道徳総論
テーマ

「道徳教育の充実〜中心発問のあり方〜」

１.テーマ設定の理由
教育基本法の改訂に基づき、新学習指導要領が告示され、学校教育全体で道徳の時間の役割と重要性が
明確にされた。道徳教育の充実は今回の指導要領改訂の重要課題の一つといえる。また、本校が和歌山県
内公立中学校に対して行ったアンケートでも生活面、生徒指導面で課題があると回答があった中学校が多
くあり、道徳教育に期待されるものも大きいと思われる。そこで、本年度、道徳教育の充実を研究テーマ
とし、取り組みを進めていきたいと考えた。
しかし、道徳教育は学校教育全体を通して行われるものである。中学校学習指導要領解説道徳編（平成
20年９月、文部科学省）の「指導方法の創意工夫」には、「道徳の時間の指導効果を高め、ねらいを達成
するためには、資料提示の工夫、発問構成の工夫、体験活動を生かす工夫などを通して指導方法の効果的
な活用を図るとともに、学習指導過程の各段階において、観察や調査、実物に触れる活動、コミュニケー
ションを深める活動、感性や情操をはぐくむ活動などを、従来から広く活用され成果をあげてきた指導方
法の中に積極的に取り入れることが大切である。」（92頁）と記されている。つまり、学習指導過程におけ
る指導方法の工夫と、多様な学習指導の工夫を重層的に組み合わせた指導で、ねらいに迫る道徳の時間を
展開していくことを目指しているといえる。「資料提示の工夫」についてはICTを活用した提示という観
点で実践がすすんでいる。また、「体験活動を生かす工夫」においては、音楽祭・附中杯などの学校行事
や、職場体験活動、修学旅行等の宿泊行事など、本校独自の活動を通して行われている。
そこで、本年度は「発問構成の工夫」という観点から道徳の時間を注視し、ねらいに的確に迫るための
「中心発問のあり方」を意識した授業作りをテーマに取り組むこととした。
２．本年度の研究について
道徳の時間においては、発問構成を考える上で大事なのは、生徒の実態と資料の特質を押さえた発問構
成を工夫すること、つまり、資料に描かれた道徳的価値を自分の問題として受けとめ（深化）、深く自己
を見つめることができる（統合）ような発問である。そこで、以下の点に留意して発問構成をした。
① ねらいに密接にかかわる表現、生徒の多様な意見を引き出すことができると考えられる場面など、
授業の中心を決定する。
② 主題名、ねらいとの整合性を考慮し、中心発問を考える。
③

資料の内容から、補助資料、補助教材が必要か検討する。

④

生徒の反応を予測し、中心発問と補助発問の構成を吟味する。

⑤ 資料から学んだことを振り返られる発問を考える。
単に資料の読解に終わってしまえば、国語の授業のようになってしまう。資料を通して自分を見つめ直
せるものとなるよう工夫しなければならない。
授業の組み立てにおいては、現職教育で畿央大学教授
ご講演いただいた。
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島

恒生先生をお招きし、次のような進め方を

導
入

ねらいとする主題への方向付け（向く）
・ねらいにかかわる話題や場面を手がかりに問題意識を引き出す。
・資料の補説や雰囲気づくりに使うこともある。
前

展

段

資料の世界に入り込み、ねらいとする道徳的問題を追求し合う（つかむ）
・中心発問……いわゆる中心課題となる場面の発問で、児童生徒の多様な感じ方や考え方を
反映させる。
・基本発問……中心発問の問題追求を一層効果的にするために、その前後に投げかける。
・補助発問……児童生徒の意見をより明確にしたり、深めたりするための言葉掛け。

後 段

開
終 末

自分自身の問題としてとらえ直す。（見つめる）
・資料での話合いを各自の生き方に反映させ、生活経験の話合いなどを通して自覚を深める
ことができるようにする。

ねらいとする道徳的問題のまとめ（あたためる）
・余韻を残したり、印象に残る端的なまとめをしたりする。

さらに、今年度から道徳の授業を部分的に輪番制で実施した。一人の教師が一つの教材を全クラスで授
業する形である。全職員が道徳教育に関われるよう、基本的に学年に所属している先生方全員がその学年
の道徳の時間を受け持つこととした。
３．成果と課題
中心発問のあり方を考えて授業を組み立てるように
なり、教師間で授業の展開について意見を交流する機
会が増えた。１人で悩み、授業を行っていたころに比
べるとこれは大きな成果といえよう。また、発問の構
成を意識することにより、登場人物の心情に迫る授業
の組み立てとなってきている。先生が自分の意見を受
け入れてくれたり、みんなで話し合うことの楽しさを
実感したりすることにより、道徳の授業を待ち遠しく
思う生徒も見受けられるようになった。しかし、話し
合い活動をより活発に行うためには、切り返しの発問

↑ １年生が３年生の教室に感謝の手紙を持参

や、中心発問の前後の基本発問の構成をもっと大切に
していかなければならない。本年度の研究テーマの一
つ「言語活動の充実」に照らし、道徳の時間でも豊か
な言語活動が展開されるよう、発問の工夫だけでなく、
役割演技やゲストティーチャー・体験活動などさまざ
まな工夫を授業にいかしていきたいものである。
また、学年により取り組み方は違うが、輪番制で授
業を行うと１回で終わる授業がクラス分（４回）行う
ため、教材研究を深めることができ、教師の授業力の
向上と教師の負担減の一助となったと思われる。ただ、 音楽会でのお守り作り 自主的に全員分を作っていた ↑
担任のみが把握している個々の家庭事情や悩みなど、道徳の時間に生かされなかったり、教材の鮮度が落
ちてしまったりといったマイナス面もあることが分かった。学年によってはしばらく担任の授業のみに計
画するなど臨機応変に実施した。また、学年主任、道徳担当が中心となって、学校行事・学年行事に合わ
せた道徳の時間を設け、年間を見通して重層的に道徳のねらいを高めようと努力することができた。本校
では縦割りによる学校行事が組み込まれている。附中杯（体育大会）
、音楽会を１年生から３年生まで縦
割りで行うというものである。附中杯ではダンスレボリューション（応援合戦）を行う。３年生が指導し
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て１・２年生にダンスを教える。競技の得点と合わせてブロックでの優勝を競う。音楽会も同様に、クラ
ス発表の部とブロック発表の部ごとに課題曲を歌い競い合う。１・２年生は３年生の指導を受け、集団の
一員としての責任感や感謝の心などを実感していく。また、このような伝統の行事は、愛校心を育てるこ
とだろう。学年を越えて行事を行うことはさまざまな心情を生み出す。学校行事の精選が叫ばれる中では
あるが、学び多いこのような行事は大切にしていきたいと考える。
しかし、学年をこえて道徳教育について協議する会を定期的に持てなかったのは大きな反省であり、今
後の課題である。年度当初に「拡大道徳部会」や「学年主任会」などを設け、常に他学年の動きを把握し
ておくことができれば、より教育活動全体での道徳教育が可能になったものと思われる。
授業道徳資料の開発もまだまだこれからの課題である。資料化できる素材は新聞・ニュース・郷土資料
など身の回りに豊富にある。しかし、素材が資料になるためには、まず教師自らが多くの人とかかわりを
持ち、いろいろなものに興味をもって見たり聞いたりする意欲や感性が必要である。新しい学習指導要領
には、私たち教師が進んで資料を求め、子どもたちに提供することが求められている。私たち教師は、日
頃からアンテナを高くし、目の前の子ども達に適した新鮮な素材を提示し、子ども達の心に響く道徳の時
間を生み出す努力を怠らないようにしなければならない。

