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Ⅰ 会長挨拶 

自己を見つめ、自己や人間としての生き方についての考え深める 

 

日本道徳科教育学会 

                                       会長 長谷 徹 

 

「自己を見つめる」について解説では次のように記述されています。小学校では「このような学習を通して、

児童一人一人は、道徳的価値の理解と同時に自己理解を深めることになる。また、児童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になる。」中学

校では「様々な道徳的価値について、自分との関わりも含めて理解し、それに基づいて内省することが求められ

る。その際には、真摯に自己と向き合い、自分との関わりで改めて道徳的価値を捉え、一個のかけがえのない人

格としてその在り方や生き方など自己理解を深めていく必要がある。また、自分自身が人間としてよりよく生き

ていく上で道徳的価値を自分なりに発展させていくことへの思いや課題に気付き、自己や社会の未来に夢や希望

がもてるようにすることも大切である。」とされています。 

いずれにしても、道徳科で学習することは「自己や人間としての生き方についての考えを深める」ことです。

そのために授業では、道徳的諸価値についての理解を図ったり、自己を見つめたり、多面的・多角的に考えたり

する学習を進めていくのです。 

ここで注目したいことは、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とい

うことです。中学校で言えば、自分自身が人間としてよりよく生きていく上で道徳的価値を自分なりに発展させ

ていくことへの思いや課題に気付き、自己の社会の未来に夢や希望がもてるようにすること、ということです。

小学校も中学校も、これからの生き方等についての考えをもつことの大切さに触れています。道徳科の学びの中

心は、決して懺悔や告白ではありません。あくまでも“未来に夢や希望”をもつことですし、成長を実感するこ

となのです。例え、自己の過去の体験等を振り返り、できなかったことや守れなかったことについての反省をす

ることがあっても、それはこれからの生き方や考え方への礎とするものでなければなりません。 

そのためには、日頃の学校生活の中でも子供たち一人一人が夢や希望がもてるような、そして成長が実感できる

ような学級の雰囲気を醸成しておくことが道徳科の授業を充実させていく上でも大切なこととなってきます。ロ

ーマは一日にしてはならずです。しっかりとした学級経営の上に充実した道徳科の授業があるのです。ある詩人

が、教育について“教えるとは希望を語ることであり、学ぶとは誠実さを身に付けることである”としています。

子供たちを指導する人間として、子供たちに前向きの生き方を期待するのであれば教師自身が前向きの姿勢を保

って生きていくことが必要です。また、誠実に学ぶということも大切な要素であると思います。 
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Ⅱ 大会次第 

  

大会テーマ： 「道徳科授業の本質を考える」 

 

【大会テーマ設定の趣旨】 

様々な社会的事象が起こる中で、直近の問題の対応に道徳科の授業を用いようとする事例が散見される。道徳

科は学習指導要領に示されている、道徳的諸価値の理解の基に自己を見つめ、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行うことが基本である。  

本大会では道徳授業の特質とはどのようなことか、このことを再確認すべく、「道徳科授業の本質を考える」

をテーマとした。また、今次の学習指導要領の改訂で、道徳教育と同様に、全ての教科で配慮が求められている

特別支援教育と道徳教育の関連についても考えることとした。 

 
 

１．期 日 ： 令和２年１２月５日（土） 10時～17時 10分 

 

２．会 場 ： 東京都荒川区立第四峡田小学校 （山本 洋 校長） 

〒116-0001 東京都荒川区町屋 2-11-6 

３．主 催 ： 日本道徳科教育学会   

 

４．大会の主な日程 

 

10：00～10：10 

  ■ 開会行事 

１ 会長挨拶                                      長谷  徹 会    長 

２ 大会概要（当日の進め方）                              朝倉喩美子 事業委員長 

 

10：10～10：25 

    ■ 総  会                                             進行：赤堀事務局長 

１ 事業報告・事業計画   

２ 決算報告・予算案 

３ 役員選出 ：次期役員について 

〇 新会長挨拶 

 

10：30～11：30 

  ■ 基調講演 

 

    「道徳教育と特別支援教育～特別支援学級における道徳科の在り方～」 

                              

                    聖徳大学名誉教授 吉本 恒幸 
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12：00～14：30 

  ■ 自由発表 

１ 「コロナ禍における道徳授業実践～自由と責任～ 

中塩絵美（北区立滝野川第二小学校） 

２ 「多様な思いを引き出す「動き」のある授業で、学び合う道徳科の授業のあり方 

          ～コロナ禍の中こそ、児童・生徒の心を元気にする「動き」のある授業～」 

近野秀樹（札幌市立あやめ野中学校） 

                                   杉中康平（四天王寺大学） 

磯部一雄（札幌市立北野台中学校） 

３ 「学び手が主体となり深い学びにつながる授業づくり」  

                                                      佐野貴昭（昭島市立福島中学校） 

４ 「低学年における国際理解、国際親善の授業実践と考察」 

小林沙友里（大田区立雪谷小学校） 

５ 「中学年における相互理解、寛容の授業実践と考察」 

篠田恵里（大田区立雪谷小学校） 

 

14：35～15：45 

■ 講 話 

１ 「道徳科で学ぶ意味」 

                                     朝倉喩美子（東京都教職員研修センター） 

   

２ 「道徳科の授業づくりで大切なこと」 

                           高橋妃彩子（玉川大学） 

   

３ 「道徳科授業における指導と評価の一体化の試み」 

                  大原 龍一（明星大学、青山学院大学） 

15：50～17：00 

  ■ 鼎 談 

    「道徳科の特質を考える」 

  

   道徳科授業の多様化、個性化が散見される中で、ともすると道徳科の特質から逸脱した授業、実践記録な

どが散見される。道徳科の目標を再確認し、道徳科の特質とは何かを明らかにするとともに、子どもたちに

とってよりよい授業の在り方について語り合う。 

 

後藤   忠 （東京都小学校道徳教育研究会顧問） 

長谷   徹 （元東京家政学院大学教授） 

福田 富美雄 （元東京福祉大学教授） 

17：00～17：10 

■ 閉会行事   

閉会挨拶 日本道徳科教育学会会副会長  
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Ⅲ 基調講演 

                           聖徳大学  吉本 恒幸 

道徳教育と特別支援教育～特別支援学級における道徳科の在り方～ 

 

 

 

 

 

□ 特別支援学級の教育課程編成の原則 

小・中学校の学習指導要領を適用するとともに「自立活動」を取り入れる。 

 

□ 原則の除外（知的障害もしくはそれを併せ有する児童生徒が対象となる） 

「特に必要がある場合」は、法的根拠により多様に教育課程を編成することができる。 

・各教科等の目標及び内容を下学年のそれらに替える。 

・各教科、道徳科、外国語活動、自立活動の全部又は一部を合せて指導する。 

・特別支援学校の教育課程に準拠する。 

◆「教科等を合せた指導」⇒「遊びの指導」「日常生活の指導」「生活単元学習」 

※中学校では「作業学習」が加わる。 

□ 道徳科の扱いに関して 

①道徳科を設ける場合は、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び 

自立活動における道徳教育と密接な関連を保つようにする。 

②道徳科を設けず、「教科、領域を合わせた指導」等として行う場合は、道徳教育の内容が必要に応じて適切に

含まれるようにし、全体として道徳教育の目標（道徳性の育成）が図られるように配慮する。 

 

