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ミラクル・ワーカー

新井淑則

たこともあった︒そんな私を粘り強く説得し︑支

埼玉県皆野町立皆野中学校教諭

﹁障害は不便であるが不幸ではない︒
﹂

私は︑自分の経験から︑中学校の生徒に三つの

え続けてくれたのが宮城先生である︒すでに二十

界を歴訪し︑障害者の教育や福祉に貢献した︒日

ことを薦めている︒一つ目は︑多くの人に出会う

ヘレン・ケラー︵一八八〇〜一九六八年︶の言

本にも三度来ている︒まるで野生児であったヘレ

こと︒二つ目に︑自分の夢や希望は︑臆せず口に

年以上の付き合いとなる︒私にとっての宮城先生

ンの家庭教師として︑サリバン先生がやってきた︒

すること︒三つ目に︑いろいろなジャンルの本を

葉である︒見えない︑聞こえない︑しゃべること

サリバン先生は︑ヘレンにしつけや指文字︑言葉

読むこと︒この三つが自分の人生を変えるミラク

は︑まさにミラクル・ワーカーである︒

を教えた︒その後︑サリバン先生は教師として友

ル・ワーカーに出会える秘訣であると︒もしかす

もできなかったヘレンが︑教育を受け︑やがて世

人として︑五十年にわたってヘレンを支え続けた︒

の本であるかもしれない︒
奇跡の人をヘレン・ケラーだと思っている人が多

わない︒しかし︑私に関わった生徒たちが困難に

私が誰かのミラクル・ワーカーになれるとは思

ると︑ミラクル・ワーカーは人ではなくて︑一冊

﹄
︵一九六二年︶
映 画﹃ The Miracle Worker
が日本では﹁奇跡の人﹂と訳された︒そのため︑
いが︑奇跡の人︑ミラクル・ワーカーはサリバン

遭遇したときに︑
﹁そういえば中学校のとき︑全盲

＊新井淑則︵五十六歳︶網膜剥離により視力を失うが︑リハビ
リを繰り返し︑特別支援学校教師を経て平成二十年から中学
校教師への復帰を果たした︒現在は皆野中学校で︑国語の教
師として忙しい毎日を送っている︒

てもらえれば幸せである︒ ︵あらい よしのり︶

でも教師をやっている人がいたなあ︒
﹂と思い出し

先生のことである︒
三十四歳のときに失明し︑失意の底にいた私に︑
﹁新井さんも必ず中学校の教師に戻れるよ︒
﹂と声
をかけてくれた人がいる︒弱視の高校教師であっ
た宮城道雄先生である︒宮城先生からの電話に出
ることを拒否したり︑不安や焦りをぶつけたりし
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考え、議論する
道徳授業のススメ