《参考文献》
「中学校学習指導要領解説 道徳編 平成20年９月」文部科学省
「Q&A 道徳的実践力を高める道徳授業の改善ポイント」 岩上 薫 編集
教育開発研究所 2009.９
「生徒の心に響く中学校道徳授業〜願いや思いをもつことから始める」
松原 好弘 著 明治図書2009.８
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１年生

実践１

授業者
① 主題名

個性の尊重と寛容の心２−（５）

② 資料名

｢ふと目の前に｣ （出典 東京新聞出版局）

吉

田

真

理

③ 主題設定の理由
（１）ねらいとする価値について
人間は物事を見るとき、自分の置かれている角度や位置から見る。それぞれの角度や位置がちがうの
だから、人にはいろいろな立場があり考えがあることになる。同時に自分の置かれている角度や位置か
ら見ることは、その角度や位置からしか物事が見えなくなることでもある。したがって、他の人の個性
や立場、考えを理解していないことも少なくない。しかし、このような自覚があればこそ、相手の個性
や立場を尊重する心が生まれる。そして、人には「いろいろな個性や立場があり、考えがある」ことが
理解できると、自分の角度や位置にとらわれることなく相手の個性や立場を尊重し、人間的な成長が期
待できる。
（２）生徒について
本校は半数以上の生徒が附属小学校からの連絡進学であり、残りの生徒は一般の小学校からの入学で
ある。小学校で６年間共に生活してきた集団の中に、他校から一人で入学し、新たな仲間づくりをして
いくと言うことはとても大変なことである。しかし、今年の１Ｂは入学当初から「ずっと前から同じク
ラスの仲間だったのではないかな」と思わせるくらい、和気あいあいでホッとするような雰囲気のクラ
スである。学級目標も、この１年間、自分たちの手で最高のクラスにしようと、39人全員で考えたもの
である。しかし、小学校時代には、集団になじめず、個性を理解してもえらえずに集団から離れるなど
の行動を取らざるを得ない生徒もいたようである。そこで、それぞれの個性や立場を尊重し、寛容な心
を養うことにより、さらに居心地の良いクラス、最高の思い出となるクラスにしていきたいと考え、こ
の主題を取り上げた。
（３）資料について
本資料は森重久弥氏が主演を長くつとめてきた「屋根の上のヴァイオリン弾き」での上演の際の体験
について書かれたものである。一番前の席で下を向いている若い女性に対して役者達は寝ていると勘違
いをする。芝居が終わり、アンコールになったとき、彼女が全盲の人であることに気づく。彼女は懸命
に役者たちに拍手を送った。役者たちは、一方的な思いこみや見方をしてしまった自分たちの軽率な行
動を反省し、涙ぐむばかりだった。この姿を通し、生徒は角度や位置が違えば見方も違ってくることが
理解でき、さらにそれを認めて物事を見、それぞれの個性や立場を尊重し、寛容な心を養うことのでき
る資料である。
④ 本時の目標
勘違いをしてしまった「わたし」の心の動きを通して、いろいろなものの見方や考え方があることを理
解し、個性や立場を尊重しようとする心情を育てる。
⑤ 本時の展開
学 習 内 容

発問と予想される生徒の反応

指導上の留意点

導
１．「心のノート」Ｐ60の絵 ・
「心のノート」の絵は何に見えるか。
について考える。
・アヒル
ウサギ
入
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・人によって、また見る
角度によって、見方考え
方が違うことに気づかせ
る。

２．資料への関心を高める。
・女性が寝ていると思い

３．前 半 の 資 料 を 読 み「わ
たし」
（役者）が行ってい
る行為について考える。

下を向いている女性の近くで、舞台を強
く踏んだり、大声でセリフを言ったりし
たのはどんな気持ちからか

こんでいること、そこか
ら激しい怒りが生じてい
ることを理解する。

展

・女性が寝ていると思ったから起こしてや
ろう
・自分たちの演劇をバカにしている。他の
お客に失礼
・嫌がらせをしている
このようなとき自分だったらどのような
気持ちになるか
４．後半部分の資料を読み、

・資料と生徒を重ねる。

・同じように腹が立つ

彼女が全盲であることが 「ついにたまりかねて、わたしは彼女の前
わかりそして懸命にわた まで行って、しゃがみ込んだ」このとき
わたしは彼女に対してどんなことを言っ
したちに手をたたいてく
たのだろう
れるのを見たときの「わ

・誤解に気づいたことを

たし」の気持ちを考える。 ・目が見えないのに、耳だけで懸命に自分

性への感謝をしっかりと

たちの演劇を理解しようとしてくれていた

とらえられるようにする。
・自分の行いの後悔と女
抑えさせる。

のに、それを勝手に寝ていると思って本当
に申し訳ないことをしてしまった

・わたしの気持ちを吹き

・勘違いをしてしまってすまない気持ち

出しの形で書かせる。

・目が見えないにもかかわらず、演劇を見
に来てくれてありがとう
・あなたの前で大声を出したり、足を踏み
ならしたりしてすまない
なぜわたしは誤解したのだろうか
・舞台の上からだけで判断しているから

