い道徳性の成長の評価に役立てる。
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自由度が高く評価にも役立つノートと、
命の大切さを考える補助教材が1冊に！

道徳ノート

（1〜6 年）

いのちを考える教材付き

学年に応じて最適な大きさのマス目を使用したノート。学校・学級の実態に応じて創意工夫ができるよう、
縦書きでも横書きでも使用可能。「学期のまとめ」ページもあり、児童自身の振り返り、評価にも役立つ。
各学年に、道徳科で重点的に学んでほしいテーマである、いのち・いじめ・ESD（持続可能な発展を巡る教育）の
補助教材付き。
▼1年生用
「学期のまとめ」

「ESD」を
取り上げた教材
「自然のゆりかご」
（4年）▼

▼高学年用ノート

▲「いじめ」を
考える教材
「キャプテンはぼくだ」
（4年）
＊教材ページはカラー。

▲1年生用ノート

『中学校「道徳科」スタートブック』
ご希望の場合は、以下の情報をご記入の上、FAXにてお送りください。
①学校名
②担当者名
③住所

ＦＡＸ送付先…03-6431-1783

④電話番号

(学研教育みらい・学校教育事業部宛)

⑤ＦＡＸ番号
⑥ご希望数
●道徳ジャーナル96号●

平成29年10月発行

発行所 株式会社 学研教育みらい
発行人 渡邉洋二／編集人 近藤 茂
本誌のお問い合わせ先…学校教育事業部（〒141-8416 東京都品川区西五反田2-11-8）
内容については……TEL
（03）6431−1565（編集） それ以外のことは……TEL
（03）6431−1151（販売）
URL http://gakkokyoiku.gakken.co.jp

9300004891

●
『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。
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