これからの情報モラル教育
和歌山大学 豊田充崇

められた﹁
﹃情報モラル﹄指導実

ついては︑平成十九年三月にまと

情報モラルに関する指導内容に

構えを身に付けさせる教育である︒
﹂

ていくか︑そのための判断力や心

情報手段をいかに上手に賢く使っ

今後も変化を続けていくであろう

人と人との関係づくりのために︑

﹁よりよいコミュニケーションや

一問一答で板書書き取り形式の

んどだった︒

書するといった形式の授業がほと

け児童が挙手して︑その内容を板

れる︒教師主導型で発問を投げか

工夫がなされていない点が挙げら

情報モラルの定義

践キックオフガイド﹂にて五つの

意見共有の手法は安定した授業進

した考え方を表明する﹂という優

業の意図をくみ取り︑それに呼応

行には欠かせないが︑
﹁教師の授

道徳科の中では︑この定義が最
も捉えやすいと考えられる︒

指導項目︵情報社会の倫理︑法の
理解と遵守︑安全への知恵︑情報
セキュリティ︑公共的なネットワ
ーク社会の構築︶が掲げられてお

これまで︑情報モラルに関する

は︑なぜ悪口や否定的な発言をＳ

めない︒特に情報モラルに関して

等生が際立つ場面であることは否

指導要領解説﹁特別の教科 道徳

授業を幾度となく参観してきた

ＮＳに書き込んでしまうのか︑な

﹁考え︑議論する道徳﹂への
実践上の諸課題

編﹂の情報モラルの節にも継承さ

が︑共通の課題として三点が挙げ

ぜネットに依存してしまうのかな

り︑この五つの項目が今回の学習

れている︒

られる︒

一方︑ 現 状 の 学 校 教 育 現 場 で

豊かで便利な暮らしのビジョンを

行動によって︑情報社会における

り︑情報メディアの適正な活用や

ル教育の最終目的とみなされてお

トラブルの予防・対処が情報モラ

れている︒そのため︑各種ネット

対応とトラブル回避﹂が最優先さ

課題として﹁利用上の安全面への

利用の急速な拡大により︑喫緊の

配慮して︑ＳＮＳ等の解説が不可

は︑所持・利用していない児童に

と な る︒ 情 報 モ ラ ル 指 導 の 際 に

らない﹂という課題を抱えること

時間不足から﹁考え︑議論が深ま

に時間をかけてしまい︑結果的に

るネットトラブルの問題の解説等

し︑登場人物の関係性や生じてい

に︑ストーリーの把握に時間を要

四十五分の授業として考えた場合

ネットワークコミュニケーショ

いという点である︒

む機会を逸してしまうケースが多

くの共感・許容といった感覚を育

に主眼が置かれてしまい︑せっか

はネットトラブルへの予防・回避

最後の課題は︑情報モラル指導

多くあった︒

て議論の余地が出てこない場合も

良い意見で埋め尽くされてしまっ

ィが欠けてしまい︑上辺の行儀の

ど︑本音で語らなければリアリテ

もつまでには踏み込めていない︒

欠となるほか︑場面設定や人物関

ンでのトラブルは︑送信側・受信

一つ目は議論する時間の確保︒

ただ︑生徒指導提要︵平成二十二

係などが複雑になる傾向も見られ

は︑児童生徒らのスマホ・ＳＮＳ

年文部科学省発行︶では︑
﹁情報

側の感覚の相違に起因することが

多い︒
﹁特別の教科 道徳﹂の学

るためである︒
次の課題は︑意見集約の手法に

モラル教育﹂を以下のように示し
ている︒
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いを許容し合う態度を形成するこ