・一方向からの見方によ
り、誤解の生じたことを
理解する。

５．今までの自分を振り返
開

らせ、どんな気持ちが足
りなかったのかを考える。

今までを振り返り、一方的な見方で、人
を誤解し、気まずい思いをしたことはな
いか。またその時、どんな気持ちがたり
なかったのだろうか。

・各自ワークシートに書
かせる。
・どんな気持ちが足りな

・相手を思う気持ちがたりなかった。

かったのかを班で話し合

・素直な気持ちがたりなかった。

わせる。

・自分勝手であった。
・相手の気持ちをわかろうとしなかった。
終

・相手の意見をよくきかなかった。
６．本時の学習を振り返り
感想を記入する。

人はいろいろな見方、考え方をする。で

・何人かの感想を読ませ、

も、いろいろな見方、考え方をしているこ

価値の追求から自覚へつ

とがなかなか分からないということも理解

なげる。

末

できた。広い心で人をわかろうとする自分
になれたらどうだろう。
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⑥ 結果と考察
クラスの一人ひとりを、お互いが今以上に大切にし、もっともっと素晴らしいクラスにしたいという願
いから、この主題を選んだ。しかし、なかなか適当な教材が見つからず、探しに探してやっと、
「ふと目
の前に」の資料にたどり着いた。いろいろな見方によって違うと言うことをつかませるために、はじめに、
見方によって、アヒルにもウサギにも見えるというだまし絵を導入で使い、１枚の絵でも見る方向で色々
な物に見えるという具体的な絵を用いることにより視覚で理解することができた。また、資料としては短
い物であるが、場面を２場面に区切り、配布プリントも２枚にすることで場面の状況や心情がつかみやす
くする工夫をした。そのことで生徒達は、はじめ居眠りをしていると思いこみ、マナーや態度で怒りを持
ち、２枚目で実はそうではなかったとわかったところで、「勝手な思いこみで、相手を傷つけてしまい、
申し訳ない」や「一方的な見方で判断してしまった」という事を考えさせたかった。しかし、謝罪の意見
はたくさん出たが、なぜ一方的な見方をしたのかを深めるところでの、教師からの補助的発問のまずさか
ら、「舞台の上から一方的に見ていたから」という部分をそれ以上広げることができなかった。１Ｂは普
段から大変活発な意見交流ができているクラスであるので、授業前の予想としては、１場面の資料を読ん
だあと、眠っている客に対しての憤りが意見としてわき出て、２場面の資料を読んだ後「自分の勝手な思
いこみによる大変な思い違いをしていた事への反省や謝罪の気持ち」や「それでも演劇を見に来てくれた
ことへの感謝」などが意見として出てくるはずであった。しかし、心で思っていたのであろうが意見とし
てじっくりと話し合わせる時間をつくらないまま、各自のワークシートへの記入をさせ、何人かの生徒の
代表的な意見を、前に書かせて発表をさせてしまった。期間巡視をしながらかなり吟味したつもりでは
あったが、普段から気になっている生徒がこの日はしっかりと書けていたので、その子に前で発表しても
らいたいという思いが強く出過ぎて、何人かの代表の生徒達の書き込みの中身を深く吟味しないまま前で
発表をさせてしまったようである。５人の生徒達が前で発表をしたが、５人とも同じような中身の意見に
成ってしまっていて、その発表でまとめてしまったのである。１時間の計画の中身が盛りだくさん過ぎた
ため、次に進まなくてはや、指導案通りに計画したところまできちんとやってしまわなければいけないと
いう思いが、自分のゆとりをなくさせ、前に出ている意見と違う方向から書いている生徒や、また前の意
見以外の考えを広げるための補助的発問ができず、淡々と授業を進めてしまった。そのため、島先生から
ご指摘いただいたように、生徒達の心の中にある思いをうまく取り出す事ができなかったのだと感じてい
る。しかし、この主題の授業を１Ｂでどうしてもしなければと思った理由に挙げているように、気になる
生徒が、この授業の中で、自分の考えをワークシートに書き、みんなの前できちんと発表できたと言うこ
とが、今回の大きな収穫としてある。１Ｂのクラス目標である「キラーン☆みんな輝く一等星」
、その目
標を達成するための３本柱①一人ひとりの良さ（個性）が発揮できるクラス②お互いに磨き合って光を増
すクラス③39人＋１人で光輝くクラスに向かってすすんでいるという実感をわかせてくれた。

資料
２場面で眠っていたと勘違いしていた客が本当は全盲だと分かったときの気持ち
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班で話し合ったもの

気
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授業を終えての感想
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実践２

１年生
授業者 芝

① 主題名

「心のあたたかさ」（内容項目２−（２））

② 資料名

「夜のくだもの屋」（出典「自分を見つめる」暁教育図書）

大 也

③ 主題設定の理由
（１）ねらいとする価値について
人は互いに助け合い、協力し合いながら、関わり合って生きている。一人で生きているのではなく、
多くの人々に支えられている。そして同時に自分が多くの人々の支えとなって毎日を送っている。しか
し現代では、文明の進歩により、支え合いや触れ合いを実感できる人間的な交わりの場が急速に少なく
なってきている。他者とのつながりが希薄化しつつある現代において、人との関わり合いの中で生きて
いることを自覚し、自分の周りの人々に感謝と思いやりの心で接しようとすることが大切である。
（２）生徒について
中学校生活に夢と希望を抱いている生徒たちがたくさんいる学級である。新しい学校、新しい仲間と
学習活動や部活動、生徒会活動など中学校生活を充実したものにしたいという願いを持っている。入学
早々「仲間づくり」をねらいの中心に実施されたオリエンテーション・キャンプでの学級会では、学級
目標を「41人41色」とした。個性あふれる39人（プラス教師２人）の学級の仲間たちを「絵の具」のよ
うだと考えた。そこには生徒一人ひとりの仲間を思う気持ちがギュッとつまっている。
毎日の授業や学級活動などにも意欲的に取り組み、課題に対して一人ひとりが意見を持ち、それにつ
いて話し合う姿なども見られる。
しかし一方では、
「ペースが違う班員に対して心ないことを言ってしまう」
「相手のことを考えない」
など自己中心的で他を省みない行動が見られることもある。
こうしたことから、道徳の授業の展開を工夫し、人は関わり合いの中で生きていることを感じ、感謝
と思いやりの心で接しようとする気持ちを育てたいと考えた。多くの人に支えられて生きているのだと
いうことを自覚させ、周りの人々への感謝の念を持たせ、その思いに思いやりで応えようという気持ち
につなげていきたい。
（３）資料について
合唱コンクールの練習が続いており、少女の帰宅時間は遅く、帰り道はいつも真っ暗になる。そんな
少女にとって、帰り道にある遅くまでひらかれているくだもの屋は、あたたかい支えとなっていた。そ
んなくだもの屋に対して感謝の気持ちを持った少女はその店で買い物をし、そこで毎日のあかりは自分
のためのものだったことを知る。果物屋が思いやりの心を与え、それを少女は感じ取り、それに感謝の
気持ちで応えていく。このやり取りから、「心のあたたかさ」を感じ取らせたい。
④ 本時の目標
人は関わり合いの中で生きていることを感じ、感謝と思いやりの心で接しようとする気持ちを育てる。
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⑤ 本時の展開
導

