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[巻頭言] 

 

 ＡＩ（artificial intelligence：人工知能）全盛の時代が到来しつつある。コンピューターの技術開発

は、まさに終着点の見えないエンドレス・ゲームである。今や日進月歩どころか、その能力向上は驚異

的なスピードで進化を続け、異次元社会の創造を現実のものとしている。 

米国の未来学者として知られるレイ・カーツワイル（R.Kurzweil,2005 年）は、自著『シンギュラリ

ティは近い』の中で､2045 年の社会ではシンギュラリティ（singularity：技術的特異点）に達すると

いった予言をしている。このシンギュラリティとは、ＡＩが人間の知能を超える技術的な転換

点を意味する。つまり、ＡＩが自らの手で新しい世代を迅速に開発するという自己改善サイクルの

「暴走反応」段階に入るのである。これ以降、ＡＩ技術の進歩を支えるのは人間ではなく、ＡＩそのも

のであり､ＡＩ自身が制御下におかれて爆発的に発展することが予測されるのである。シンギュラリテ

ィへの到達社会は予測不能な、そう、カーツワイルの唱える「人工知能が支配する未来」社会へと突入

するのである。そうなった時、人間社会はどのように変化するのであろうか。果たして、ＡＩの深層学

習（deep learning）が人間以上に進化し、データの外側にある「これはどうなのか？」といった創造

力を拡げて予測する時代に到来した時、人間はどのように未来社会へ適応し、そこでの人材育成教育

や心の教育を展開していけばよいのであろうか。 

ＡＩ時代の到来というと先ず思い浮かぶのは、現代社会において予測されているのはデスクワーク

といった定型的な労働、単純作業といった身体的な労働がＡＩ搭載ロボットに代替されて雇用不安を

増大させるといった経済的側面での危機感である。何故なら、労働力としてのＡＩ搭載ロボットはデ

ータから学習してそこでの情報処理は得意だが、開発したり、創造したりするといった複雑な労働や

他者と交渉するといった労働は苦手である。同様に、単純労働とされる場の状況を見極めて清掃する

ようなことも難しい。つまりＡＩ社会では、労働に携わる人間社会の分断という二極化が懸念される

のである。そんな時、近未来社会に生きる次世代人材を育成する学校教育はどうあればよいのであろ

うか。そして、どんな状況にあっても心豊かに逞しく生きる子供達を育む心の教育、道徳教育はどうあ

ればよいのであろうか。これは、決して遠い未来の絵空事ではない。現代に生きる私達のすぐ身近なと

ころまで忍び寄りつつある「現代の脅威」である。 

歴史を繙くと、ＡＩという用語が用いられ、公の場で認知されるきっかけとなったのは、1956 年に

米国で開催された研究発表大会「ダートマス会議」であるというのが定説となっているようである。そ

こで期待された人工知能は、「限定された課題を限定された情報で解析する」ことであった。2020 年

の現代で期待されるのは、｢データからルールや特徴、法則性を発見して最適解を導く｣機械学習と深

層学習に裏打ちされた知能である。その後が、やはり不安になってくる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2045%E5%B9%B4
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つまり、人間の感情としての「心」の問題である。社会的存在として生きる人間に不可欠な規範意識