ここで取り上げた教材は一例であ

は物議を醸す︶ための教材を各種

習指導要領解説にも情報モラルの

図２は︑最後のコマのセリフを

公開しているため︑ぜひ当サイト

り︑児童生徒らに︑自分事として

ーネット上の書き込みのすれ違い

空欄にして完成させるタイプとな

︵※︶にアクセスしていただきたい︒

とが重要であることを実感してほ

などについて触れたり︑
﹂とある︒

っている︒自分の考えを︑ここの

指導例として︑
﹁親切や思いやり︑

対面コミュニケーションさえおぼ

登場人物に投影させている︒セリ

判断を促し︑議論を行う︵ときに

つかない児童にとって︑ネットワ

フの記入までは個人で行うが︑そ

小中学生のスマホ・ＳＮＳ利用

しい︒

ークコミュニケーションにおける

のあとはペアやグループで読み合

率は急速に伸びており︑情報モラ

礼儀に関わる指導の際に︑インタ

思いやりや礼儀に配慮するのは困

い︑お互いの意見を共有する︒

明快で︑それぞれの写真は︑撮影

る︒内容はタイトルどおりに単純

してもいいの？﹂という教材であ

影してもいいの？ ネットに投稿

図１は︑
﹁この写真︑勝手に撮

とにした︒

だけシンプルな教材を開発するこ

くいことなどを考慮して︑できる

すいこと︑
﹁正答﹂が予想されに

と同時に他者の意見を受け入れや

握ができ︑本音を引き出しやすい

ておくべき事項であるといえる︒

それゆえに指導の重点として捉え

考え︑感覚はマジョリティなのか

のバロメーターにもなる︒自分の

の感覚がどの位置かを捉える一つ

に︑割合を提示することで︑自分

いった︑今年は⁝⁝﹂というよう

﹁去年は︑○％が許容できると

めの教材といえる︒

が自分とは違うことを実感するた

の感覚は自分とは違う︑許容範囲

合うことを目的としている︒相手

が述べた理由に共感したり許容し

ことが目的ではなく︑各児童生徒

考えられる︒

つの成果につながるのではないかと

ることで回避能力を高めることも一

であるため︑他者の意見を吸収す

断していかなければならない場面

の問題︶であり︑本来は自分で判

であろう問題︵もしくは経験済み

目指しているが︑誰もが直面する

直接的にはネットトラブルの回避を

点を見いだすことが必要とされる︒

班員の同意もしくは建設的な妥協

ことで︑議論がうまれる︒ここでは︑

あえてベストアンサーを選出する

である︒

につなげる可能性をもっていること

が本音を出し合いつつ︑相互理解

様々な感覚をもった児童生徒同士

内において指導する大きな意義は︑

められている︒情報モラルを学級

﹁感覚の相違﹂を実感する活動が求

る︒そして他者と議論することで

において検証する場面が必要であ

判断が妥当なのかを他者との交流

やはり自分で考え判断し︑その

であるといえる︒

理念へのアプローチはさらに困難

や︑情報社会を切り拓くといった

顔 ﹂ に は 対 応 で き な い︒ ま し て

Ｓ Ｎ Ｓ で 際 立 つ 児 童 ら の﹁ 裏 の

げ︑きれいにまとめる道徳では︑

る︒ 優 等 生 の 意 見 だ け を 取 り 上

ルの指導は待ったなしの現状であ

おわりに

難であることは容易に予想できる︒

されても許せるか許せないかを判

マイノリティなのかを自覚し︑ど

前述の諸課題に対応するため
に︑短時間で議論のための場面把

図２

情報モラルの教材開発

断して︑その理由を述べるもので

ちらにいてもお互いが考え方の違

︵とよだ みちたか︶

ある︒ただし︑その理由を考える

（豊田研究室提供）http://www.wakayama-u.ac.jp/˜toyoda/mrl/
※『明日から即実践できる！！情報モラル指導用教材』
教育現場で聞き取ったネットトラブルの事例を元にストーリーを漫画化。全教材、編集・加工・改変を自由に行うことができる。

3

図１

道・徳・授・業 私の実践
Ⓡ

しまう︒家に帰ったぼくは︑その

ことをお母さんに話す︒そこで︑

﹁おばあさんは︑片足が不自由で︑

少しでもよくなるように歩く訓練

をしている﹂ということを知らさ

れる︒

②数日後︑ぼくはおばあさんと再

会する︒今度は︑前回よりもおば

あさんが辛そうに見え︑声をかけ

あさんの後ろを歩いて行くことに

仁美

て︑話合いを進めるために︑人型

する︒

剱

るかどうか迷ってしまう︒結局︑
﹁本当にいいのか﹂
﹁主人公がした

のレゴ Ⓡブロックを用いる授業を

ぼくは声をかけずに︑そっとおば
ことは︑間違っているのではない

新潟大学教育学部附属新潟小学校教諭

レゴ ブロックで教材の場面を再現し︑
多面的・多角的な視点から考えさせる指導

はじめに

しようとする心情を育てる︒

手の立場や気持ちを考え︑親切に

○ねらい 教材の場面や状況︑相

について︑多面的・多角的な視点

構想した︒

これまでの道徳の読み物教材を

で検討させることが不足していた

か﹂など︑主人公の行為や考え方
使う授業では︑教師が﹁主人公は

実際の生活場面で︑子どもが道徳

ような授業を繰り返していても︑

ることが多かった︒しかし︑この

公の行為から道徳的価値を学ばせ

為をすることが望ましいと︑主人

い︑子どもに︑主人公のような行

は︑子どもが資料の場面に入り込

うにしたいと考えた︒そのために

も自身が見いだすことができるよ

況に合った︑よりよい行為を子ど

気持ちを推察しながら︑場面や状

について︑登場人物同士の関係や

このことから私は︑資料の場面

会う︒初めておばあさんに会った

荷物を持っているおばあさんと出

①主人公の﹁ぼく﹂は︑重そうな

○教材の内容

︵
﹃みんなの道徳 ４年﹄ 学研︶

○教材名 ﹁心と心のあく手﹂

○内容項目 親切︑思いやり

○主題名 本当の親切とは

人公の行為

ど も は︑主

問 う た︒子

思 う か﹂と

ことをどう

最初にした

﹁主人公が

ロックで再現しながら読み聞かせ︑

一時間目には︑
①の場面をレゴ Ⓡブ

授業は︑二時間構成で行った︒

的価値に基づく行為を行うことに

み︑自分と関わらせながら考える

とき︑ぼくは﹁荷物︑持ちます︒
﹂

を批判的に

授業の実際

は必ずしも結びついていない︒そ

ことが必要である︒そこで︑資料

と声をかける︒しかし︑断られて

からだと考える︒

の原因は︑道徳の授業において︑

の場面状況を学級の全員が共有し

どのような気持ちだろうか﹂と問

主人公の行為や考え方について︑
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人がいたら︑まず声をかけて助け