□ 実際の指導に当たって 

（１）児童生徒の実態として、抽象的な思考や感情理解になじめ、道徳科の特質を踏まえた授業が実施できる場

合は、道徳科を設置して授業を行う。その場合、下学年の内容項目や教材などを扱うことも考慮する。集団

を小グループ化した場合は、それぞれに内容項目や教材などを設定する。 

例：高学年児童 ⇒「はしのうえのおおかみ」低学年の「親切、思いやり」を扱う 

（２）教育課程の届け出において、通常の学級と同様に道徳科を３５時間設定したとすると、全ての時間で道徳

科の特質を踏まえた授業を行うことが求められる。 

（３）道徳科としての授業展開において能力的に困難な児童生徒の実態がある場合は、「教科等を合せた指導」を

通して道徳教育を展開する。または、「教科別の指導」を行う場合であっても特に道徳科は設置せず、日常の

教科等の指導の中で道徳教育として道徳性を育む。 

例：体育科の授業で「規則の尊重」「友情、信頼」などを意図して道徳性を育てる。 

自立活動を通して個々の児童生徒の道徳性を育てる。 

小学校若しくは中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程に

ついては、特に必要がある場合は、第 50条第 1項、第 51条及び第 52条の規定並びに第 74条までの規定にか

かわらず、特別の教育課程によることができる。            （学校教育法施行規則第 138条） 
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（４）児童生徒の集団を見た場合に能力的な差異が著しい場合は、グループを分け、一つのグループでは道徳科

を行い、他のグループでは「教科等を合わせた指導」などで道徳教育を実施する。 

（５）道徳科を一定時間（例：10 時間）行い、他の 25 時間については「教科等を合わせた指導」若しくは「教

科別の指導」の中で道徳教育として行うなどの弾力的な扱いも考慮する。この場合、道徳科として授業が実

施できる内容項目は、児童生徒の日常生活の課題に関わるものであることが期待される。なお、道徳科の授

業では特質を踏まえることが必要となる。 

（６）道徳教育及び道徳科で扱う「内容」に示されている「内容項目」については、本来は、その全てを扱うこ

とが望ましいが、児童生徒の実態によっては全てを扱うことが必ずしも適切でない場合がある。その場合は、

児童生徒が日常生活や集団生活を営む上で必要と思われる内容項目を選択し、繰り返して指導に当たるよう

にする。 

例：「規則の尊重」8時間、「親切、思いやり」10時間 ⇒重点的な扱いとする。 

（７）教科書については、道徳科の授業を受けることが困難な児童生徒の場合であっても、原則的に学年相応の

教科書が配布される。しかし、児童生徒の実態から学年相応の教科書が使用できるとは限らない。その場合

は、下学年の教科書を使用する。 

（８）検定教科書の使用が困難な児童生徒の場合は、法令に基づき検定教科書に替えて、一般図書を教科書とし

て使用することができる。 ※学校教育法附則第 9条 

（９）道徳科の場合は児童生徒の実態によって一単位時間を弾力的に扱うこともできる。 

例：道徳科 30分、日常生活の指導 15分 ※各々の授業時数は総計を計算し直す。 

□ 指導の原則 

（１）道徳教育という立場による指導また道徳科の場合であっても、児童生徒の実態に応じて、ねらいや学習

活動を個別化し、それぞれに応じた手立てを講じること。 

（２）必要に応じて学習活動の過程で集団をグループ化すること。 

（３）学習活動の流れが分かるように黒板の隅に学習計画の段階を視覚的に表示すること。 

（４）主人公の感情理解に当たっては、視覚化できる教具を用意すること。 

（５）言語等による意見表明が困難な場合は、タブレットやマークなど他のツールを活用して意思を伝達でき

るようにすること。 

 

□ 評価 

（１）道徳教育による指導または道徳科の場合であっても、道徳性の評価は行わない。 

（２）通知表に「特別の教科 道徳」という記述欄があった場合、道徳科を実施しているならば道徳科での学習

状況や道徳性に係る成長の様子（見方や考え方が広がり深まっている様子）を記述する。 

（３）道徳科ではなく、「教科の中での指導」や「教科等を合わせた指導」として道徳教育の立場で指導してい

る場合は、道徳科の欄に指導場面での学習の状況等を道徳教育の視点で記述する。指導要録も同様。通知

表に関しては事前に保護者に説明する。 

（４）行動面での様子は総合所見欄に記述する。 

 
授業に子供を合せるのではなく、子供に授業を合せること。 
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Ⅳ 自由発表 

 

１ コロナ禍における道徳授業実践～自由と責任～ 

東京都北区立滝野川第二小学校 

中塩 絵美 

１ はじめに 

  感染症拡大予防措置として、緊急事態宣言が出され、私達の生活は一変した。自分の行動がどんな禍を招く

か分からない状態で、生活の一部が制限され、学校は休校となった。しかし、一方で緊急事態宣言が解除され

てからは、私達の自主的な判断に行動が任され、「自分の行動の責任を自分で担う」ということに、コロナ禍の

一端になり得るという重圧が加わった。自粛要請よりも、経済活動を存続させることに優位性が見られ、「GO 

TO キャンペーン」とうたわれる世の中で、何が正しくて、何が悪いのかは結果でしか判断できず、それには

個人責任が伴うことを痛感した。「自分の行動を自分で決める」ただそれだけのことなのに、難しいということ

が分かった。自由とは責任を伴うことであり、そこでは善悪の判断やそれに伴う自律的な行動が求められる。

児童においても、休校中の自由な時間をどのように行動するのか考えさせられたのではないだろうか。そこで、

緊急事態宣言が出された当時を振り返ると共に、自由と責任について、様々な見方、考え方をもとに、多面的・

多角的に考えさせるために本教材を作成した。 

 

２ 主題名 自分の行動を自分で決める  A「善悪の判断、自律、自由と責任」 

 

３ ねらいと教材 

（ねらい） 自由な行動には責任が伴うことと、自律的に判断し、責任のある行動をする大切さに気付かせ、実

践的な判断力を養う。 

（教材） 「外出禁止？外出自粛？」（自作教材） 

 

４ 主題設定の理由（指導観） 

（１）ねらいとする道徳的価値について（授業者の価値観） 

  「自分の行動を自分で決めること」は、簡単なようで難しい。自分で意志決定し、行動したことには責任が

伴い、その後の影響力などについても考えなければならない。外出自粛生活では、自己責任という言葉が重く

のしかかり、少しの油断が周囲に迷惑を掛けてしまうかもしれないという恐れが常にあった。また休校のため

に、自分にできることを考えて自分の行動を決めなければならず、自由ということが決して楽しい事ばかりで

はないことに気付いた。そこで「自粛」ということについて多面的・多角的に考えるとともに、自らの経験を

振り返り、お互いの気付きを共有したり共感的に理解したりすることを通して、自由には責任があることを気

付かせる。また、自律的に判断し、責任ある行動をする大切さについて考えを深めることで実践的な判断力を

養う。 

（２）児童の実態（児童観） 
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  休校期間中に児童に電話で現状について尋ねると、それぞれ課題を順調にこなしている様子であった。しか