や道徳性といった「心」の問題は、これからの未来社会でどのように取り扱われるのであろうか。この

点については、「ＡＩ」対「人間の心」といった構図で対比的に捉えることにあまり意味が無いように

思われる。むしろ、これからの未来社会においてもおそらく解析不可能であろうと考えられる「心」が

今後はどう扱われようとしているのかという人間社会における根源的な問いを私たち人類は喉元に突

きつけられるに違いないと､限りない焦燥感に駆られるのである。 

昨年あたりから書店の店頭には数理論理学者である新井紀子氏の『ＡＩvs.教科書が読めない子ども

たち』（2018 年）とか『ＡＩに負けない子どもを育てる』（2019 年）といった著書が山積みされてい

る。つまり、それほどまでに世の親にとって、現代を生きる大人にとって、漠たる不安要素であるけれ

ども不可避的な重大事として認識されつつあるということの証左であろう。 

翻って、私どもわが国の学校教育を根幹で支える道徳教育研究者は、どうこれからのＡＩ社会と向

き合えばよいのであろうか。座して謹厳居士を決め込むのか、それとも果敢に未来科学者や自然科学

者、社会科学者、哲学者や倫理学者に議論を挑むのか。それで果たして解決の糸口は見いだせるのかと

考え始めると、これは容易く最適解を見いだせない堂々巡りの不毛な議論に陥りそうで躊躇してしま

いそうである。 

古代ギリシャの哲学者として著名なアリストテレス（Aristotelēs, BC384-BC322 年）は、自然科

学から芸術分野に到るまで多岐にわたる研究業績から「万学の祖」とも呼ばれている。そのアリストテ

レスが遺した著作の中にそのタイトルもズバリの『心とは何か』（桑子敏雄訳 講談社学術文庫 1999

年）という難解な 1 冊がある。それは、人間の心について論じた歴史上最初の書物であるとも言われ

ている著作である。その中でアリストテレスは、縦横無尽に独自の思索を展開しながら、「心は物体で

はなく、物体の何かなのであり、だからこそ、物体のうちにそなわり、しかも、一定の条件をもつ物体

のうちにそなわる」と説明を試みている。そして、その言を説明付けるためにさらに屋上屋を重ねてい

くのである。このアリストテレスの極めて不透明な「心」の正体解明論に従うなら、つまり、生命体と

いう根幹部分を除けば、ＡＩにも「心」が宿る可能性は否定し得ないであろう。 

結語である。現代社会は内閣府が言うように科学技術の進展で Society5.0 と称される仮想現実も含

めた高度情報化社会に突入している。そんな中で学校教育やその基底をなす道徳教育は不要なのかと

いうと、むしろ逆である。仮想現実空間では生ききれない生身の人間に着目するなら、そんな変化の激

しい社会環境の中で逞しく自らの生命を充実させて生きていくためには、その内面に秘めた自らの「心」

とこれまで以上に対話せざるを得なくなるのである。人間が生きるということは、ただ生物学的に生

きることではない。固有性、有限性、独自性、有意味性、連続性、神秘性を秘めた生命（いのち）を持

つ人間だからこそ、そのかけがえのなさをしっかりと自覚して「善く生きなくてはならない」のであ

る。ＡＩ社会の到来時こそ、その「心」と向き合い、問いかけ、価値付ける道徳教育が永遠の存在テー

マであり続けなければならないと考える。（了） 
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[研究論文] 

 

Key Words：課題探求型道徳科授業、パッケージ型ユニット、グループ・モデレーション 

１． 問題と目的 

 平成 27（2015）3月、学校教育法施行規則及び小・中学校学習指導要領が一部改正されて昭和 33（1958）

年より半世紀余も続いてきた教科外の領域時間「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」＝道徳科へ移行

転換することとなった。この転換で生じた指導上の変化は、検定教科書の使用義務及び記述式の学習

評価導入という 2点である。しかし、「特別の」という但し書きはあるものの、教科教育に転換したこ

との持つ意味は大きい。小・中学校学習指導要領第 3 章「特別の教科 道徳」の目標にも明記されて

いるように、道徳教育の要としての道徳科では道徳性を養うために重視すべきより具体的な資質・能

力とは何かを明確にし、児童生徒の発達の段階を踏まえたより計画的な指導の充実が求められるよう

になったのである。つまり教科教育学の視点に立つなら、「学習者目線での道徳学び」の実現がこれか

らの道徳科授業創造の「肝」となるのである。 

 しかし、これまでの道徳の時間では教科教育と一線を画した独自な教科外教育としての領域「道徳」

に固執するあまり、学習者の課題解決意識よりも道徳教材を介した教師の発問等の投げかけで道徳的

諸価値に対する個の内面的な気付きを促そうとする指導手法が長らく主流を占めてきた。しかし、そ

のような指導方法論に甘んじている限りにおいて、学習者はいつまで経っても授業の主体者とはなり

得ない。何故なら、いくら学習者が「主体的・対話的で深い学び」とか「考え・議論する道徳」を求め

られても、予め教師が設定した主題のねらい達成以外の選択肢を持たせられない「学習課題としての

問い」に固執する限りにおいて、他律的存在としての呪縛から学習者は解き放たれることにはならな

いからである。ならば、教科学習における単元・題材学習のように「今日は友情について考えていきま

しょう」と本時の学習テーマを明示し、その考えを深めるための個々の学習課題意識を喚起し、それを

整理して協同思考するための共通学習課題（学習のめあて）をきちんと設定しての課題解決型学習ス

タイルにしていけば､学習者を学びの主体者と位置付けた道徳科学習にできると考えるのが極めて妥

当な発想ではないだろうか。 

そこで本研究では主体的な道徳学びを実現する前提として「学習者の問い」に着目し、その方法論と

して論者が従前より提唱してきた①「学習者の問いで展開する課題探求型道徳科授業」と②「テーマ性

のある一貫した小単元学習として成立させるパッケージ型ユニット」という理論に立脚しながら、③
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「グループ・モデレーション（group moderation）」の視点を加えることで学習者がより主体的・実践