い﹂という意識から﹁困っている

がいたら助けてあげることがよ

的価値である﹁困っていそうな人

る親切︑思いやりについての道徳

だ﹂と考えた︒もともともってい

声をかけて聞いてみることが大切

見て︑
﹁困っていそうだとしても︑

﹁そんなに近づいたら︑そっとじ

な い よ﹂
﹁ も う 少 し 近 く で し ょ﹂

周りで見ていた子どもが
﹁そうじゃ

ロックを動かし始めた︒すると︑

は︑﹁こういう感じかな﹂
とレゴ Ⓡブ

﹁そっと歩いて行く﹂という行為

せ た︒こ こ で︑一 人 の 子 ど も が

ブロックで再現しながら読み聞か

いて行くことにする場面﹂をレゴ

とを取り上げ︑その行為について

﹁そっと後ろをついて歩いた﹂こ

る︒

あさんの関係を考えていたといえ

況に照らしながら︑主人公とおば

て︑人と人との距離やその場の状

面の状況の検

加 え︑そ の 場

に対して︑自分の経験や価値観に

子どもは︑主人公の一つの行為

二 時 間 目 の 後 半 に︑主 人 公 が

おわりに

していた︒

判断しようと

りよい行為を

討 を 基 に︑よ

が必要なのか聞いてみることがよ
ゃないよ﹂
﹁位置ってどれくらい

どう思うかと問うた︒子どもは︑

主人公の行為の善し
悪しを考えさせる

い﹂という意識に高まった︒

かな﹂と言ってレゴ Ⓡブロックを

か け て あ げ た 方 が い い﹂
﹁ で も︑

ブロックによる場面の再現で︑子

面を再現することができる︒
レゴ

レゴ Ⓡブロックでは︑
三次元で場
おばあさんの事情もあるから︑見

どもは︑教材の場面を俯瞰し︑場

﹁今回は︑坂だからやっぱり声を

二時間目は︑
②の場面をレゴ Ⓡブ

守ることも大事かも﹂などと︑そ

面の状況や︑人と人との距離感を

動かし始めた︒

ロックで再現しながら読み聞かせ

の場の状況や︑相手のことを考え

把握した︒そして︑学級の全員が

子どもたちは︑主人公の﹁そっ

あ る︒こ の よ う な 学 習 は︑多 面

できた︒まるで﹁箱庭﹂のようで

再現された場面を共有することが

Ⓡ

た︒子どもは﹁坂だね︒よほど辛

て発言した︒

Ⓡ
レゴ ブ
ロックで
教材の場面を再現する

いんだろうな﹂
﹁声をかけて聞い
てみればいいよ﹂﹁足のリハビリ
をしているのが分かったから︑声

︻ペアで再現した
﹁そっとおばあさんの後

間目の学習を基につぶやいた︒こ

と後ろを歩いた﹂という行為に対

道徳の授業におけるこのような

ろをついて歩いて行く﹂
場面︼

こで﹁自分だったらどうするか﹂

して︑
それぞれが思っている
﹁そっ

体験により︑子どもは学んだ道徳

をかけるか迷うな﹂などと︑一時

と問い︑ワークシートに記述させ

と﹂の 違 い に 注 目 し︑
レ ゴ Ⓡブ ロ

的価値を実際の生活場面で適用し

的・多角的な視点から物事を考え

た︒多くの子どもは﹁声をかけて

ックを動かしながら︑その違いを

うか︒

︵つるぎ ひとみ︶

る契機となった︒

聞いてみる﹂と書いた︒

ていこうと考えるのではないだろ
る︒
﹁そっと﹂という言葉を介し

明らかにしようとしていたのであ

次に﹁結局︑ぼくは声をかけず
に︑そっとおばあさんの後ろを歩

LEGO is the trademark of the LEGO Group. @2018 The LEGO Group.
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よりよい授業を目指して
│ねらいに迫る発問の重要性│