し、学区内の公園では児童が遊んでおり、ずっと家の中にいるわけではなく、友達と連絡をとったり、遊びに

行ったりして気分転換も図っている様子であった。課題が出されていたとしても、やはり自由な時間は多い。

そこで、好きなように好きなことをしてしまうのはよくないということに気付きつつも、やってよいことと悪

いことの区別を付けるのは難しかった。行動を決めるのは自分自身である。自分の行動を決めるに当たって、

自律的に判断し、責任ある行動をすることの大切さについて考えを深め、実践的な判断力を身につけることが

求められている。 

（３）教材について（教材観） 

  外出自粛中の児童の体験を題材にした自作教材である。主人公は、緊急事態宣言で学校が休みになり、自由

な時間を持て余している。外出自粛といえども、大人たちが経済や自分の都合を優先して、自分勝手に解釈し

ていることを冷ややかに見ている。そのような行動が他者からどのように見えるのか、多面的・多角的に考え

させたい。また、主人公は自分自身の行動を振り返ったとき、「自由に生きる権利がある。」とつぶやきながら

も、虚しさを感じている。自分自身の経験を振り返り、自由には責任やその影響力を考える判断力が必要であ

ることに気付かせ、自律的に判断し、行動する必要があることについて考えを深めたい。 

５ 学習指導過程 

 学習活動 主な発問（〇）予想される児童の反応（・） 

導入 １ 緊急事態宣言や休校中の気持ちを振り返る。 

展開 ２ 「外出禁止？外出自粛？」を読み、主人公に自我関与して話し合う。 

○ 外出自粛のメリットとデメリットを考え、話し合う。 

○「自由に生きる権利がある。」ということがむなしく響いたのは、どんな気持ちになったからですか。 

３ 自己との関りで考え、話し合う。 

○ 自分の行動を自分で決めることは難しかったですか。どんなことが難しいと感じたのでしょうか。 

後段 ４ 教師の説話 

６ 成果と課題 

【成果】 

  実際に経験したことを振り返りながら、「自由と責任」について考える様子が見られた。自由とは、自分の行

動を自分で決めることであり、それは権利でもあることを社会科で学習していたため、権利と義務が表裏一体

であることについて言及している発言や記述が見られた。また、休校中の自分の行動を振り返ることで、自由

な時間があっても好きなことばかりしているわけではなく、自分の行動を決めるためには善悪の判断をしなけ

ればならず、自分を律する心も必要であるなどの気付きも見られた。 

【課題】 

  今回は、このような特別な状況から、実際の生活を振り返ることで、ねらいとする価値に気付く様子が見ら

れた。しかし、自由とは、本来ならば制約のないところで、自分の行動を決める責任について考えさせなけれ

ばならない。「自由であって、自由じゃない。」という児童の言葉から、自分自身で決めているわけではないと

いう気持ちがうかがえる。緊急事態宣言が解除され、自粛に頼る今、自分の行動とその責任についてねらいと

照らし合わせて考えさせたい。 
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２ 多様な思いを引き出す「動き」のある授業で，学び合う道徳科の授業のあり方 

～コロナ禍の中でこそ，児童・生徒の心を元気にする「動き」のある授業を～ 

 
 

 
 

 
 

札幌市立あやめ野中学校 近野 秀樹 

四天王寺大学      杉中 康平 

札幌市立北野台中学校  磯部 一雄 

１．多様な思いを引き出す「動き」のある道徳科の授業の特質 

すでに，「動き」のある道徳科の授業については，本学会において，昨年，一昨年の自由研究発表においても，

発表をした。改めて，ここに，この授業の「定義」を示すならば，以下の「動きⅠ」「動きⅡ」の学習活動によっ

て構成された道徳科授業のことである。 

（１） 「動きⅠ」（＝場面再現の「動き」） 

登場人物への「自我関与を深める」ことをねらいとして，教材の場面を再現

化する活動。「役割演技」や「動作化」等の手法を用いて行う活動。短時間にそ

の場で行えるため，児童・生徒にとって，自分ごととして考えやすい環境を整

えることができる。そのため，特別な支援を要する児童・生徒も，思いや考え

を自由に表現しやすい。 

（２）「動きⅡ」（＝対話し，交流し，多面的多角的に考える「動き」） 

生徒が「自己を見つめ」「多面的・多角的に考える」ことをねらいとして， 

ホワイトボードとマグネットを活用した対話・交流をする活動。この「動きⅡ」 

によって，全ての児童・生徒の意見の掘り起こしが可能になるだけでなく，マグ 

ネットを活用して意見交流することによって，自己の意思表示及び「相互評価」 

ができ，言語活動が苦手な児童・生徒，特に特別な支援を要する児童・生徒にも， 

自らの力で前理解を踏まえた問いが生まれることにもつながりやすい。                      

 

２ 特別支援学級の道徳科における「動き」のある授業の効果 

（１）「動きⅠ」（＝場面再現の「動き」）の効果 

特別支援学級の児童・生徒は、本文を読んだだけでは、なかなか、物語の内容をイメージしにくく、主人公

に「自我関与」することが難しい。そこで、「動きⅠ」として，生徒が自らの考えを深めるきっかけとして、教

師代替の「動き」を行う。光村図書・中学道徳２『「桃太郎」の鬼退治』を例にとるならば、鬼の子どもが登場

し，「ボクのおとうさんは，桃太郎というやつに殺されました。」という言葉を発する鬼の子の場面を、まず、

教師が演じ、その表情や雰囲気を生徒は直感的に感じ取ることで，「自分とは違う」，「同じだ」，「似ているよう

な感じがする」など，自分なりの考えをもてるようにする。その上で，今度は、生徒にその場の「動き」（一人

の「動き」）をさせて、考えを深めるようにするのである。 
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教師代替の「動き」やその場での「動き」は，コロナ禍であっても対策が施しやすい。また，このように２

段階の「動き」を取り入れるなどの工夫を図ることで，教材理解を深め，自己の思いや考えを考えやすい環境

を整えやすいといった効果がある。 

（２）「動きⅡ」（＝対話し，交流し，多面的多角的に考える「動き」）の効果 

書くことが苦手な生徒の場合は，つぶやいた言葉を教師がどんどん黒板に書き記すような工夫を行って記入

負担の軽減をする。逆に、話すことが苦手だが書くことはできる場合には，何枚もホワイトボードを渡し，生

徒が自由に表現できる工夫を行う。このような工夫により，授業に対して主体的に参加しようとする意欲が高

まり，多面的多角的に考えるきっかけが生徒自身の言葉によって生まれていく。 

マグネットの活用は，「自己評価力」を高める手段でもある。教師も一評価者になって，生徒と一緒にマグネ

ットを置く活動に参加し，認め励ます場を設けることで，より一層、「対話」が活性化していく。 

特別支援学級におけるソーシャルディスタンスの配慮は，特にホワイトボード対話では十分に留意する必要

があるが，そもそも生徒数が少ないという点をメリットとして考え，対面形式にしない環境を整えやすい。コ

ロナ禍でも実施できるよう工夫を図りつつ積極的に導入することで，授業が活性化する効果がある。 

 