的な道徳思考を実現できる点を前提にその授業方法理論構築を検討する。 

２． 研究の方法 

 本研究の主眼は、学習者である子供の「問い」に着目することで道徳科授業における主体的・対話的

で深い道徳学びを実現することである。換言するなら、「学習者自身が自らの問いを考えるために必然

性を持って議論する道徳学び」を実現するための方法論的有効可能性をグループ・モデレーションに

求め、実践的な授業構想という視点から援用可能かどうか検討・吟味をすることである。そのテーマに

迫る方法論的検証の手法は、以下の手続きを踏まえて展開していく。 

（１） 子供自身の「問い」を基底にした主体的な道徳学習の創造 

子供の道徳学習が開始されるのは、道徳的諸課題に対して自分事として看過できない疑問や解決を

迫られた時である。「なぜそうなのか？」「こんなことをしたり、考えたりするのは間違っているので

は？」「こんな時、自分ならどうするだろう？」等々の抜き差しならない問題意識、課題解決意識がな

くては子供の主体的な道徳学習など展開されない。ならば、道徳科授業でどのような手立てを講ずれ

ば子供の問いを学習の出発点とした「課題探求型道徳科授業」が創造できるのかをまず問うこととす

る。 

（２）「パッケージ型ユニット」による一貫的整合性のある道徳学習の展開 

 道徳的諸価値は言うまでもなく、関連的一体性を伴う総体を成して人間社会に存在する。よって、小

・中学校学習指導要領の「内容」として示された 22項目をそれぞれ独立した孤高のものとして羅列的

に年間指導するだけで子供の道徳的諸価値に対する理解やそれに基づく個としての価値観形成は十分

ではない。むしろ、4 視点で分類された道徳の内容 22 項目を紋切り型の単独主題で取り扱うより、現

実社会で派生する様々な道徳的諸課題に照らして明確なテーマ性を包含させた複数価値多時間扱いに

よる単元型主題を意図的・指導計画に配置した方が子供の切実感の伴う自分事の道徳学習が展開でき

ることを教育方法学的な視点から明らかにしていきたい。 

（３）「グループ・モデレーション」による道徳学びの協同的学習管理 

 子供の「問い」を基底にした課題探求型道徳科授業、そこにテーマ性を持たせて連続性ある主体的道

徳学習プログラムを意図した「パッケージ型ユニット」の手法は既に各地で様々な実践がなされて

いる。ただ、その際に教科「道徳科」における指導と評価の一体化という視点に立つなら、パッケー

ジ型ユニット内の各時間での子供の課題意識や学びの変容等の成果は様々な手法を駆使することで

比較的見取ることができるが、パッケージ化されたユニット全体での子供の学びの変容評価等はど

うなっているのかという払拭できない疑念の声も少なくない。特に、そのユニットを意図的に構想

した教師側の学習見取り評価はまだしも、パッケージ型ユニットのテーマや学習計画だけを告げら

れて授業に臨む子供達は、蓋を開けてみたら毎時間独立した主題と変わらない授業展開と感じるな

らばそれをどう一連のユニットプログラムと評価するのであろうか。他教科での単元全体を取り巻

く学習課題意識や学習計画への見通しに比べてやや脆弱さの否めない道徳科パッケージ型ユニット
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では、その学習内容の一貫的整合性と妥当性担保が必須要件である。 