われるままに行動するよう指導し

たりすることは︑道徳教育の目指

す方向の対極にあるものと言わな

ければならない︒
﹂と新学習指導

要領解説に示されているように︑

教師から一方的に教え込むような

ことは避けねばならない︒この点

から︑良い授業はそう容易なこと

ではないと考える︒

まり︑授業で子どもたちに考えさ

れているわけではない︒これはつ

を大きく転換させることを求めら

主人公の心情の変化を扱うことが

語を読む必要がある︒なぜなら︑

読み物を教材として使えば︑物

これはそうたやすいことではない︒

にあるといえる︒

る︒良い授業の肝は︑発問の工夫

けで子どもの意見は大きく変わ

にしても︑問い方を少し変えるだ

う︒ある場面で一つのことを問う

上垣雅史

せたことと︑道徳の時間に考えさ

多いため︑物語の理解と道徳的な

そこで︑同じ教材で発問を変え

大阪府高槻市立阿武山小学校教諭

良い授業をするために必要なこ

﹁道徳はどんな授業がよい授業

せなければならないことの乖離が︑

問題を整理して授業を行わなけれ

ととは︑適切な発問に尽きるだろ

なのだろう︒
﹂教科化を間近に控

少なからずあると指摘していると

て授業を行い︑授業後の子どもの

道徳の授業とは

え︑道徳の授業方法についての話

ばならないからである︒また︑授

感想を比較することから︑発問の

考えられるのである︒

業で考えたことを自分のこととし

効果を検証することとした︒

とは︑これまで行われてきた授業

させる文言が記載された︒このこ

だろうか︒それは︑ねらいとする

べき授業とはどのような授業なの

では︑道徳科における︑目指す

師が行う︑ということがある︒し

て︑道徳的価値に関わる説話を教

ここでやってしまう間違いとし

考えを深めさせなければならない︒

４年﹄学研︶

︵出典﹃みんなのどうとく

花をさかせた水がめの話

﹇教材名﹈

授業の実践

て捉える点にも課題がある︒さら

の中で︑読み物の登場人物の心情

道徳的価値について子どもが深く

かし︑
﹁特定の価値観を児童に押

目指す授業とは

題が職員室内で聞かれることが増
えてきた︒新学習指導要領解説に
は﹁ 考 え る 道 徳 ﹂
︑
﹁議論する道

理解のみに偏った形式的な指導が

考えることができ︑深い学びのあ

し付けたり︑主体性をもたずに言

に︑そこから道徳的価値について

少なからず行われてきたことへの

る授業だといえるだろう︒しかし︑

徳﹂という︑話し合い活動を想起

指摘であり︑これまでの授業方法

6

﹇ねらい﹈
ひび割れのある水がめの︑自分
ばかり迷惑をかけて申し訳ないと
思う気持ちから自分を好きになる
までの心情の変化を通して︑自分
の特徴に気付き︑長所を伸ばそう
とする道徳的心情を養う︒
﹇発問Ａ﹈
○水がめが見つけたものは何だろう︒
児童の感想から
・自分にできることがあるだけで
幸せになれる︒
・水がめとして役割を果たせなく
ても別の形で役に立てると思う︒
・自分は役に立たないと思ってい
ても役に立てる︒

花をさかせた水がめの話
○何にたえられなくなったのだろう
・めいわくをかけていること
・役に立っていないこと

・自分のことを好きになれてとても
よかった︒自分をもっと信じたい︒
﹁発問Ａ﹂
﹁発問Ｂ﹂の特徴から

えを深める発問だったと思われる︒

役割に関わる記述が多く見られた︒

ってよかったという意見が多く︑

学びは︑友だちの発言や︑自分と

という子どもの新しい発見からの

﹁そういう考え方もあるのだ︒
﹂

終わりに

道徳的価値について考えたという

の対話の中から起こる︒今回扱っ

﹁発問Ａ﹂は︑水がめが役に立

より︑物語の結末に共感する︑つ

た二つの発問の違いから分かるよ

自分を大好きと思えるようになった

まり物語の読み取りに止まる子ど

うに︑教師の発問が適切でなけれ

・人の役に立つこと
・めいわくをかけないこと
ることは？

今の自分↓大好き

・自分の特ちょうを生かすこと
・人を喜ばせること
・人から認められること
どうしてむずか

自分で見つけ

○自分を好きとはどういうこと 前の自分↓きらい

もが少なからずいた授業だったと

ば︑発言や考える軸がぶれてしま

今回は二つの発問を子どもたち

考えられる︒このことから︑
﹁発

しいのだろう

問いに対して︑自分しかできない

の感想を比較して検討したが︑子

う︒発問をどうするか悩むことは

ことで人の役に立つという役割に

どもたちは︑
﹁読む﹂
﹁聞く﹂
﹁話

問Ａ﹂では︑ねらいとする道徳的

・自分では気がつきにくい

関わる記述も見られたが︑自分を

す﹂
﹁書く﹂ことを通して学んで

多いが︑工夫した発問が子どもた

好きになることはすごいことだ︒

いる︒これまでは検証しやすい子

価値について考えを深めることが

・自分を好きだとはふだん考えない
・自分に自信をもつこと

自分のいいところを探したい︒自

どもの感想を用いて授業について

ちの考えを深めることができたと

分をもっと信じたいなど︑個性の

の評価を行ってきた︒しかし︑今

難しいと考えられる︒

伸長に関わる記述が見られた︒教

後は﹁書く﹂以外の学習状況も意

児童の感想から

材の内容ではなく︑自分自身のこ

識した授業評価にも取り組んで行

き︑大きなやりがいを感じるもの

ととして捉えた感想が少なからず

かなければならないと考えている︒

﹁発問Ｂ﹂では︑自分を好きに

あったことから︑
﹁発問Ｂ﹂は︑ね

︵うえがき まさし︶

・自分を好きになるということは︑

らいとする道徳的価値について考

である︒

（発問Ｂの板書）

なることはどういうことかという

自分しかできないことで人の役
に立てることだと思う︒
・人にめいわくをかけて悪いと思

・希望をもつことが大切だと思う︒
・あきらめない気持ちが大切だ︒

っても︑他の人にとってめいわ

からだと思う︒

好きになれたのは男の人がいた

気がつかない︒水がめが自分を

・自分にとって当たり前のことは

ことだと思う︒

・自分を好きになることはすごい

くだとは限らない︒

・自分の役割をしっかり果たすこ
とが大切だ︒
﹇発問Ｂ﹈
○自分を好きになるとはどういう
ことなのだろうか︒
︵追発問︶
○自分の好きなところは見つけに
くいものなのだろうか︒