学 習 内 容

発問と予想される生徒の反応

・夜道をイメージする

指導上の留意点
資料の少女の気持ちに近

暗い夜の道を一人で帰ります。その時ど
んな気持ちになるでしょう。

づける。

・心細い。・怖い
・迎えに来て欲しい。
入

・特に何も思わない。
・ケータイがあるから安心。
資料を読む
・あかりに気づいた少女の
気持ちについて考える。

くだもの屋のオレンジ色の光があたたか
く思えた少女の気持ちを想像してみま
しょう。
・うれしい。

特に意識していなかった
くだもの屋のあかりに
「あたたかさ」を感じた
ことに気づかせる。

展

・どうしてここだけ開いているんだろう。
・見守ってくれてるみたいだなあ。
ハミングを聞いただけで、

・その時の少女の気持ちを
考える。

少女がとっさに「ありがとうございまし
た」と言ったのはどうしてでしょう。

敏感に思いやりを感じ取
る少女にも気づかせる。

・あかりに感謝していたので。
・ハミングを聞いて、もしかして自分のた
めに開けてくれていたのかも知れないと
思ったから。
少女が多くの人に支えら

・夫婦の気持ちを考える。
少女が「店のあかりがあんなにあたたか
く見えたのは当然だった」と思ったのは
なぜだろう。

れて生きていることに気
づかせる。
おじさん・おばさんの少

・自分のためにつけてくれていたと知った

女への思いやり、少女の
おじさん・おばさんへの

から。
・夫婦のやさしさに触れていたから。

感謝の気持ちを感じ取ら

・自分に対する思いやりだとわかったから。 せる。
開

・自分のクラスを考える。

みんながあたたかさを持ったら、どんな
クラスになるでしょう。

自分の経験を通して、多
くの人に支えられて生き

・悪口がないクラス。

ていること、それに感謝

・けんかがないクラス。

と思いやりの気持ちを

・争いのないクラス。

持って応じる大切さを考

・やさしいクラス。

える。

終

・周りの人々に気を配れる。
・教師の説話

身近にあったエピソード
から、感謝と思いやりの

末

気持ちを持って応じる大
切さの意識を高める。
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⑥ 結果と考察
生徒は毎日の学校生活を通して他者と関わり、
人間関係を形成している。学級に友だちがたく
さんできて関係が良好だと感じている者もいれ
ばもっと増やしたいと感じている者もいる。ま
た友だちは学級だけにはとどまらず、他の学級、
部活動などさまざまな場面において、あらゆる
機会に関わりを持つ仲間として関係をつくって
いる。学級目標である「41人41色」に向かって
全員が気持ちを合わせ、進もうとしている姿が
ほほえましく感じられた。しかし入学してから
２カ月が過ぎ、当初は見られなかった面が見ら
れるようになってきている。他者への配慮を
欠く言動をとる者が見られたり、他者との関
係においても自分の感情が先に立ち、相手の
立場を考えることができない者が見られたり
する。また、心の中には相手を思いやる心を
持っているものの、それを表現することが苦
手、あるいは表現することができないという
ものがいる。
このような中でおこなった今回の道徳では、
他者のさまざまな考えや思いに触れさせたい
との願いから、協同的な学びのスタイルも取
り入れて、実践を行った。生徒たちは真剣に教材と向き合い、よみものの中のおじさん、おばさんと女の
子との心の交流を通して、生徒たちは、人は関わりの中で生きていることを実感し、それに対して感謝の
気持ちを持ち、さらにそれに思いやりの気持ち
で応えていくことが大切だと気付き、考えるこ
とができた。よみものから場面を想像し、おじ
さんおばさんの少女への思い、少女のおじさん
おばさんへの思いから、他者から自分への思い、
自分から他者への思いに気付くことができた。
また学級や部活動の友だちや仲間との関係の中
でのこれからの自分を考えた者もいた。学びの
スタイルとして、自分の考えをまとめ、それを
他者と交流することにより、他者のあらゆる考
えや思いに触れることができた。またそこから考えを深めることができた。他者の考えを受け入れたあと
は、自分の考えにとどまることなく、考えを広げたり、深めたりすることができたのである。他者の発言
に一喜一憂する場面も見られ、班での意見交流は活発なものとなった。
今後の課題としては、他者との関わりにおいて、どのような相手に対しても、相手に対する畏敬の念が
その根底にあるということをさらに理解させていかなければならないということである。特定の相手だけ
でなく、他者との豊かに関わりながら他者を理解し、受け入れることができた時、道徳性が高まると考え
るからである。また道徳の時間で考えたことや学んだことを、学校行事や学級活動等を通して実践するこ
とができるように工夫していかなければならない。道徳と学校行事や学級活動等をどうリンクさせていく
か検討が必要であると考えられる。
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授業を通して考えたこと（生徒のワークシートより）
・あたたかさとは、人として人が当たり前の思いやりや親切なことを行えばいいと思います。そしてそ
れを、次の人次の人とつなげていけばいいクラスになっていくんじゃないかなあと思います。人を思
いやるっていいなあと思いました。（男子）
・自分のことを思ってくれる人がいるんだということをわかっていないといけない。（男子）
・クラスの全員があたたかい気持ちを持てたら、一人ひとりがやさしくなり、相手のことを思いやり、
クラスがあたたかくなる。（男子）
・あたたかさは、他人のことを思って行動できることと、それを忘れずに自分も何かしようと思えるこ
とだと思う。これをくり返していけばどんな人とも仲良くなれる。（女子）
・私が考える「あたたかさ」は相手を思い相手を傷つけないということだと思います。１Aにはまだ
「あたたかさ」が足りないかなと思うので、私が「あたたかさ」を持てればいいなと思いました。
（女子）
・あたたかい心を持つと、自分も相手もうれしい気持ちになって、人間関係が良くなると思う。毎日が
楽しくなると思う。
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実践３

２年生
授業者 穂 刈

淳

① 主題名

「人としていきること 自分らしさ」内容項目（３の（３）生きる喜び）

② 資料名

「星とたんぽぽ」
「みんなを好きに」
「私と小鳥とすずと」
（出典「金子みすず全集Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ」）

③ 主題設定の理由
１）ねらいとする価値について
どのような状態であっても、自分を失わず、誰に対してもその人間としてのよさを見出していく態度
を育て、人間としての誇りや深い人間愛、崇高な人生を目指し、同じ人間として共に生きていくことへ
の深い喜びに気付かせる。
２）生徒について
２学年となった４月からの２ヶ月は、新しいクラスになじめず、不安定な生徒の動向が見られた。比
較的元気な生徒が多く、授業中の発言も多いため、授業中は問題の少ないクラスに映るが、友達が増え
ず、悩んでいる生徒も少なからずおり、精神的に落ち込んでいる部分もある。
そこで、苦しい人生を送ったが、その苦しさを微塵も見せずに自分らしく表現した金子みすずに焦点
をあてることによって自分らしく生きる喜びを見出すきっかけとしたい。
３）資料について
「星とたんぽぽ」は、人間が普段忘れがちな見えていないものの価値に気付かせ、見えていないもの
の大切さを強調し、あかるさの目立つ金子みすずの詩の裏側で様々な影の部分があることに気付かせる
きっかけとしたい。金子みすずの影の部分を知ることで、彼女が苦しい人生の中で、自分を見失わず、
自分らしさを表現したのが詩であることに気付かせ、生徒が人間として生きることへの喜びや人間の行
為の美しさに生きる喜びを見出すようにしたい。
④ 本時の目標
本資料のうち、｢私と小鳥とすずと｣ は小学校でよく使われている教材であるが、
「星とたんぽぽ」と
「みんなをすきに」はあまり使われていない。そこで、「星とたんぽぽ」から生徒に紹介し、普段見えて
いないものへの視点を与え、光あるものには必ず影となる部分があることに気づかせる。これは、作者で
ある金子みすずの前向きな詩と不幸な人生も暗示しており、生徒は潜在的に、他のみすずの詩の見えない
部分をみるようになる。作者を紹介した上で、「みんなを好きに」を提示し、金子みすずがこの詩を作成
したときの状況を考えることによって、詩の中にある金子みすずのどのような状況にあっても前向きに生
きようとするみすずの生き方に気づく。この２つの詩と４月に道徳の授業でおこなった「私と小鳥とすず
と」の３つの詩から、みすずの苦しい人生からどんな状況にあっても前向きに生きることの大切さと力強
さを感じ取り、自分らしく生きることのすばらしさに気付かせたい。
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⑤ 本時の展開
導
入