３． 子供の「問い」をベースにした道徳科授業方法理論の検討 

（１）研究テーマ追求に向けた方法論的見通し 

本研究テーマを究明するにあたり、その手順は前項「研究の方法」で示した手続き、則ち「子供の問

いを出発点とした課題探求型道徳科授業の妥当性についての検討」⇒次に「子供の一貫した課題探求

型道徳科授業を実現するためのパッケージ型ユニットの有効性・有意味性に関する検討」⇒そしてそ

れらを受けて「学習者自身の主体的学びのモチベーションを基底で支える道徳学習必然性とその学習

成果として享受すべき学習達成実感をどう持たせていくのか、それを可能にするグループ・モデレー

ション手法とはどのようなものなのか」と順次言及することとなる。 

その前に、本研究を展開する上で不可欠なタームとなっている 3 つのキーワード、①「問いを基底

にした主体的な道徳学習（課題探求型道徳科授業）」、②「道徳科パッケージ型ユニット」、③「グルー

プ・モデレーション」について予め理論的な定義をしておきたい。 

① 「問いを基底にした主体的な道徳学習（課題探求型道徳科授業）」 

本研究で意図する子供の主体的な道徳学習とは、学習者自身による「明確な設定目標とそれを実現

するための学習内容と学習活動の一体化」（１）が実現している道徳学びの状態であると規定したい。言

うならば、子供がその時間での学びの方略（strategy）とその学んだ結果となる証拠（evidence）への

具体的な見通しをイメージしながら道徳学びを展開していけるようなエビデンス・ベース型道徳科授

業方法論である。このような子供の「問い」から学習課題設定して主体的な道徳学習を展開する方法理

論として「課題探求型道徳科授業」（2）と田沼（2017年）によって命名され、既に各地の国立大学附属

校や道徳教育研究推進校等で様々な実践が展開されている。 

② 「道徳科パッケージ型ユニット」 

道徳科パッケージ型ユニットとは年間 35 時間の道徳科授業を 1 つの単元として捉え、「学校教育目

標や学校・学年の道徳的実態を踏まえた重点指導テーマや現代的課題解決テーマを数時間の小単元

として設定することで、子供一人一人の課題意識を大切にした道徳学習プロセスを実現しようとす

るもの」（3）で、テーマに基づいた複数時間複数主題による小単元型道徳学習プログラムである。言

わば、課題探求型道徳科授業での子供の主体的な学びをより学習者目線で授業構想する道徳科授業

方法理論として田沼（2017年）によって提唱されたものである。 

③ 「グループ・モデレーション」 

子供の主体的な道徳学習をどう構想すれば実現できるのかを検討していく際、その具現化を果たす

キーワードこそがグループ・モデレーションである。ここで言うモデレーション（moderation）とは、

文字通りに節度あるとか、度を越さない適切なとか、中庸といった意味で用いられる用語である。それ

を教育評価論といった視点から捉えると、それはもう少し積極的かつ能動的な一貫性を有する学習評

価方法論的な視点を有する用語となる。例えば、教育評価論を専攻する鈴木秀幸（2013年）は、「異な

った評価者の評価結果が、同じ生徒作品や学習に関して、異ならないように調整する働きやそのため
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の手続き」（4）と説明付けられるとしている。則ち、教育活動における評価結果の統一（quality control）、