・自分のいいところを探したい︒
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道・徳・授・業 私の実践

道徳科における主体的・対話的で深い学びの実現

戸上琢也

〜判断の根拠を比較・検討する学習活動を通して〜
東京都品川区立荏原第五中学校教諭

質的転換の鍵になっている︒

私は︑昨年度︑東京都の長期派

値の理解を基に︑生徒が直面する

道徳科の授業では︑道徳的諸価

業の工夫を考えた︒

え︑議論できるような道徳科の授

目 し︑自 分 自 身 の 問 題 と し て 考

研究の背景

遣研修制度の一環である教員研究

様々な状況において問題を見極

はじめに

生として︑一年間︑学校現場を離

め︑自分はどうすべきか︑自分に

月一回の授業研究を行い︑後進の

者︶として︑現役教員の先生方と

校・道 徳 科︶の リ ー ダ ー︵ 助 言

た︒現在は︑東京教師道場︵中学

道徳科︶の指導方法の研究を行っ

て﹁ 特 別 の 教 科

向けた授業改善が示され︑道徳科

﹁主体的・対話的で深い学び﹂に

ま た︑次 期 学 習 指 導 要 領 で は︑

るなどの改善が求められている︒

践できるようになる道徳性を育て

ことを実行する手立てを考え︑実

何ができるかなどを判断し︑その

問い︵主体的な学び︶
︑教材を通

た場面での主人公の行動について

感想の交流から生徒が印象に残っ

引き出すために︑展開において︑

図１にあるように︑問題意識を

学習指導過程

○問題解決的な学習を取り入れた

な中心的な場面では︑自分自身の

こととして考えを深めさせるため

に︑
﹁もし︑あなただったら︑ど

うするか︒
﹂という課題を立てて︑

根拠を基にした議論を行う︵対話

的な学び︶
︒この議論の中では判

断の根拠を比較・検討する学習活

動を取り入れ︑多面的・多角的に

考える︒さらに︑他者との議論を

受けてもう一度︑課題について自

分なりに考えたことをまとめる

︵深い学び︶
︒



























習活動

○判断の根拠を比較・検討する学

図１ 道徳的判断力を育む学習指導過程

そこで︑問題解決的な学習に着

れ︑東京都教職員研修センターに

﹁主体的・対話的で深い学び﹂
を促すための指導の工夫

育成を行いつつ︑自らも共に学ば

においてもどのように主体的・対

道 徳﹂
︵ 以 下︑

せていただいている︒

その後︑ねらいに迫る上で重要

して価値理解を深める︒
が︑
﹁考え︑議論する道徳﹂への

話的で深い学びを実現していくか

今回は︑昨年度の研究成果を生
かした授業実践を紹介する︒
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ができ︑自分なりの納得解をもつ