３ コロナ禍における「動き」のある道徳科授業の工夫 

１で示した「動きのある授業」を実施する際，コロナ禍の状況下では，マスクを付け，一定の距離を保った

まま場面の再現やホワイトボードの活用，再現後の対話を行うなどの工夫が必要となる。 

こういった条件の下で「動き」のある授業を実施したところ，「活動のしづらさ」はそれほど感じることは

なく，むしろ「ディスタンスをとった話し合い活動」よりも「ディスタンスをとった場面再現やホワイトボー

ドの活用」の方が活発に意見を交流でき，考えを深められるという「動き」のある授業の良さを強く感じてい

る。 

 とりわけ特別支援学級では，以下のような課題を持つ生徒も少なからず在籍している。 

・ コミュニケーションや会話時の人との距離のとり方が苦手 

・ 声の大きさのコントロールが苦手 

・ マスクで口元が見えないときのコミュニケーションが課題 

・ 読み物教材の範読と発問のみの授業では，教材の内容や場面に集中できず空想してしまう 

そこで、２で示したように「そもそも人数が少なく，ソーシャルディスタンスに配慮した状態での活動がし

やすい」という利点を活かした「動き」のある授業の工夫を行うことで，コロナ禍においても，特別な支援を

要する生徒でも，教材場面をもとに道徳的価値について自我関与しながら考えを深めることができると考え

る。 

 

４ 多様な思いを引き出す「動き」のある道徳科の授業の実際 

この具体については，当日発表する。 
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３ 学び手が主体となり深い学びにつながる授業づくり及び実践 

東京都昭島市立福島中学校 

佐野 貴昭 

１ 主題名「弱さを克服する強さ」 D２２ よりよく生きる喜び 

２ ねらい 

「人は弱さ・醜さがあるからこそ、それを乗り越えようとする力があり、人間としての誇りにつながるこ

とを理解させ、気高く生きようとする道徳的実践意欲を高める。」 

３ 教材 「二人の弟子」（出典：私たちの道徳 中学校『二人の弟子』文部科学省） 

４ 指導観・教材観 

人間は誰でも、自らの人生をよりよく生きたい、よりよく在りたいと願う一方で、欲望や誘惑に負けて、

易きに流されてしまう弱さや醜さをもち合わせているものである。この相反する２つの心の間で揺れ、悩

み、もがきながら生きている。しかし弱い自分に対峙し、弱さや醜さを乗り越えることができたときに、人

間としての気高さ・誇りに気付き生きる喜びを味わえる。大切なのは自分の中の弱さを認め、それを乗り越

えていこうとする姿勢である。また、乗り越えようと努力しようとしている人を認め、過去の失敗にいつま

でも目を向けるのではなく、誰に対しても人間としてのよさを見いだしていこうとする態度も養える。最終

的に自分を奮い立たせ、乗り越えたとき自分に誇りがもて、自信にもなり、生きることへの喜びにつながる

ことができるようにしていきたい。        

教材では、孤高に咲いている白ゆりと、他人に依存している智行の至らなさを対比させることによって高い価値

に気付かせる。「白ゆり」のように孤独であることが自分の人生で役に立つ場合もある。何かあったときはまず一人

で考える。一人になって生きることが大切であることに気付かせる。 

５ 深い学びにつながる授業 

（１）教材の深い読み 

授業をやることと教材を読むこむことは混ぜない。教材を読むことに徹する。「どこで主人公が変わったか、

誰の一言で、きっかけは、どんな思いで」など。何度も読み直し、行間に書かれている筆者の思いや主人公の

中に抱いている葛藤など心の声を授業者は敏感に察知する必要がある。最低でも２，３回は読み直していく。

教材を深く読まないことには、生徒の予想される発問から話を深められない。教員が考えに至らないがために、

生徒の深い価値理解をしたのに、その発言を聞き流してしまう。 

（２）ICTを使った教材理解 

主体的に考えるために、内容の理解が大切である。そのため１度の範読で理解させることが大切だが長い読

み物教材や登場人物の多い教材では理解は難しい場合がある。その場合は、ICT などを活用して簡単に振り返

ることも有効である。 

 

 

 

 

（３）発問の精選 

考える必然性を生む発問のために。「何を考えさせて何に気づかせたいのか」の一貫した指導の方針である。

この道徳的価値を切り口に、この実態の子どもたちに、この教材をうまく使って話し合わせ、大事なことがあ

るとそれぞれに気づかせようと、しっかり構想することが大事でありそれが「明確な指導観」となる。授業に

は、導入、展開、終末の各段階があるが全てがこの主題でつながって初めて学習活動の効果が生まれ生徒が十

分納得できるものとなる。授業を主体的な学習にするためには教師が言うから仕方がなく考えるのではなく、
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中学生が「考えてみたい」「話し合ってみたい」と知的好奇心がうずくような発問を用意したい。特に導入が大

切である。 

例）加山さんの願い：「部活で言われてイヤイヤやるボランティア。どうしても後ろ向きな気持ちになりがち。

果たして人は前向きに人の役に立つことができるのか。ボランティア活動を喜んで自ら進んでやる人たちはい

ったい何を思っているのだろうか」。 

例）一冊のノート：「家族の一員として自分はどんな存在になれるか考えたことはあるか」    

（４）授業改善 概要（基本発問と中心発問のつながりがない） 

学習過程 学習活動 

導入 １ 問題提起 

 辛いことから目を背けたくなることや逃げたくなることはないか。また、他人と比べて羨ましく思ってしまう

ことなどないか。 

展開 【発問１】 

自分が智行だったら、道信を許すか、許さないか。（心情円盤使用） 

【発問２】 

 道心は「雪に埋もれるふきのとう」を見たとき、死のうという思いを止めたのはどんな思いからか。 

【発問３】（中心発問） 

 智行は「白百合の純白の輝き」に、涙を止めることができなかったのはどんな思いからか。 

終末 【発問４】（これからの生き方） 

 「二人の弟子」から学ぶものは？ 

 

 

学習過程 学習活動 

導入 １ 問題提起 

 辛いことから目を背けたくなることや逃げたくなることはないか。また、他人と比べて羨ましく思ってしまうこ

となどないか。 

展開 【発問１】「分からなさが怒りに変わったという智行の怒りはどこからくるのか」（基本発問）（みんなも共感出来る

部分） 

【発問２】月光を浴びながら涙する智行は、いったい何を思うのか（中心発問） 

ここだけでは、生きる喜びに至っていない。さらに切り返し発問→白百合と共に溢れるほどの月光の中にいて、智行

には何を思うのか。  

終末 【発問３】（これからの生き方） 「二人の弟子」から学ぶものは？ 

（生徒感想） 

「自分自身の心と向き合うことの大切さ」「ねたむ、許せないはあるけれど自分自身しっかり生きる」「大事なこ

とは自分で決める」「孤独になることが役立つこともある」「人に言われて決めるのではない」「まずは自分自身

しっかり生きる」「人に依存しない」・・・・ 

（５）考察・まとめ 

生徒に深い学びを提供するためには、教師の仕掛けは重要になってくる。道徳が教科科になり生徒を評価する

なら、ある一定水準以上のレベルで授業ができないといけない。深い学びの授業を行うためには、「楽しい授業を

する」ことは大前提と考える。楽しければ、生徒は大人になっても考える。何が楽しいかは学年によって違う。

小１～２「答えて楽しい何でも」、小３～４「動機を聞くと嬉しく答える。相手を理解するファースト Step」、小

５～中１「ちょっと背伸びしないと、ちょっと難しい質問じゃないとダメ。すぐ答えが分かるものは嫌がる」中

２～中３「進行不可性、これ以上進めない、意外性、大人でも難しい」という発問は、生徒も主体的に考えるよ

うになることが分かった。今後の課題としては、板書の工夫である。小学校の道徳の様に板書し、生徒の発言を

分類し表題をつけることでランダムな考えを整理し、生徒達に捉えやすくする手法を身に付けていくことで生徒

が深く思考する手助けになるので、これからも実践を重ねて生徒の発言を生かせる授業を行っていく。 

改善後 
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４ 低学年における国際理解，国際親善の授業実践と考察 