評価過程の統一（quality assurance）という学習評価方法理論としての機能的な意味合いをグループ

・モデレーションは持つのである。そして、教育評価理論としてのモデレーションを学習集団におけ

る一連の学びプロセスと同時進行的に表裏一体の関係として展開する学習評価活動をグループ・モデ

レーションとして規定するなら、その提唱者として知られる英国の教育評価研究者 C.ギップス

（Caroline.V.Gipps,1994年）の指摘する「何が達成事項であるか、どうすればそのような達成事項を

生み出せるのかなどの評価の過程」(５)について共通理解を図る検討会こそがグループ・モデレーショ

ンということになろう。ギップスは、コンセンサス・モデレーションとも述べているように、その学習

活動の見通しを持つことによって得られる成果を評価する評価規準を共通理解し、承認し合う場とし

て位置付けているのである。 

ギップスが目指したのは、1980 年代後半の英国において時のサッチャー保守党政権が断行した教育

改革法を皮切りにブレア政権へと引き継がれていった教育改革運動と連動して飛躍的な進歩を遂げた

学習理論研究過程で、その成果を見取るために教師が学習者を評価する際に生ずる揺らぎ、評価の客

観性や妥当性、信頼性を高めるための評価規準設定についての共通理解と教師の評価能力向上を意図

した研究手法としてのグループ・モデレーション活用であった。本研究で目指すのはギップスのグル

ープ・モデレーション理論を援用し、学習評価基準についての共通理解の当事者を教師ではなく、道徳

学習主体者である子供に置き換えることで「主体的な学習」を実現できるのではないかという仮説に

基づく理論展開であることを先に述べておきたい。 

つまり、毎時間の子供の道徳学びを教師が主題に即した教材提示と発問とによって最初から学習活

動を方向付けるのではなく、子供自身がパッケージ型ユニットとして提示された単元学習を展開する

に当たって意図的に設定されたグループ・モデレーションの場を共有することで、子供が自らの学び

の進め方を問い、そこから得られる学習成果についてユニット終了後に自己評価したり、相互評価し

たりし合うための大まかな評価規準となる目安を設定するとか、その裏表一体関係として同時進行す

る学習活動そのものや学習課題について途中での軌道修正も可能といった合意形成ができていれば、

その学習は子供自身のものとなる。自らの学び方やその成果の価値付けを子供自身にさせることで主

体的・対話的な深い学びとしての「考え、議論する道徳」の実践が実現できるという推論に拠った「指

導と評価の一体化」論を本研究では期待するのである。 

（２）「課題探求型道徳科授業」における子供の学習プロセス 

では、そのゴールとなる「主体的・対話的で深い学び」に総称される「子供の主体的な道徳学習」、

所謂「考え、議論する道徳科授業」を実現していくためには、どのような授業構想の視点が求められ、

どのような授業方略的な手続きが求められるのであろうか。 

そこに到るには、まず本研究で具体像として描く子供の主体的な道徳学習＝「道徳学び」の前提イメ

ージの確定が不可欠となろう。そこで、本論を展開するにあたり、ａ～ｃのような 3 点の発展的なプ

ロセス・イメージを持たせた「子供の主体的な道徳学び具現像」を検討した。その前提にあるのは、従
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前の「道徳の時間」において支配的であった道徳教材中の登場人物の道徳的行為を共感的に追体験す

ることでその道徳的変容に着目させるといった方法論的手法を重視する「心情重視型道徳授業」から、

小・中学校学習指導要領第 3章「特別の教科 道徳」第 1「目標」に示された内容に基づく「道徳的諸

価値についての理解を基に（論理的な概念理解）」⇒「自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多

角的に考え（根拠に基づく理由付けのための思考・判断）」⇒「自己の人間としての生き方についての

考えを深める（自己理解に基づく価値観の表明）」という論理的思考の道筋を辿る論理的思考型生き方

学習としての「課題探求型道徳科授業」への転換である。その前提には、子供自身の道徳的問題に対す

る「問い」がなければならない。何故なら、必然性のないところに子供の道徳学習課題追求は開始され

ないからである。 

ａ．子供が個の「問い」としての明確な道徳的課題探求意識を持って学習に臨めること。 

ｂ．発達の段階に即して道徳的価値をきちんと意味付けして理解し、共有し合えること 

ｃ．共有した道徳的価値理解に基づいて再検討し、納得できる自分の最適解を見いだせること。 

（図１ 課題探求型道徳科授業の基本構造）（6） 

 

「課題探求型道徳科授業」理論で大切なのは、子供一人一人にとって学ぶ必然性の伴う道徳的課題

探求意識である。個の課題探求意識がなければ、主体的・対話的で深い道徳学びなど生まれないし、考

え、議論する道徳科授業での子供のパフォーマンス（言語的・非言語的な子供の学びの実相）を拠り所

とした道徳学習評価等は不可能であるからである。もちろん、この評価者とは教師のみではなく、自ら

の学びを自己評価する学習者としての子供自身であっても同様である。 

この課題探求意識はそれぞれに多様である。それらを摺り合わせ、本時での学びの見通しやそこで

の自らの学習成果を価値付ける評価者である子供達が互いにモデレーションすることで協同思考に必

要な共通学習課題を設定できることが極めて重要である。この共通学習課題があるからこそ、自らの

生き方や在り方を探求する主体的な学びを開始するための能動的な学習動機付けがなされるのである。

そのような共通学習課題設定と共有いうモデレーションの手続きを経ることで、その課題解決や思考
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深化を促す教材、課題追求過程での他者対話と自己省察的自己内対話の往還という語り合いが実現す

るのである。そして、そのプロセスを通して共に学んでいる学習者の大多数が納得できる道徳的価値

に対する望ましさの理解が共有できる「共通解の導き」を実現するのである。また、それを自分事とし

て再吟味することで見出す個としての「納得解の獲得（紡ぎ）」が可能となるのである。この納得解の

紡ぎは、単に共通解を無理矢理受け入れることではない。具体的にどう自分は受け入れるのか、受け入

れられないとしたら今後の自分の道徳的課題は何なのかを吟味する「道徳的価値の個人内自己点検作

業」そのものである。 

このような論理的思考型道徳科学習プロセスを１単位時間の授業として構想すると、図 2 のような

展開プロセスを辿ることとなる。 

（図２ 課題探求型道徳科授業の学習プロセス）（7） 

 