学 習 内 容

発問と予想される生徒の反応

指導上の留意点

１．「星とたんぽぽ」を味わ
いながら作者のイメージ
を膨らませる。10分

地上と空のように、比べているものは何
ですか？

「星とたんぽぽ」を掲示
思いつくままテンポよく
発言させる。

・星とたんぽぽ 夜と昼 小石と星 青と
空 黄とたんぽぽ
10
分

私たちの身の回りの「見えぬもの」だけ
ど確かにあるものにはどんなものがある
か？

（ゲストテーチャーによる音読）

・空気、風、命、心、愛、未来、才能、夢、
友情、努力、自信、元気、過去
「星とたんぽぽ」で作者が伝えたかったこ
とはなんだろう？

展

・見えないものを大切にしなさい。
・この世のものにはすべて光と影がある。

・「地 上 と 空」の よ う に
比べているものは何？
・「見 え ぬ も の」だ け ど
確かにあるものは？
・作 者 が 伝 え た い こ と
は？

班で意見交流（15秒）

作者はどんな人だと思う？
・優しい人、おっとりした人、真面目な人、 資料を配布
穢れを知らない人、お金持ち、お嬢様、
貧しい家庭

開

２．生い立ちから成人まで
の資料から作者のイメー 資料１を読む。
ジを明確にする。５分
作者はどんな人でしたか？

PPで写真を掲示

・家庭的にはかわいそう、まじめ、純粋、
悪いことが嫌い、無言実行、内向型、丁
寧、ふっくら、きれい
作者は誰でしょう？
25 ３．「みんなを好きに」から
金子みすずのその後の人
生を暗示する。３分

・金子みすず
「みんなを好きに」は、金子みすずがどん
な状況の時に作成したかを考えよう。

「みんなを好きに」を掲示
班で意見交流（30秒）

・嬉しい時、優しい時、つらいことがあっ
た時に、優しくされた時
分

金子みすずはこの後どんな人生を送った
でしょう？

４．結婚から寿命までの不
幸な運命のなかでも、常 資料２を読む。
に自分らしく生きた姿を
金子みすずが苦しい状態の中で何をした
知る。５分
でしょう？

（ゲストテーチャーによる音読）

・
「みんなを好きに」を作った。 ・詩を作
れなくなった。
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金子みすず20‑26歳まで
の512編の作品の中に自
らの運命を嘆いたり、夫
への悪口が全くないこと
を知らせる。

５．４月 に 学 習 し た、「私 と
小鳥とすずと」のビデオ
を見る。２分

みすずの「人生」と「３つの詩」を含めた
生き様は、あなたに何を残してくれましたか？

終

・誰かを悪く言ったりせず、自分自身が変
わることが大切
６．金子みすずから学んだ ・どんな状況の中でも、卑屈にならず、に
んげんのよさ、万物に対する愛の大切を
ことについて考える。
教えてくれた。
・清らかで、温かさ、見えるもの見えない
ものすべてを愛するこころ
・普段は見えていなくてもすごく欠かせな
い大切なものはたくさんあるということ。
・どんなにつらくても明るい気持ちでがん PPで 矢 崎 節 夫 の メ ッ
ばる姿勢。
セージを掲示する
金子みすずの死後、その作品に惚れこん
だ人物があり16年間探し続けた結果、今我々
の前にあることを認識し、金子みすずの生
き方と矢崎節夫の生き方を重ね合わせる。

末
20

最初に「星とたんぽぽ」を紹介したのは
７．金子みすずの詩にほれ
なぜでしょう？
込み、行方不明だった作
品512編を発掘した矢崎節 ・脚光を浴びている光の部分である詩と金
夫のエピソードを知る。
子みすずの見えていない人生の影の部分
を知ることによって、さらにその価値を
８．人間として生きていく
理解できるから。
上で大切なことを考える。 ・世の中すべてが光と影を持っており、影
の部分に対しての行動の仕方によって人
間の価値が決まるから。
私たちが生きていく上で決して失って
はならない大切なものは何だろう？感想
も含めて書きなさい。

分

・前 の 道 徳 の「宇 宙 人」の 授 業 で 習 っ た
「固定観念」という言葉が今日の道徳に
繋がっているなと感じました。「みえぬも
のでもあるんだよ」の部分は特に、私た
ちが見えている部分だけで判断してし
まっており、勝手な固定観念で人を判断
してはいけないということを強く思いま
した。そしてみすずさん自身は自分の抱
えている影を、光に変えて生きていた。
だから私も、周りのみんなを明るくする
ことができて、自分自身の影も光にして
いくような人間になっていきたいです。
・僕は常に自分を主体に考えて行動してい
たけど、人と人、人と自然のすべてのか
かわりの中でできているこの世界の美し
さに今日の授業で気付きました。これか
らは、見てるもの、見えないものまで心
をめぐらせて、常に、みんな長所を伸ば
せるように、自分を誇れる生き方を探し
ていきたい。
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⑥ 結果と考察
授業をするにあたって、明るい前向きな詩からは想
像もできない不幸な作者の人生を知り、授業者自身が
驚き、感動を覚え、その気持ちを生徒にどのように伝
えるか、どのような展開で、どこまでの事実を生徒に
知らせてよいものかかなり迷うことになった。試行錯
誤の結果、不幸な人生の一部、特に夫からうつされた
病気の名称や最後が自殺であったことは伏せ、全体的
に不幸な人生であったことを伝え、その詩とのギャッ
プから人生について考えさせることにした。
まず、｢星とたんぽぽ｣ に金子みすずの人生の光と影を投影しながら、「見えるものと見えぬもの」をこ
の授業の土台として展開し、その人生に焦点を当てながら、生徒それぞれの生き方に重ねていく。人には
それぞれ個別の事情を抱えながら、毎日一生懸命生き
ており、クラスメートもまた同様であり、元気そうに
している生徒もまた、内面では悩みを抱えていること
もある。見えているものだけがすべてべはなく、見え
ない部分についての視点をあてることにより、生徒の
事実を見つめる目を養うことを導入の目標としている。
４月には、「宇宙人がやってきた」という題で、人
間が持つ「固定観念」に焦点を当てた授業を展開し、
その続きとして、「みんなちがってみんないい」とい
な有名は金子みすずの詩を使った授業を行っている。その流れの延長線上に本授業が存在し、３つの道徳
の授業が繋がって、生徒の生き方に影響を与えることも念頭に置きながらの授業であった。
生徒は、たくさんの授業参観者の中で、より集中力
を高め、一つ一つの作品をじっくり味わいながら、金
子みすずの人生と詩のギャップに惹き込まれるととも
に、その詩のやさしさの中に、逆境の中で生きる力強
さを感じ取っていた。
中心発問に対する、生徒の感想は、書き方は個人に
よって違うが、ほとんどは「明るく前向きに生きる」
が根底に流れると文章が多かった。
終末に関してはやや情緒的になりすぎた感もあった
が、矢崎節夫という人物の執念によって現在我々がみすずの多くの詩に接することができているという事
実からも、それぞれの生き方につなげて欲しいという授業者の狙いも入っていたが、生徒はこの部分では
生き方を考えるまでには至らず、運命的な結末に感心している状態であった。最後の感想も含めた設問に
対する生徒感想では、前向きに生きるそれぞれの行動の仕方を自分らしく表現できている生徒が多かった。
中には、自分が他者に対する行動そのものに、自分の
生きる価値を見出している生徒もおり、自分の生き方
や生きる役割を考える良いきっかけになっていた。今
回の道徳の時間を契機に、物事を構成しているさまざ
まな背景に気を配り、物事の本質も見抜き、やさしく
強い気持ちをもって共に人生を生き抜くことの大切さ
を養えるよう今後も取り組みに工夫を凝らしていきた
い。
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実践４