東京都大田区立雪谷小学校 

                            小林 沙友里 

１ 主題名  世界のすてき C国際理解，国際親善 

 

２ ねらい 他国の人々や文化に触れ、親しもうとする心情を育てる 

 

３ 教材「いって みたいな，せかいの くにへ」（出典 学校図書 「かがやけみらい」） 

 

４ 指導の意図  

低学年の段階では、身の回りの事物が自国の文化なのか他国の文化なのかを明確に区別することは難しい

が、日常生活の衣食住や身近な出来事やテレビなどで見聞したことの中から他国の存在に気付くことができ

るだろう。スポーツや身近な行事などを通じた他国との交流に触れたり、他国の人々に親しみをもったり、

我が国と異なる文化のよさに気付いたりできるようにすることが大切である。他国の人々や文化に触れ、親

しもうとする心情を育てるために、他国の存在を知ったり、他国の人々や文化に触れたときのよさを感じさ

せたりさせたい。 

日常の指導の結果、他国の人々や文化に触れて活動を楽しんだ。一方で、英語を使った歌ったり、体を動

かしたり、ゲームに参加したりするなどの活動は楽しんではいるが、自国の文化なのか他国の文化なのかを

意識するには至らず、そのよさについて感じたり考えたりすることが十分ではなかった。そこで、本時は、

他国の人々や他国の文化に触れ、そのよさについてじっくりと考えさせるために「補充」を意図した授業を

行う。他国の人々や他国の文化に触れ、そのよさについてじっくりと考えさせるように指導していきたい。 

 

５ 指導の工夫 

① 自己のかかわりで考える工夫 

 導入で他の国や他の国の文化を想起するために、衣食住の中にある他国の文化の様子やスポーツや身近な行

事などから他国との交流の写真を掲示する。他の国や他の国の文化を想起させ、道徳的価値への導入を図る。

プロジェクターを活用して大きな画像で提示し、本時の学習において、他国の人々に親しみをもったり、自分

たちと異なる文化のよさについて気付かせたりしながら、自己のかかわりで考えられるようにさせる。 

② 道徳的価値について理解をするための工夫 

他国の文化に触れ、そのよさについてじっくりと考えさせるために、中心発問では、他の国のことをもっと

知りたいしげるさんを自分との関わりで考えさせ、価値理解を図る。他国の文化に触れたときのよさについて

じっくりと考えさせたい。他国の言葉、遊び、食事などについて興味や関心を広げ、そのよさについて考える

ことを通して、他国や他国の文化に触れ、親しもうとすることについてじっくりと考えさせる。 

③ 自己の生き方について考えを深めるための工夫 

  一人一人に自分自身の経験を振り返らせ、自己の生き方について考えを深めるために、展開後段では、他国

や他国の文化に触れ、そのよさについて感じたことをカードに書く活動を取り入れる。導入から授業の様子を

振り返り、他国や他国の文化のよさについて振り返えられるようにする。 
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６．授業の展開 

学習過程 主な発問（〇発問 ・児童の反応 ◎中心発問） 

導入 １ 衣食住の中にある他国の文化の様子やスポーツや身近な行事などから他国との交流の写真を

掲示する。 

展開 ２「いってみたいな せかいの くにへ」を読んで話し合う。 

○他の国のおみやげをもらった しげるさんは どんな気持ちだったでしょう。 

・早く遊びたいな。  ・どうやって遊ぶのかな。 

○他の国の写真を見ているしげるさんは、どんな気持ちだったでしょう。 

 ・いろんな国があるんだな。 ・日本と似ているところもある。 

◎他の国のことをもっと知りたいしげるさんは、どんな気持ちだったのでしょう。 

 ・他の国の言葉で話してみたいな。 

 ・いろんな国に行ってみたいな。 

 ・他の国の人と友達になりたい。 

〇他の国のことを知ったときを思い出しましょう。どんな気持ちでしたか。 

終末 教師の説話 

 

７ 授業記録（中心発問から展開後段を抜粋） 

C7 他の国で友達をつくって、遊び方をいろいろ教えて欲しい。 

T 他の国のお友達をつくったらどういう気持ちかな。 

C うれしい。 C 遊びたい。 C だけど言葉がしゃべれないかもしれない。 

T いろいろやりたいなっていうとき、心の中はどうなっていると思う。 

C1 わくわくするな。 

T わくわくするね。みんな、どう。うなずいている人いるね 

C22 他の国の食べ物食べて、美味しかったです。 

T なるほど。C22 さんはピザやスパゲッティの絵もかいてありましたね。他の国の食べ物をたべて、美味しい

なとわくわくする気持ちですね。 

C11 日本の音楽と違って、わくわくしました。 

 

８．考察 

・導入で、他の国に関する画像を用意して、児童に見せることにより、児童にとって身近な食べ物、衣装、スポ

ーツ、音楽、絵本、人と様々な側面の事例を紹介し、多面的な考え方にも結び付いたと考える。 

・他の文化に触れたときの感じ方、考え方を見つめることができた。一方で、授業の中で心配や不安な思いも見

られた。人間理解に視点をあてて考えさせてもよかったと感じた。 

・展開後段では、カードを使って自己を振り返った。言葉だけでなく絵をかいて、自分の思い見つめている児童

の様子が見られた。一方で、1 年生の段階ではカードに気持ちや思いまでも表現できない場合がある。その子

なりの気持ちや思いに気付かせるような発問の工夫が大切である。「○○さんのように、わくわくした気持ち

をかんじた人はいますか。」と全員に広めたり、カードを書いている最中に、「このときは、どんなことを思っ

たの」と個別に聞いたりしながら、児童にとって、思いや課題が培えるような振り返りを意識したい。 
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５ 中学年における「相互理解、寛容」の授業実践と考察 

－多面的・多角的に考えさせる－ 

 

東京都大田区立雪谷小学校 

篠田恵里 

１ 主題名   お互いのことを受け止めるために Ｂ 相互理解、寛容 

２ ねらい   お互いの立場に寄り添い、異なる考えや意見を大切にしようとする態度を 

育てる。 

３ 教材名  なかよしタイム（「かがやけみらい」学校図書） 

４ 授業の概要 

学習過程 主な発問 

導入 ○相手と考え方や意見が合わなかったときについて話し合う。 

お互いのことを受け止め合うために大切なことはどのようなことでしょう 

展開 ○ドッジボールが苦手でおしゃべりしていたみち子やひろ子、走るのが苦手で追いかけるの

も、逃げるのもやめてしまったつよしは、どのような気持ちか。 

◎ぼくは、どのような考えから、学級みんなで遊び方を考え直そうと呼び掛けたのか。 

〇決めた遊びの遊び方について考え、みんなで遊んでいるときのぼくはどのような気持ちだっ

たか。 

〇自分の生活を振り返り、お互いのことを受け止め、よかったなと思ったことはあるか。また、

お互いのことを受け止めるために、どのようなことが大切だと思うか。 

終末 ねらいとする道徳的価値に関連する詩を聞く。 

 