やや詳細過ぎるが、教師の設定した主題のねらい達成を視野に置きながら、如何に子供達の主体性

が発揮できる学習活動として構成できるかが「課題探求型道徳科授業」の学習プロセスの肝となる部

分である。時系列的に述べれば、以下のように展開となる。 

「本時の学びである『友情なら友情、公正公平なら公正公平』と、本時で学び深める主題テーマを全

員でまず確認する」⇒「基本発問①によってモデレーションを経ながら本時の共通学習課題を設定す

る」⇒「主題テーマに基づく共通学習課題（中心発問と表裏一体の関係性となる）を本時の『問い』と

して協同思考しながら共通解を導く」⇒「共通学習課題によって導いた共通解から個としての納得解

を紡ぐことを基本発問②で促す（自己省察としての学びの自己評価と自覚価値の確認）」⇒「導入での

モデレーション結果を踏まえて自らのこれからの道徳的課題への展望を持つ」、という子供の「問い」

による一連の道徳科学習プロセスが見えてこよう。 

（３）「パッケージ型ユニット」の基本構造とそこで期待する子供の道徳的学び 

 パッケージ型ユニットによる道徳科授業カリキュラム開発の目的は、「個としての道徳的学びを連続

させることで、多様な道徳的価値観を内包した現実的な日常的道徳課題としっかりと向き合える『生
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きて働く力』としての道徳的資質・能力を形成」（8）することである。従って、これ以外は容認できな

いといった定型はないが、ユニットの基本パターンは以下のように集約される。 

《パッケージ型ユニットの基本パターン類型》＊1ユニットを 3～4時間で基本想定する。 

① 設定テーマに即して同一内容項目を多時間扱いで視点を変えて深めていくパターン 

テーマ例：かけがえのない生命の重みを見つめよう（3時間扱い）＊同一教材多時間扱いも可 

（第１時）生命の尊さ⇒（第 2時）生命の尊さ（別教材）⇒（第 3時）生命の尊さ（同左） 

② テーマに即して異なる内容項目を複合的に組み合わせることで思考を深めるパターン 

テーマ例：いじめについて考えよう（3時間扱い） 

（第１時）公正・公平⇒（第 2時）友情・信頼（別教材）⇒（第 3時）生命の尊さ（同左） 

③ 中心になる価値テーマを他の内容項目で補強することで価値自覚を促すパターン 

テーマ例：社会の一員としての役割を知ろう（4時間扱い） 

（第１時）社会参画・公共心⇒（第 2時）個性の伸長⇒（第 3時）希望・勇気⇒（第 4時）よりよ

く生きる喜び ＊道徳科以外の各教科・領域とのクロス・カリキュラム構成も考えられる。 

《パッケージ型ユニットにおける「主体的道徳学び」と「指導と評価の一体化」促進の視点》 

① 継続的な指導と評価サイクルの中で見取る個の学び方や学びを通しての変容 

〈子供〉自己成長を実感する⇔〈教師〉カリキュラム・マネジメントに資する 

② 評価する視点（到達度評価でなく子供の人格的成長見取り）を明確にしての指導実現 

〈子供〉多面的・多角的な価値自覚の様相⇔〈教師〉目標・計画・指導法等の即時的な修正 

③ 肯定的な個人内評価促進のためのパフォーマンス側面から継続的な観点での見取り 

〈子供〉ノート、ワークシート、日記・作文等⇔〈教師〉授業チェックリスト表・面談等 

道徳科授業は週 1 時間程度の指導なのでパッケージ型ユニットは学習課題意識が継続しないという

批判もあるが、それは誤認識に拠るものである。各時間の明確な道徳課題意識が学習者側に伝わって

いれば、ツァイガルニク効果（9）により学習空白時間も日常的道徳生活によって補強されるものである

ことを敢えて附記しておきたい。 

４． 道徳科学習における「グループ・モデレーション」モデルの開発 

図 3 は、道徳科学習における「グループ・モデレーション」モデルの概要についてイメージ図とし

てまとめたものである。既に前項まで述べてきたように「学習者自身が自らの問いを考えるために必

然性を持って議論する道徳学び」を展開するためには、学習者の能動的かつ論理的思考学習プロセス

に基づく「課題探求型道徳科授業」への転換が必要である。そして、それを 1 単位時間完結型授業に

終わらせることなく、複数時間複数主題による一貫的したテーマ性と継続性を持たせた小単元型道徳

学習プログラムとすることで、学習者である子供の柔軟的思考性や多様性を内包した道徳的価値観形

成を促すのがパッケージ型ユニットであることを述べてきた。ただ、テーマ型道徳科学習プログラム

の「肝」とも言えるユニット全体への学習者自身の見通しや自己評価・相互評価の視点や観点と、ユニ

ットを構成する各時間でのそれの一貫的整合性に揺らぎが生じることも先行実践から散見できるので
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ある。その揺らぎ克服開発モデルが図 3なのである。 