２年生
授業者 樋 上 督 夫

① 主題名

「愛校心」（内容項目４−（７））

② 資料名

「校門を掘る子」（出典「自分を考える」あかつき教育図書）

③ 主題設定の理由
（１）ねらいとする価値について
学校は生徒にとって生活の大半を過ごす場所であり、社会を疑似的に体験する場所でもある。よって、
自分の学級や学年、自分たちの学校という愛着や誇りをもつことは大切なことである。
しかし、本校の生徒の実態を見ると、自己中心的ともいえる個人主義的な考えに終始しがちで、学級
や学校の一員であるという意識が薄い生徒も目立つ。母校を愛し大切にしていこうとする気持ちの育成
は、自校への所属感を高める大きな要因となり、同じ学級や学年、学校のなかま、また教師や学校に関
わるすべての人との人間関係を深め、協力していこうという姿勢を養うことにつながる。またひいては、
まわりの人に感謝する態度や尊敬の気持ちを育てることにもつながり、人間としての成長を促すことと
なる。
（２）生徒について
本学級には、物事に対してまじめに取り組み、学級をよりよくしていこうという考えを持っている生
徒がたくさんいる。教科の授業においても、自分の考えを自発的かつ論理的に発言できる生徒が多く、
またお互いに教え合うという場面も多く見られ、授業中の雰囲気が非常に良い。２ヶ月前の音楽祭の取
り組みの際も、自分たちで主体的に活動し、多くの感動を残し、学級の絆がまた一つ強いものになった。
しかし、普段の学校生活において、自分たちの学級のまとまりを考えることができても、学年や学校
全体に目を向けられる生徒が少なかった。ところが、先日行われた生徒会役員選挙に、２年生４学級の
中で一番多くの立候補者が本学級から出た。それは自分たちが附属中学校の主役であるという自覚と、
新しい附属中学校を築き上げていくのだという情熱が芽生えてきているものと思われる。
本時の授業を通して、自分と学級や学年との関係、さらには自分と学校との関係、先輩が築いてきた
附属中学校の伝統等を再確認させるとともに、学級のなかま、先輩、教師、学校に関わるすべての人々
に感謝する気持ちを養いたい。
（３）資料について
筆者が中学生のころを回想した実話である。校門がなかった学校に、校長先生がポケットマネーで校
門を建てた。それ以来、生徒達は堂々と校門から登校するようになるが、冬が来て校門は雪に埋もれて
しまった。本資料は、そんな校門を一人必死に掘り起こした女生徒とそれを知った後輩達の、学校への
思いからねらいに迫るものである。学校の「顔」である校門を通して、生徒達の学校への誇りや愛情が
脈々と受け継がれていく姿に、そこに通う者の当然の感情として沸き起こる愛校心を深く感じ取ること
ができる資料である。
④ 本時の目標
・学校の主役は自分たちであるという自覚をより深め、そのよさを自分たちでつくろうとする実践意欲を
培う。
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⑤ 本時の展開
導

学 習 活 動
・自分が附属中学校を選択
した理由を思い起こす。

発問と予想される生徒の反応
なぜあなたは附属中学校を選んだので
しょう。

入

・設備が整っている。
・保護者にすすめられた。
・特色のある学校行事がある。
・資料を読む。
・校門をくぐって登校する
生徒の気持ちを感じ取る。

校門ができ、堂々と校門をくぐって登校
する生徒たちはどんな気持ちだったので
しょう。
・うれしい。
・誇りに思う。
・校長先生に感謝したい。

展

・校門を掘る女生徒の気持
ちを考える。

楽な作業ではないのに、どんな思いが女
生徒に校門を掘らせたのでしょう。

指導上の留意点
・写真掲示
・なるべくたくさん発表
させ、本時の課題を意
識させる。

・範読する。
・校門ができて以降、全
校生が校門をくぐって
登校するようになった
ことから、生徒の喜び
を感じ取らせる。
・女生徒の中にある学校
や校長先生への敬愛の
念に気づかせたい。

開

・学校のシンボルが埋まってほしくない。
・シンボルが埋もれてしまうのは、生徒と
して悲しい。
・校長先生に申し訳ないと思う。
・校門が雪に埋もれること
がなくなった理由を考え
る。

前

筆者が卒業したその年から、校門が雪に埋
もれることがなくなったのはなぜですか。
考えを書いてみましょう。

半

・校門が大切だと考えるようになった。
・女生徒の行動がきっかけとなって、毎年
生徒が雪かきをするようになった。
・気持ちが受け継がれ、学校の伝統となっ
た。
・受け継がれたものについ
て考える。

この女生徒が後輩たちに残したものは何
だったのでしょう。

展

・自分の学校を大事にしてほしいという気
持ち。
・学校を誇りに思う気持ち。
・よい校風。
・よい伝統を守ろうとする気持ち。

開

・自分が経験したことにつ
いて考える。

附中において、誇りに思えることや、伝
統として伝えていきたいこととして具体
的にどんなことがあるでしょう。

・校長先生や女生徒に向
けた生徒たちの心情を
明らかにし、学校のよ
さを継承することの意
義を感じ取らせる。

・自分たちの学校のよい
校風を継承し、また創
造しようとする意欲に
つながるよう指導した
い。

・附属の伝統を再認識さ
せる。

後
半

・やりぬく力、豊かな心
・自主、自立の精神
・附中魂 ・附中杯 ・音楽祭
・よさこい

終
・自分の考えを書く

末

・自分の考えを発表する
・副校長先生の説話をきく。
・授業者の説話をきく。

・副校長先生の附属中に
対する思いを聞き、よ
附属の伝統を伝えていったり、附属中を
りよい附属中にするた
誇りと思えるようにするには、どのよう
めに、自分たちの伝統
な学校をつくっていけばいいのでしょう。
を残していこうという
考えをまとめてみましょう。
気持ちを高めさせる。
・授業者の思いを伝える。
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⑥ 結果と考察
本実践は、２月の上旬に行ったものである。卒業式を一ヶ月後に迎えたこの時期に、いよいよ附属中学
校を担っていかなければならないという２年生の自覚を高めるために、愛校心を道徳の時間に育むことが、
本校教育計画の中に位置づけられている。資料も、あかつき教育図書の「校門を掘る子」を使うことに
なっている。
さて授業であるが、板書計画を下図のようにたてた。最初に本校の正門と正面玄関の写真を掲示したの
は、附属中学校の一員であるという