５ 指導の意図 

これまでに、お互いのことを受け止めることのよさについて考えることができるように指導を行ってきた。そ

のことにより、児童は、お互いのことを受け止めることによって、お互いの関係やその場の雰囲気がよい方向へ

向かうというよさを感じ、自分と意見や考えが合わない相手に対しても優しく接する児童が多い。しかし、教師

側からの声掛けによって、友達の考えを尊重したり、助け合ったりする状況も見られる。また、自分の考えは相

手に伝えるが、自分と違う相手の意見や考えを素直に受け入れることのできない児童の姿もみられる。そこで本

時では、「深化」を意図して授業を行う。お互いのことを受け止めることのよさについて改めて話し合い、お互い

のことを受け止めるために、どのような考えが大切かを考えさせたい。 

 

６ 指導の工夫 

ねらいとする道徳的価値について、多面的・多角的に考えさせるための工夫を以下に記す。 

（１） 板書の工夫 

中心発問の板書では、「お互いに理解し合うこと」（相互理解）は、多くの道徳的諸価値に支えられていること

が分かるように、道徳的価値毎に分類・整理して板書を行う。 
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（２） 発問の工夫 

教師の発問に対して発言した児童に、教師がどのような問い返しをすればよいかを想定する。 

（３）展開後段の工夫 

ワークシートに自分の生活を振り返ったり、考えたりしたことについて記述させ、学級全体で共有する。 

（４）ねらいとする道徳的価値について、関連する道徳的価値への教師の理解 

教師自身がねらいとする道徳的価値や関連する道徳的価値についての理解を深める。 

 

７ 授業の記録（中心発問） 

Ｃ 6：なかよしタイムは、みんなで仲良くするためにやっているから。 

Ｔ ：みんなっていうのは、だれのこと。 

Ｃ 6：クラスの友達。（友情） 

Ｔ ：そっか、友達と仲良くするために言ったのかもしれないね。 

Ｃ30：男の子も、女の子も、教え合えばよくなるのかなって。 

Ｔ ：お互いに苦手なことを聞き合って、理解し合っていく感じかな。 

Ｃ30：相手のことを理解したら、仲良しになれる。（相互理解） 

Ｔ ：相手のことを理解したら、仲良しになれるんだって、そうなの。 

Ｃ ：（大勢がうなずく） 

 

８ 考察  

・中心発問の板書では、道徳的価値毎に分類・整理して板書を行った。「お互いに理解し合うこと」（相互理解）

は、多くの道徳的諸価値に支えられているということが分かるように、道徳的価値毎に色分けをし、展開後段の

前に、関連する道徳的価値について振り返った。その結果、児童がねらいとする道徳的価値について、多様な感

じ方、考え方に触れ、自分の考えを広げることができたのではないか。 

 

・同じなかよしタイムでも、お互いのことを理解できていないときの気持ちと、お互いのことを受け止めたとき

の気持ちを多面的・多角的に考えさせ、板書した。そして展開後段の前に、板書を振り返り、相手のことを受け

止めることによって、マイナスの気持ちがプラスになるという変化に気付かせた。それによって児童は、相手の

ことを受け止めることのよさについて、考えを深めることができたのではないかと考える。 

 

・ねらいとする道徳的価値について、児童に多面的・多角的に考えさせるために、教師自身がねらいとする道徳

的価値やその関連する道徳的価値についての理解を深め、それを基に、教師の発問に対して発言した児童に、教

師がどのような問い返しをすればよいかを想定した。その結果、ねらいとする道徳的価値について、児童にどの

ように考えさせたいかということが、教師の中で明確になった。また、教師自身が、発問や問い返しを、ねらい

とする道徳的価値について、多面的・多角的に考えさせるという明確な意図をもって行うことができた。 
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Ⅴ 講 話 

１ 道徳科で学ぶ意味 

東京都教職員研修センター  朝倉喩美子 

     

真の贅沢というものは、ただ一つしかない、それは人間関係の贅沢だ。 

サン・テグジュベリ「人間の土地」堀口大学訳 

１ はじめに 

「敎學半」…おしうるはまなぶのなかばなり。書経 

        人に何かを教えるときは、半分は自分にとっての勉強にもなる。 

（自分自身が勉強してよく理解していなければ教えられない。） 

「道徳科」で学ぶのは誰か。勿論、児童・生徒である。週に 1時間、年間 34，35時間 

 

教科書に取り上げられている事例を通して道徳上の問題について話し合う。話合いを通して気付いたことを

交流し、現時点での自らの解を得る。 

しかし、この学びを企画し学習活動を運営し、児童生徒の考えの交流を円滑になるよう調整し、それぞれの

解を得ることが出来るよう終始配慮しながら下支えするのは教師である。その指導という技の巧みさによっ

て、児童生徒の学びの水準が高められるとあっては半端な仕事はできない。ここに教師の研修、研鑽、勉強は

重要性を増す訳である。 

さらに、道徳科ならではの教師の学びは大きい。それは、この授業（学び）の主題が人間としての在り方、

生き方そのものであることに起因する。教えるのは難事であるが学びは美味である。教師自身も生身の人間と

して苦悩する日々であるのだから。児童生徒にとって「師」でありながら、悩める人という「同行の士」でも

あるのだ。授業を前に道徳的価値について調べているとき、はたまた教材を読みながら、懐疑を深めたり、得

心したりすることは多い。どこまで研究してもまだ道半ばであり、学ぶたびに視野は限りなく広がり、視点は

遠く未知へと飛ぶ。追究心は飽くことを知らない。道徳科研究を生涯の学びの柱にする教師は多いが、この魅

力に取りつかれてしまうからかもしれない。 

 

２  新型コロナウイルス感染症と学校教育  

 新型コロナウイルス感染症に世界中が翻弄されている。世界の感染者数は 5千万人に達する勢い、日本の感染

者数は既に 10万人を超えた。（2.11.6 現在）未だ特効薬はなく、感染力の強さは驚異的で、少しの油断でクラス

ター発生となり、人々を震撼させる。拡大防止策の３密（密閉、密集、密接）回避、うがい、手洗い、マスク着

用、手指の消毒の必要性は依然として高い。 

学校においても同様、休校措置こそ解除されたが、宿泊行事や、大きな集団になる行事は見直しや条件付き実

施となっている。そもそも幼児・児童・生徒の教育は豊かな人間関係の中で図られ育まれるものであって、「密」

であることは欠かせない条件でもある。教師と児童生徒、児童生徒間の密度は濃い方が望ましい。しかし直接対

話をできるだけ避け、関わり合う機会と時間を減らし、集まる規模を最低レベルに縮小せざるを得ない状況が続

いている。このことによるマイナスの教育効果は計り知れない。 
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道徳教育においても児童生徒の育成状況に実際的な影響が見え始めている。例えば、11月初旬に実施された

2 年生の「親切、思いやり」の授業における実態調査では、親切の経験は、ほとんどが級友対象で、当番の手助

けなど身近で手軽なものが主であった。                                                                                                            

「困っている人には思いやりの気持ちで親切に」したくても、困っている人を含め人と触れ合う範囲も度合い

も時間も薄いことの結果である。確かにこの 2年生は、例年行う１年生との関わりやお年寄りとの交流等がコ

ロナ禍で中止され、休み時間もマスク越しに多くを語らず過ごし、給食は談話なしでひたすら食べ、できるだ

け短時間で余計なことはせずに下校し、真っ直ぐに帰宅することが日常化されてきている。人との関わりなく

して心を動かすことはなきに等しい。「人との関わりこそが真の贅沢」、この言葉が納得できるがゆえに嘆きも

したいコロナ禍の現状である。 

 しかし、コロナ禍への要配慮授業に関して、他方では、オンライン授業や、ICT 活用授業が工夫されてきてお

り、コロナ禍下での教育の現状を補完する手段とする研究が進んできている。オンラインで発信・受信・交信し

て、知識や技能の習得はできよう。ICT 活用の工夫によって、情報機器を通した体得、感得は限定的、部分的に

は可能であろう。様々な活用術の提案が期待される。 

 