（図３ パッケージ型ユニットにおけるグループ・モデレーションモデル図） 

 

 あくまでもグループ・モデレーション実施の要諦は学びの主体にある。よって、自らの学び評価を進

める主体である子供自身に学習プロセスを構想させる機能的役割でもある。その意味では、子供自身

が創る道徳学習そのものであり、それ有効に実現するためのテーマ性と一貫性を持たせたパッケージ

型ユニットを実現するための必然として、ユニット導入時と最終時終末での振り返り評価活動として

グループ・モデレーションを実施するということである。つまり、道徳科パッケージ型ユニットにグル

ープ・モデレーションを援用することでユニット全体から探求すべき道徳学習テーマ内容を俯瞰し、

ユニット最終場面でそこまでの自らの学び方を価値付けたり、これからの学び方を展望したりといっ

た子供自身の道徳学習への主体性発揮を期待するのである。 

このような子供自身の学習イメージ構想化と自己評価化の促進は、個人というよりも協同学習によ

って課題を共有し合う学習集団全体に期待するものである。その際、重要なのは子供自身が自ら道徳

学びを評価していく目安となる「自己評価規準（ものさし）」をイメージとして考えられるようにする

ことである。そのためには協同学習のために課題意識を摺り合わせて共有する場、共通学習課題で協

同学習を展開していく見通しについての情報共有の場の保証が求められる。このような子供達の主体

的道徳学習環境整備をパッケージ型ユニット開始と終了時点で持てるようにしていく役割こそがグル

ープ・モデレーション手法援用の最大のメリットである。 

５．考察－「問い」で展開する道徳学習の指導と評価一体化モデルの可能性－ 

本研究で提案するグループ・モデレーションを援用したパッケージ型ユニットによる課題探求型道

徳科授業を展開していくことの意味は、子供が主体的な道徳学習を展開する際は「問い」が不可欠であ

るという事実に基づくものである。また、それは一貫したテーマ性を伴った多面的・多角的な視点から

の子供自身の方略とエビデンスへの見通しがなければ決して実現することはないことも申し添えたい。
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それを可能にするのがグループ・モデレーションという手法である。 

このようなグループ・モデレーションの援用による指導と評価一体型の実現は、当事者である教師の

指導観に拠るところが大きい。さらに問題提起するなら、学習者目線でのグループ・モデレーションが

仮に構想できたとしても、理論的側面から見れば確かに一貫性こそ担保されるものの、学習者は教師

の授業展開方法によっては 1 単位時間内で 2 段構えの授業を受けているような乖離した印象を持って

しまう可能性も排除できない。その点で、ユニット全体の課題やその課題解決に向けた見通しを持たせ

つつ、本時学習もその延長線上にあることを細心の注意を払いながら子供達に含意させ、どう学習課

題達成意識を持続させながら学習展開できるかが教師側の指導上の重要ポイントとなってこよう。そ

のためにはテーマに関する「個の課題意識」⇒「グループ・モデレーションでの調整・整理」⇒「グル

ープ・モデレーションでの結果を踏まえた学習集団での共通課題の共有」といった手続きを短時間で

取りまとめ、必要に応じて背面黒板や模造紙に記して掲示しておくといったグループ・モデレーショ

ンによる摺り合わせ結果と情報の共有が重要である。それが最終的に「自己評価規準（ものさし）」と

して機能し、効果的な学習へと直結する。その点で、教師の授業構想力と洞察力の培いが今後の実践的

な研究課題であると考えている。 

 

《引用・参考文献・註釈》 

（1）田沼茂紀編 『道徳科授業スタンダード』（小学校編・中学校編） 東洋館出版社 2019年 p.16 

（2）田沼茂紀編 『道徳科授業のつくり方』 東洋館出版社 2017年 pp.91-94 

（3）田沼茂紀編 同上書 p.73 

（4）鈴木秀幸 『スタンダード準拠評価』 図書文化 2013年 p.128 

（5）C.V. Gipps,“BEYOND TESTING -Towards a theory of educational assessment”The Falmer Press  