一人が︑自分の考えを見直すこと

た︒このことによって︑生徒一人

について考え直す段階を設定し

付いたことを基に︑もう一度課題

ワークシートを授業後に見ること

とともに︑教師も付箋紙を貼った

り︑発言しやすい環境が生まれる

化することで︑生徒の理解が深ま

い︑議論した︒議論の中身を可視

紙を活用したワークシートを用

た︒

りの人にも大切なことだと思っ

とらえることは︑自分にも︑周

・周りの意見も一つの意見として

・相手の表情によって︑今の思い

生徒の反応

ことができると考える︒

で︑議論の様子を振り返って評価

が分かることに共感しました︒
間に授業者が各グループを回り︑

活で人のことを考えるのはもの

に活用することができる︒議論の

﹁寛容の心﹂について︑ネット

画用紙に生徒の意見を吸い上げて

すごく大切なことだと思った︒

授業実践﹁言葉の向こうに﹂

上のコミュニケーションを話題と

掲示し︑学級全体で考え合った︒

をワークシートに記入する︒ＳＴ

青色の付箋紙に︑その根拠や理由

では︑課題に対する自分の考えを

図２に示すように︑ＳＴＥＰ１

と書き込まれたときの気持ちを考

ァンから﹁Ａ選手は最低の選手︒
﹂

ンである加奈子が︑別の選手のフ

ていった︒まず︑Ａ選手の大ファ

きた場面について︑一つ一つ考え

めと関連させ︑本授業を実施した︒

する﹂という単元で︑ネットいじ

単元があり︑今回は﹁人権を理解

科が行われている︒市民科では︑

道徳︑総合︑特活を統合した市民

品川区では道徳科の時間はなく︑

最後に

・ネットじゃなくても︑普段の生

する教材﹁言葉の向こうに﹂を基
に︑考え合った︒

ＥＰ２では︑４人程度の小集団で

えた︒そして︑どうして︑加奈子

展開では︑感想の交流から出て

自分の考えを発表する︒ＳＴＥＰ

問題解決的な学習を中心とした

中には︑自我関与の学習や体験的

はひどい言葉で応酬し︑書き込み

授業の終末では︑本時での学び

行為の学習も含まれていた︒この

３は︑他者の考えに対して自分の

を生かし︑加奈子役になって︑そ

ように︑多様な指導方法を取り入

道徳科の授業実践だったが︑その

の後どのような言葉を書き込むか

れることによって︑生徒の﹁主体

がエスカレートしたのか︒どんな

その後︑
﹁もし︑自分が加奈子

をペアで交流し︑授業を終えた︒

考えや意見を述べる︒この際︑他

ことを黄色の付箋紙に記入し︑そ

だったら︑一体どんな大事なこと

思いから︑書き込みを行ったのか

れを基に議論する︒最も重要なの

きると考える︒︵とかみ たくや︶

的・対話的で深い学び﹂が実現で

に気付いたのか︒
﹂
︑
﹁なぜ︑それ

それを基に議論する。
・議論後、自分の考えを書いた青色の付箋紙と、友達
からもらった赤色や黄色の付箋紙を「考え、議論す
る道徳科ワークシート」に戻す。
・友達からの意見を参考にし、もう一度課題について
考える。

が次のＳＴＥＰ４である︒議論を

者の考えに共感したことを赤色の

図２ 判断の根拠を比較・検討する学習活動

が大事なのか︒
﹂について︑付箋

・課題（中心発問）に対する考えを青色の付箋紙に書
く。
・４人組の小集団で、青色の付箋紙を「議論するシー
ト」に出し合い、発表する。
・小さな付箋紙に、共感すること（赤色）、疑問や質
問（黄色）を書き、「議論するシート」に出し合い、

ᐯЎƷᎋƑǛ
ƍƨ˄ሗኡ
ǛžᜭᛯƢǔǷ
ȸȈſƴᝳǓŴ
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ƦƷఌਗǛႆ
ᘙƢǔŵ

問題追究を行っていった︒



通して︑自分とは異なる価値に気

付箋紙を活用した「考え、議論する道徳科ワークシート」

ڮۅںۉۈ
ڭۅںۉۈ

付箋紙に︑もっと詳しく聞きたい

ਖ਼भஉು॑ૻຎ؞ਫ਼ୈघॊ৾ಆણ

なお︑本授業の実践は︑東京都の﹃いじめ総合対策︵第二次︶
﹄下巻﹁実践プログラム編﹂に掲載されているものを参考にした︒
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藤永啓吾