３ 道徳科における学び 

 道徳科のねらいは、「内面的資質である道徳性を養う」こととなっている。授業においては、内面に届くように

語りかけ、内面を率直に語り合い、内面に響くように分かることが必要である。何ともデリケートな道徳科なら

ではの特色をもつ「教科」である。合理的に既存の知識を「直截的に伝授する」というわけにはいかない。言葉

を変えれば、学びの主体である児童生徒自身が、感じる、思う、考える、思索するといった個人的な作業を経て、

自分なりの知見を自ら得ることが必要である。しかしこれらは個人的なものであるがゆえに、ある意味では一面

的で独善的な知見であり、思考であり、素朴な感動である。このままでもいいのだろうが、得たものを客観視し

て妥当性を吟味したり、水準を高めたり更に豊かなものにしたり柔軟性や多様性のあるものにしたりするのは必

然的な学びの延長である。集団での学びの場がそれを可能にする。自分の知見に自信があれば、それを広く世に

問いたくなるし、自信がなければ他の知見を窺い知りたくなるのが人情であり発展途上の児童生徒の必然である。

他人のそれらと比較検討して自身の学びを拡大する作業の必要性が生まれる。 

ここに教師の重要な仕事がある。自己内対話を視点を変えて繰り返す、他者と協働して多様な感じ方や考え方

を交流する、複数の視点で比較検討して学びを広げるなどの学習活動の場と時間を提供する企画・調整の仕事で

ある。さらにまた、児童生徒の興味関心を高め、学ぼうとする意欲を掻き立て、持続させ、得心のいく学びに導

くための演出・技術が必要となる。こうして考えると、道徳科授業に於ける教師の役割は、いうなれば黒澤明で

あり蜷川幸雄であり、小津安二郎であり、大林宣彦である。（いささか古いか。）甘言でその気にさせ、叱咤激励

で必然性を醸し出し、スポットライトで自尊心をくすぐり、黒子となって萎えそうな気持ちを支え、適時適切な

評価でチーム力を掻き立てて一体感を強め、「追究する」ことの充足感や、「見えなかった何かが見えた」満足感

をもたらし、自分自身の生き方や在り方を色彩豊かに描くことができる、そのための監督であり演出家であり、

コーデイネーターである。 

道徳科の学びは完成形のない学びである。本質をたがえず、多様に創意工夫を凝らして、指導に尽力し、教師

自身の学びをも豊かなものにしていきたいものである。 
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２ 「道徳科の授業づくりで大切なこと」 

                                玉川大学 高橋妃彩子 

 

1 はじめに 

 早いもので、小学校では 2018 年度より「特別の教科 道徳」として教育課程に位置付けられた道徳科の授業

が始まってから 3 年目になりました。道徳科の成立を機に、従来の「読む道徳」から、答えが一つではない道徳

的な課題を一人一人の児童が自分自身の問題と捉え、向き合う「考え、議論する道徳」への転換によって、道徳

科の授業の充実を図ることが求められています。 

「考え、議論する道徳」は、児童が様々な教材等を通して道徳的諸価値に関わる事象を自分事として捉え、自

分との関わりで考え、聴き合い、話合い、友達等との意見交流等を通して、自己を見つめ、自己の生き方につい

ての考えを深めるようにすることです。そのためには授業づくりが重要だと考えます。そこで、次の視点から道

徳科の授業づくりで大切なことを述べていきたいと思います。 

 

2  道徳科の授業づくりで大切なこと 

 

■授業づくりの基礎基本は学級経営である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まもなく 2 学期も終わりに近づきますが、各学校では、今年度は、従来と違う教育課程で教育活動が行われて

います。コロナ禍における、3密を避けての新しい生活様式での授業は、活動が制限されるなど難しいものがあり

ますが、各学校が創意工夫を駆使して取り組んでいることに敬意を表したいと思います。 

そのような状況だからこそ、今まで以上に全教育活動における道徳教育、道徳科の授業の充実を図り、児童の

道徳性をしっかりと育成していくことが求められます。 

そこで、基本的なことではありますが、改めて「道徳科の授業づくりで大切なこと」についてお話させていた

だきます。指導の一助になれば幸いです。 

道徳科の時間は、児童が心を開き、自分の思いや考えを書いたり、話したりして素直に伸び伸びと表現

する時間でなければ、児童の深い学びにつながりません。児童が、主体的な学びをし、友達や教師と対話

をしながら学習することによって、自己を見つめ、生き方についての考えを深めることができるのだと考

えます。そのような学びを保証するためには、教師と児童、児童相互の関係づくり、つまりは、学級経営

が大切であり、道徳科における授業づくりの基盤は学級経営だということが言えます。 
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■道徳科の特質を生かし、明確な指導観をもって授業をつくる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指導方法の引き出しを上手に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自己を見つめ、振り返る時間を十分に設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳科の特質を生かすとはどういうことでしょうか。小学校学習指導要領解説には、道徳科の特質につい

て、児童一人一人が、ねらいに含まれる一定の道徳的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、内面的資質としての道徳性を主

体的に養っていくことであると謳われています。この道徳科の特質を理解し、生かして授業を工夫すること

が大切です。 

そして、指導する教師が、ねらいとする道徳的価値についての考えとそれに基づく育てたい児童像をしっ

かりともち、教材をどのように活用するのかという指導観を明確にして授業に臨むことが重要だと考えます。 

指導観を明確にした授業を行うためには、どのような指導を行うことが有効なのでしょうか。児童が道徳

的価値をどのように捉え、自分の生き方とどのように結び付けて考えるのかなど、道徳的価値を自分との関

わりで考えるのが道徳科の時間です。「解説」には、「教材を提示する工夫」「発問の工夫」等、7つの指導方

法の工夫（引き出し）の例が記載されています。その引き出しを一度に全部開けるのではなく、児童の自覚

を促し、「考え、議論する道徳」が効果的に進められるよう指導方法の引き出しを上手に活用することが大切

です。今回は、その中から「発問の工夫」「話合いの工夫」「書き活動の工夫」「板書を生かす工夫」について、

有効な活用方法を紹介します。 

 

児童は学校の教育活動や日常生活の中で多くの体験をし、様々な道徳的価値に触れています。その体験

を通して考えたり、感じたりしたことを、道徳科の学習において、自己を見つめたり、振り返ったりする段

階で生かすことが大事です。とかく、中心的な教材での学習に時間を掛けがちですが、いわゆる学習指導

過程の展開の後半において、自己を見つめ、振り返る時間を十分に確保するよう学習指導過程を効果的に

工夫することを意識して、授業づくりをすることが大切だと考えます。 
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３ 「道徳科授業における指導と評価の一体化の試み」 