板書計画

意識を持たせるとともに、
「校門を
掘る子」の資料につなぐことができ
ればと考えたからである。導入には、
「附属中学校を選んだ理由」を生徒
に答えさせた。「親や兄弟、友達に
すすめられた」
「設備が充実してい
る」等の答えが出てくるものと予想
したが、「○○中学校受験には学力
が足りなかったから」という予想も
しなかった答えが出てきた。あかつ
き教育図書の指導の手引きでは、導
入例として、
「自分の学校のいいと
ころをあげてみよう」となっている。
授業者は、「附属中学校は他の学校

に比べて、良い面が多いから生徒は選んでいる」と考え、上記の発問にしたが、指導の手引き通りの発問
にすればよかったと後悔した。基本発問の「校門をくぐって登校する生徒の気持ち」については、「校門
が出来てうれしい」
、
「校門を作ってくれた校長先生に感謝したい」という答えが出てきたが、
「やっと学
校に着いたか」という、本文とは全く関係がなく、生徒自身が登校したときの普段の気持ちを答える生徒
もいた。文章を範読しても、文章を読み取れない生徒が何人かいることがわかった。読解力の乏しい生徒
の指導のあり方が、読み物教材で道徳の授業をすすめていく上での課題の１つであることも再認識した。
「校門を掘る女生徒の思い」については、概ね予想通りの答えが返ってきた。中には、
「誰もやらないの
なら僕がやる」と、自分のことのように答える男子生徒がいた。本授業は、畿央大学の島恒生先生にご指
導していただいた。男子生徒から答えが返ってきたこの場面は、立ちどまって広げる場面であると島先生
からご指摘を受けた。
「校門が雪に

板書計画

埋もれることがなくなったのはなぜ
か？」という中心発問にも、期待通
りの答えが出た。その後の補助発問
「女生徒は後輩に何を残したか」と
いう問いには、すぐに答えが返って
こなかった。中心発問にもう一度戻
り問い直すと、ようやく「学校を大
事にしてほしいという気持ち」、
「伝
統を引き継いでほしいという願い」
という期待通りの答えが出た。しか
し、「校長先生がつくってくれたの
だから校門を大切にしてほしいとい
う気持ち」という、ねらいから離れ
た答えも返ってきた。島先生より、
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「女生徒は後輩に何を残したか」という問い方より、「女生徒の何という気持ちが後輩に引き継がれたの
か」や「なぜ引き継がれていったのか」という発問の仕方の方がねらいに迫れると、ご指導をいただいた。
また、この発問が中心発問でもいいのではないかというご助言もいただいた。次に「自分が経験したこと
について考える」場面であるが、この場面に入るときに、「この文とは違って、自分たちの身のまわりの
ことについて考えよう」と授業者が切り替えてしまった。島先生に、「ここに大きな溝を作ってしまって
いる」「さて、みなさん…」「これは置いておいて…」という発問は絶対にやってはいけないことであると、
ご指摘を受けた。資料の延長上で自分を捉えなければならないとのことである。「附属中において誇りに
思えることは？ また後輩に伝えていきたいことは？」という質問に、「設備面が整っている」「総合的な
学習で附属中でしかできない学習ができている」「自然豊かな環境に恵まれている」という様な、ねらい
から全く逸れるような答えが返ってきた。「環境ではなく、人の心はどうか」と問い直したが、十分に考
えさせられる時間がなかった。最後に、本校副校長の説話と授業者の説話で、生徒の愛校心を高めようと
したが、どれだけ生徒の心に響いたかわからない。しかし、本校副校長先生からご指導いただきながら道
徳の時間に授業ができたことは、道徳教育を推進していく上でも学校として一歩前進したことは言うまで
もない。
今回の授業を振り返り、道徳の授業の難しさを改めて実感した。一番反省すべき点は、上すべりの授業
になってしまって、深く生徒の心を掘り起こすことができなかったことである。島先生からも「深みのな
い授業だった」「板書に私・私達・自分達という言葉が出てこなかった」等のご指摘をたくさんいただい
た。また、生徒の意見が出やすいように班で意見を交流させながら授業をすすめたが、意見がクラス全体
に広がることはなく、言葉のやりとりが、授業者対一人の生徒という形になってしまったことも反省すべ
き点である。どうすれば生徒どうしがお互いを見ながら意見が飛び交う授業になるのか、今後の課題であ
る。ワークシートは、中心発問と最後の発問を書かせた。生徒に書かせる量は適当であるという意見をい
ただいたが、書いた文章を十分に交流させられなかった。書いた文章を班の中で順番に回しコメントを記
入させると、交流が上手くいき、考えも深まるというご助言を島先生からいただいた。
生徒になぜ愛校心を育てなければならないか。それは、学校というものは先輩達が長年努力して築き上
げて発展させてきたものである。だから、後輩は先輩達が築き上げてきた伝統を引き継ぎ、さらに発展を
させていかなければならない。学校は小さな社会である。生徒が毎日過ごす学校をよりよく発展させてい
くということは、いずれ出て行く社会の発展に寄与することにもつながる。また、学校を発展させようと
する姿勢、本校であれば自主自立の精神、協調の精神、自発の精神、いわゆる附中魂を持って学校に関わ
ることは、ひいては個人の人間性の成長にもつながる。よって、生徒に愛校心を培うことは大事なことな
のである。
今回、生徒の愛校心を育てるために、本資料を使って授業を行ったが十分ではなかった。今回の反省点
をこれからの道徳の時間における授業づくりに活かしていきたいと考える。
〔どのような学校をつくっていきたいか（後輩に残していきたいか）〕（ワークシートより）
・附属中学校の先輩として胸をはって学校生活を
送る。身のまわりのことや規則をしっかりと守
る。附中魂を伝える。（女子）
・自分たちが後輩の見本となって、附属中のいい
ところを大切にしていく。（男子）
・自分たちがいい学校だと誇りに思えるような学
校にしていきたい。すると後輩達もついてくる。
（男子）
・自分たちが附属の伝統をつぶしてしまうような
行動をとらない。先輩達がしてきた努力を後輩
達にも伝えていきたい。（女子）
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実践５