﹁特別の教科 道徳﹂における
評価の在り方・具体的な記述
山口大学教育学部附属光中学校教諭

もがいかに成長したかを積極的
に受け止めて認め︑励ましてい

評価の視点

評 価 は 授 業 で の﹁ ね ら い﹂と

﹁指導﹂の関係で捉えるものであ

る︒一般的に︑
﹁ねらい﹂に対し

て︑子どもの学習達成度が高けれ

ば質の高い授業といえ︑達成度が

低ければ授業改善が求められる︒

評価を行う上で︑
﹁ねらい﹂を明

確にすることが特に重要であると

いえる︒

道徳科における﹁ねらい﹂は︑

特別の教

における道徳教育への歩みを通し

道徳﹂の委嘱を受け︑
﹁小中一貫

程研究指定校事業
﹁特別の教科

省国立教育政策研究所指定教育課

本校は︑今年度より︑文部科学

含む教職員に対するものの二つの

子どもに対するものと︑授業者を

価に関する記述から︑評価には︑

科 道徳編﹂における道徳科の評

﹁学習指導要領解説

﹁学習指導要領

に影響することを期待する︒

評価を読み︑家庭での道徳教育

つなげていく︒また︑保護者が

るものとし︑よりよい生き方に

○子どもが自己の成長を実感でき

︵広い視野から︶多面的・多角的

を 基 に︑自 己 を 見 つ め︑物 事 を

め︑道徳的諸価値についての理解

めの基盤となる道徳性を養うた

る目標である﹁よりよく生きるた

評価の在り方

﹁学習指導要領解説

て︑深い学びの在り方を探る〜発

面があることが分かる︒このこと

はじめに

くこと︒

達を考慮した段階的な指導の手立

を踏まえて︑本校道徳科における

科 道徳編﹂において示されてい

ての考案〜﹂を主題とし︑研究に

評価の意義と目的を次のように設

︻評価の目的︼

取り組んでいる︒ここでは︑その

定した︒
︵子どもに対するものの

総 則﹂及 び︑

一つとして挙げている︑道徳教育

み紹介する︒
︶

家族

特別の教

推進の具体的なモデル﹁評価の在

︻評価の意義︼
○道徳科の目標に照らして︑子ど

科における評価の視点を次の①〜

このことを踏まえて︑本校道徳

︵カッコ内は中学︶
﹂と共通である︒

情︑実 践 意 欲 と 態 度 を 育 て る︒

を 通 し て︑道 徳 的 な 判 断 力︑心

き方についての考えを深める学習

に考え︑自己︵人間として︶の生

り方・具体的な記述﹂における取
組の実際を紹介したい︒

子どもが道徳科における
評価を読んで、自己の学習
状況や道徳性に係る成長を
実感でき、励まされたと感
じると、それが保護者に伝
わり、家庭における道徳教
育にもつながるのではない
かと考えています。
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④とし︑全てまたはいずれかに照
らし合わせながら︑子どもの道徳

最初︑
﹁〇〇〇〇〇﹂という考え
でしたが︑級友との意見交換を通

評価材料については︑ポートフ

していました︒

て︑学 校 評 価 ア ン ケ ー ト を 活 用

記述し︑子どもに配布した︒そし

おわりに

的心情︑道徳的実践意欲と態度︶
ォ リ オ や 質 問 紙 等︑数 多 く あ る

※〇〇は授業における子どもの記

し︑多くの保護者より︑本校にお

具体的な記述内容

における成長を積極的に受け止め
が︑ここでは︑評価の視点①〜④

述を基にする︒

して︑学びを深めていくうちに︑

て認め︑励ます個人内評価をして
を踏まえ︑子どもの自己評価を基

性の諸様相︵道徳的判断力︑道徳

いる︒
にして︑実際の記述内容︵三文構

子ども及び保護者が励まされて

きた︒その中で︑特に心に染み入

て意見︑感想をいただくことがで

ける道徳教育の取組や評価につい
いると認識できるように記述す

った言葉を紹介する︒

ます︒

切にしていってほしいと願ってい

例 今後も︑多様な考え方を大

る︒

︻三文目︼

本年度︑実際に評価を通知表に

︻評価の視点︼
成︶を示す︒

﹁〇〇〇〇〇﹂と︑考えを新たに

道徳的諸価値の理解を基に︑
︻一文目︼

個々の内容項目ごとではなく︑

①自己を見つめて考えようとして
いるか︒

大くくりなまとまりを踏まえた評
価を行い︑記述する︒
例 心を養う道徳科の時間を通
して︑多くの諸課題を自分の事と

る︒

︵ふじなが けいご︶

述を今後も模索したいと考えてい

具体的に伝わり︑励ましになる記

の成長や学習状況が総体的により

ることは当然ではあるが︑子ども

なまとまりを踏まえた評価﹂とす

内容項目ごとではなく︑大くくり

評価を行うにあたり︑
﹁個々の

授業では自分自身と対峙す
る場がしっかり確保され、互
いの意見が交流することを期
待します。また、評価は保護
者の立場からすると、より具
体的な記述を望みます。

②物事を広い視野から多面的・多

と質問を受けたことがあります。

保護者

角的に考えようとしているか︒

それぞれの書き方でよいのか？」

して捉えながら︑よりよい自己の

教師

③自分の事として考えようとして

評価を記述する中で、
「各担任

生き方についての考えを深めよう
としていました︒

よりよい評価記述に向けて、研修会
を行いました。各担任が５つの文例を
作成し、全教職員で「子ども・保護者」
になりきって読み合いました。視点は
「自己の学習状況や道徳性に係る成長を
実感でき、励まされるか」です。子ど
もの「実感・励まし」につなげるため
に、教師として、何を受け止め、どの
ように記述していくのかを考えるよい
機会となりました。

いるか︒
④人間としての生き方につなげて
考えようとしているか︒
教師
評価には所見以上に「学校とし
ての説明責任」があることを認
識する必要があります。例えば、
妥当性、信頼性、客観性がある
かということです。そのため、
各担任それぞれでなく、学校と
しての共通認識・共通理解が極
めて重要になると考えています。

︻二文目︼
子どもの具体的な学習状況や道
徳性に係る成長の様子として︑一
定のまとまりの中で評価した結
果︑特に顕著な成長が認められた
授業について︑積極的︑具体的に
触れ︑評価を行い︑記述する︒
例 ﹁〇〇﹂をテーマに社会の
在り方について考えた授業では︑
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私の実践
道・徳・授・業

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
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