明星大学・青山学院大学 

大原 龍一（本会理事） 

１ はじめに 

 「特別の教科 道徳」が開始され、小学校では今年で３年目となる。以前に比べ、道徳科の時間の充実が図ら

れているように見える。特に量的には、ほとんどの学校において週１時間の道徳授業が確保されつつあるように、

相対的に授業時間数が増えていると思われる。しかし、質的に見るとどうであろうか。今までは表面に出てこな

かったもろもろの問題が露呈してきたことも否めない。道徳科の特質から離れた「これは変！」という授業実践

がまことしやかな顔をして跋扈している。また、そのような実践は一見すると甘い蜜の匂いがする。それ程考え

ずに飛びつく先生が勝手に自分本位な道徳科授業の実践を広め始めたり、大衆受けをねらって害毒をまき散らし

たりするマスコミなど課題も多い。 

 このようなことから、今、再び道徳科授業の本質に立ち返り、真に子ども達のための授業を構築することが求

められていると考える。その一助となるべく、以下提案する。 

 

２ 道徳科の特質に立ち返った指導と評価の充実 

 いうまでもなく指導と評価は一体である。指導して評価し、評価して次なる指導に生かしていく。問題は、道

徳科の授業で「何を」指導するのかを明確にすることである。そうすれば、何を評価するのか「評価の視点」も

明確になる。その拠り所となるのが、小学校学習指導要領開設「特別の教科 道徳編」にある「道徳性を養うた

めに行う道徳科における学習」の４つの観点である。それに準拠しつつ学年の教材毎に「指導と評価の指針」を

作成することは今後の道徳科授業の充実につながると考える。  

 

３ 道徳性を養うために行う道徳科における学習（「指導と評価の指針」） 

 次の表は、上記４つの観点における「期待する子供の学び」をどのように記すのか、その着眼点をまとめてみ

た。この着眼点に従って具体的な教材ごとに指針を作成する。 

項    目 期待する「子供の学び」の例 

⑴ 道徳的諸価

値について

理解する 

価値理解 ・道徳的価値観を形成するにあたり必要な「内容項目」について説明する。

特に、低・中・高学年における「解説編」の内容について発達段階に即して

明確に記述する。教材中の具体的な文言にも言及する。 

人間理解 ・正しいと分かっているにも関わらず、時には難しく、そのようにできない

時もある人間の弱さに着目、言及する。反対に、できた時などには心が晴れ

晴れとしたりスッキリしたりするのも人間のよさであることにも触れたい。 

他者理解 ・友達など他者の意見との異同について認識、理解する。さらに、双方の意

見や考えの「よさ」をとらえることができる。 

⑵ 自己を見つめる ・道徳的価値について、自分との関わりを含めて理解し、内省する。 

また、これまでの自分の経験や体験、その時の感じ方や考え方と照らし合わ
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せながら更に考えを深める。自らを振り返って成長を実感したり、これから

の課題や目標を見つけたりすることができる。 

⑶ 物事を多面的・多角的に

考える 

・「多様な意見や考え、様々な視点から（より多くの、より広い、より深い見

方・考え方）」と考えたい。種々の登場人物について考えることを通してねら

いとする道徳的価値に迫る、さらには、関連価値などにも触れながら核心と

なる内容項目に迫る 

⑷ 自己の生き方についての

考えを深める 

 

・道徳的価値に関わる事象を自分自身の問題として受け止められるようにす

る。そこで、伸ばしたい自己を深く見つめられるようにする。さらに、これ

からの生き方の課題を考え，それを自己の生き方として実現していこうとす

る思いや願いを深めることができるようにする。 

・道徳的価値の理解を自分との関わりで深めたり，自分自身の体験やそれに

伴う考え方や感じ方などを確かに想起したりすることができるようにするこ

とから、自己の生き方の課題を考える。 

 

４ 道徳性を養うために行う道徳科における学習―高学年「手品師」を例に― 

 上記着眼点に従って具体的な教材を用いて例示する。小学校高学年教材「手品師」である。ねらいは、A（正直、

誠実）である。毎回このような「指針」を作成することは手間暇かかるだろうが、道徳科授業がよりシャープに

なり、また、評価の視点も明確になるものと確信する。 

項  目 期待する「児童の学び」の例 

(1) 道徳的諸価

値について理

解する 

価値理解  「嘘やごまかしをしない」「過ちを素直に認め、正直に」という内容を全て

包含（内面に強く自覚）した上に、高学年でのねらいである「誠実」と「明る

い心」が成り立つことを理解している。また、自分自身の中の後悔や自責の

念、良心の呵責を乗り越えたところに成り立つところに誠実さがある。「清明

心」と言ってもよいだろう。 

人間理解 うそやごまかしはいけない、そして、過ちは素直に認め明るい心でいるこ

とのよさは分かってはいるが、時として自身のこだわりや見栄など自分の弱

い心に負けてしまい、そうできないこともある。しかし、一方で、相手にも自

分にも誠実な生き方を志向し、少しでも近づけようとするのも人間である。

さらに、そうした時の清々しさを味わえることができるのも人間であること

を自覚する。 

他者理解 誠実に明るい心で生活しようとする動機には色々あるということを理解す

る。時には、他律的な拠り所であったり、結果論的な拠り所であったり、一面

的な見方が拠り所であったりする。しかし、男の子への思いの中に誠実さを

見出したり、手品師自身の行為に誠実さを見出したりする児童もいるに違い

ない。 
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(2) 自己を見つめる ついつい自分を守るため、自分の非を知られたくがないために自分の意に

反してうそや誤魔化しをしてしまった児童もいる。正直にできなかったこと

もある。そのような一面を持ち合わせてはいるが、反対に正直に、誠実にで

きたこともある。そのようなプラスの経験や体験を掘り起こして自覚するよ

うにしたい。 

(3) 物事を多面的・多角的に考

える 

 迷いに迷う手品師の気持ちを考えさせる中で、手品師の様々な心情をとら

えさせる。「一日延ばすわけにはいかないのかい」と聞く手品師からは、やは

り何とか両方を実現させたいという手品師の正直な気持ち（煩悩）も考えさ

せる意味もあるだろう。しかし、その思いを断ち切ってたった一人の男の子

の前で手品を演じることを選ぶに至った手品師の気持ちを考えさせることに

より、ねらいとする指導内容に迫るようにする。 

(4) 自己の生き方についての

考えを 

深める 

 自分自身に対する誠実さを各自の内面に満たすこと、そして、他の人をも

受け入れ誠実にしようとする気持ちと態度を強く自覚する。 

 

５ 今後 

 指針に基づいた授業実践を積み重ね、その有用性を確かめ、より多くの先生に敷衍したい。 
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Ⅵ 鼎 談 

「道徳科の特質を考える」 

  

   道徳科授業の多様化、個性化が散見される中で、ともすると道徳科の特質から逸脱した授業、実践記録な

どが散見される。道徳科の目標を再確認し、道徳科の特質とは何かを明らかにするとともに、子どもたちに

とってよりよい授業の在り方について語り合う。 

後藤   忠 （東京都小学校道徳教育研究会顧問） 

長谷   徹 （元東京家政学院大学教授） 

福田 富美雄 （元東京福祉大学教授） 
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日本道徳科教育学会入会申込書 
         年     月     日 

貴会の主旨に賛成し、入会を申し込みます。 

（フリガナ）  

申込者氏名                                                 

 
紹介者氏名 
（本会会員） 

                                                

自宅住所 

（〒    ―      ） 

 

電話番号  

メールアドレス                                 @ 

所属先・職名  

所属先住所 

（〒    ―      ） 

所属先電話番号  

生年月日 （西暦）           年         月         日 

授業実践校 

（これまで授業実践を 

行った主な学校） 

 

 

授業実践年数（教員

歴：管理職も含む） 

 

道徳教育において関心をもっている事項があればキーワードを記入してください。 
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