３年生
授業者

① 主題名
② 題 材

西

川

祥

子

「人類愛」 ４−（10）
ハイチ地震に関する写真・ニュース
「あなたのたいせつなものはなんですか?」 山本敏晴 小学館 他

③ 主題設定の理由
（１）ねらいとする価値について
いろんな人とのかかわりの中で、温かい人類愛の精神を深め、身につけることは大切である。人類愛
は、人間を尊重する精神、生命に対する畏敬の念に基づく人間理解を基盤に、実現されるものであろう。
しかし、世界の実情に目を向けてみると、絶え間なく続く民族紛争や環境問題など、国際的な視点で考
えるべき課題は増えてきている。にもかかわらず、私たちは全人類的な愛で世界全体を考えるには達し
ていないのではないか。我々は同じ地球に生まれた家族のようなものである。すべての人を人間として
尊重し、世界の平和と幸福に貢献しようとする気持ちを育むことは重要であると考える。
（２）生徒について
生徒間は仲が良く、校内音楽会や体育大会（附中杯）などの行事では、リーダーを中心にみんなで活
動に取り組めた。しかし、私学の入試が終わったばかりで精神的に不安定な生徒や、進学先が決定し浮
き足立った生徒もおり、全体的に自分のことで精一杯、自己中心的な考えに陥っている傾向があるよう
に感じられる。卒業を間近に控え、受験や進学のことに頭がいっぱいなのは分かる。そんな今だからこ
そ、国際的な広い目をもって人間のありようについて考えさせ、人生を切りひらく糧にして欲しい。
（３）資料について
１月15日に起きたハイチ地震の被害が連日報道されていた。ハイチの現状は悲惨なものがあり、国際
社会からの援助も行われている。義務教育が終了しようとしているこの時期に、リアルタイムに起きて
いる世界情勢を題材にした道徳授業を行うことで、国際的な視野に立ち、世界平和を願う心、人類愛の
心を育みたいと考えた。
そこで、ハイチにも派遣された「国境なき医師団」で活動した経験を持つ山本敏晴さん（医師であり
写真家でもある）の本を題材にし、写真資料を中心に構成した。
「国境なき医師団」のボランティア精
神とそこで活動する中で医師たちが感じる「そのままを受け入れること」、すべての人を平等でかけが
えのない存在と認めることの大切さ、人間を人間として愛する心を育みたい。
【板書計画】
一人でも多くの人を救いたい
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④ 本時の目標

国際的な立場に立って、広い心で人類の幸せを願おうとする心情を深める。

⑤ 本時の展開
学 習 活 動
導

ハイチの現状について考え
る。

主な発問と予想される生徒の反応
写真を見てどんなことに気づきましたか。

留意点
少女が救助隊に助け出さ
れる写真を提示

入

・助かって良かった。
・みんなの力で助けられた。
ハイチの現状を簡単に説

○国際協力の活動について
考える。

救助隊の人達はどんな気持ちで活動して
いるのだろう。

明する【ニュース視聴】
ニュースの内容を白板に

ハイチのニュースを見る。
・１人でも多く助けたい。

まとめる。

・世界の人々が幸せであってほしい。
展

○国際協力の意義について
考える。

救助隊の家族の人達はどんな思いなのだ
ろう。

救助隊の人々とその家族
の思いを考える。

・危険な場所に行って欲しくない。
・かけがえのない命を救うため仕方がない。
・誇りに思う。
あなたがもし、救助に行くとしたらどん
なことで悩むと思いますか。
・家族と会えなくなって寂しい。
・生きて帰ってこられないかも…。
・自分の時間が奪われる。
・家族に心配をかける。
いろんな悩みを乗り越えさせ、救助にむか
わせたものは何だろう。
・人類への愛

開

・世界の人々を救おうとする気持ち
山本敏晴さんの活動を知る。 ・世界平和を望む気持ち

自分ができる国際協力を

○自分ができることについ

考えるきっかけにしたい。

て考える。

○山本さんの本を紹介する。
あとがきを紹介する。
山本さんはなぜこのような活動をしてい
るのだろう。

終

○「We Are The World」を聞く。

感想をまとめる。

○今日の授業の感想を書く。

末

教師の説話
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⑥ 結果と考察
2010年１月におこったハイチ大地震のニュースをとりあげた。15歳の少女ががれきの中から助けられる
写真、救助隊が厳しい環境の下活動を続けているニュースに生徒は衝撃を受けていた。今を生きている人
間のニュースには、真実みや新鮮さがあり、生徒に与えるインパクトは大きいようだ。しかし、道徳の教
材として扱う際、授業者の伝えたいという思いが強くなりすぎてしまい、ともに考える道徳の授業という
よりは感動をともにする授業の形となってしまった。道徳の授業として成立するためには、どこに中心発
問があるべきなのか、何をねらいとするべきなのかをまずはっきりさせ、焦点化できていなければならな
い。今回はインパクトが大きい分うまく焦点化できなかった。ねらいに応じた教材の選定をすることは重
要であると実感した。
発問内容についても、内容や状況の確認に終わってしまうようなものが多くなってしまい、生徒に今日
の道徳のねらいに近づくための課題を持たせる発問ができなかった。もっとねらいを定めて発問を組み立
てれば子ども同士の意見の交流が持てたであろう。
終末に流した『We Are The World』のDVDは生徒の心に響いたようだった。人類のために有名なアー
ティストたちが心を一つにして歌う姿は、まさに世界が一つであること、みんなで世界を守っていくのだ
という気持ちをかきたてるものとなった。感想を書く時間には教室はしっとりとし、生徒たちは個々に自
分の思いを綴り始めていた。
今回の授業で現在の世界の状況を考え、人類の生き方について考えさせたいと思い、ニュースを第一の
題材としたが、第二の題材とした本の内容「… あなたのきらいなひとのたいせつなものはなんですか。
そのすべてをたいせつだとおもってください。もし そうおもうことができたなら いつかみんながしあ
わせになれるかもしれません。…」に絞り、深く考えさせてみるという授業案を立てれば、ねらいも焦点
化され生徒に意見交流させることができたかもしれない。授業を終えて、ねらいがぐらつかないことの重
要性を再認識した。
資料の発掘は時間のかかる作業で、さ
まざまな本やニュース、新聞などに目を
通した。それゆえ、教師の伝えたい思い
が強くなってしまい、生徒から引き出し
ていく時間であるべきであるのに、与え
る授業になってしまった。資料を深く読
む力が必要だと感じた。
道徳は心の教育である。しかし、心は
見ることができない。実際には行動や言
葉となって見えるだけかもしれない。だ
が、今の子どもたちの心は素直に言葉や
行動に表れているとはいえないように思
う。子どもたちはまわりの友人や大人た
ちに気を遣い、本心を表せていないのではないか。このことを考慮すると、現実を扱うより、読みもの教
材を使う方が道徳の授業としては取り組みやすいといえるだろう。オリジナル教材を見つけ作り出す努力
は必要であるし、普段から広く情報を集めようとする姿勢は持ち続けたいと考える。だが、読みもの教材
は、書かれている世界を共有させ、登場する人物の心情に思いを馳せ、さまざまな意見を出し合い、考え
を深めることが容易に行える利点がある。今後も道徳的実践力を育てる一助となるべく、力のある教材を
探し、資料を深く読む力を身につけられるよう努力していきたいと思う。
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