1994／鈴木秀幸訳『新しい評価を求めて』論創社 2001年 p.104 

（6）田沼茂紀編 前掲書『道徳科授業スタンダード』（小学校編・中学校編） p.12 

（7）田沼茂紀 『第 54回神奈川県公立中学校教育研究会道徳教育部会研究大会横須賀大会論集』 記念講

演提示資料（2019年 11月）より転載  

（8）田沼茂紀編 『指導と評価の一体化を実現する道徳科カリキュラム・マネジメント』（小学校編・中学

校編） 学事出版 2017年 p.25-26 

（9）ツァイガルニク効果（Zeigarnik effect）とは、個の課題について達成できなかった事柄や中断してい

る事柄は達成できた事柄よりも印象深く記憶に残る心理現象を意味する。 

 

  



- 14 - 

[研究論文] 

 

１ 問題の所在と本研究の目的 

「教育の生命は道徳教育にある」この言葉は、『修身教育の新体系』文の冒頭に掲げられた岩瀬六郎

の言葉である。
１
 

平成 27 年（2015）３月に「特別の教科 道徳」の学習指導要領が告示された。これまでの「道徳の

時間」においては、道徳的実践まで結びついていないのではないかという懸念もあり、従来の指導方法

から、「考え、議論する道徳」へと子供たちの主体的な学びが道徳的実践に結びついていくよう求めら

れている。この背景には、悪質ないじめや家庭・地域社会の教育力の低下などによる「規範意識の低

下」が喫緊の課題の一つとして掲げられている。 

昭和 33 年（1958）に「道徳の時間」が特設されて以来の大きな転換期を迎えた今、教師側もこれま

での指導方法を基盤に、さらに時代の要請に応じた指導方法の改善に取り組み、次世代の社会を構成

する子供たちをしっかりと育てていかなくてはならない。規範意識の醸成は、小さい頃からの積み重

ねが重要である。家庭や地域社会でのしつけに加え、学校教育においても、安心、安全に暮らせる社会

の実現に向けて、人間としていかに考え、行動したらよいかということに対する基盤づくりを低学年

から真摯に取り組んでいく必要がある。子供たちの規範意識を高め、道徳的実践に繋ぐ道徳教育の在

り方は、学校教育において先人の時代から脈々と受け継がれている大きな課題である。そこで、本研究

では、戦前においてこの問題に正面から取り組んだ岩瀬六郎の実践を中心に、先人の授業実践に学び、

教師の一方的な指導ではなく、いかに子供たちの心を耕し、内発的によりよい実践を行おうとする意

欲を育てる指導を行っていたかを探り、今日的妥当性と照らし合わせることを通して、今後の指導の

在り方に迫りたい。 

 昭和 20 年（1945）12 月 31 日、日本が第二次世界大戦に敗れた年の最後の日に、連合国最高司令官

総司令部は、それまで行われてきた「修身」「歴史」及び「地理」の課程の停止と、すべての教科書や

教師用書の回収、これに関係のある一切の法令の停止を日本政府に命じた。そしてその後、道徳教育

は、社会科の一環として取り扱われ、道徳教育のための教科は特設されず、学校教育全体の周到な計画

のもとに一貫した道徳教育を行うこと、社会科は特に人間関係を中心として扱う教科として、道徳的

心情を養うとともに、習慣形成に努め、道徳的な理解力や判断力の育成を目指すこととされた。岩瀬

は、『修身教育の新体系』において、「道徳は本来実践的なものである。実践的意志を離れて道徳の意義
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は成立たない～単なる道徳的認識でもなければ、単なる道徳的感情でもない。実践的なる意志そのも

のの直接なる陶冶試練を必死の対象とせねばならぬ」と述べている。
２ 

今日の道徳教育におきかえれ

ば、価値を理解し、その意義を考えることを通して、道徳的実践意欲や態度にまで繋ぐことへの重要性

を述べている。 

道徳的実践は生徒指導との関連が深く関わっている。生徒指導はかつて、生活指導と称され、生活修

身教育の中核に据えられていた。現在でも、道徳教育と生徒指導の相互関係については、『生徒指導提

要』において、「道徳教育において児童生徒の道徳性が養われれば、それはやがて児童生徒の日常生活

における道徳的実践が確かなものになり、ひいては自己実現にもつながるため、生徒指導も充実しま

す。逆に児童生徒の日常生活における生徒指導が徹底すれば、児童生徒は望ましい生活態度を身に付

けることになることから、これは道徳性を養うという道徳教育のねらいを側面から支えることになり

ます。」という相互補完関係が明記されている。
３ 

このことからも、平成 27 年改訂の現学習指導要領で求められている、道徳の授業を、道徳的実践ま

で繋いくヒントが生徒指導（生活指導）との関わりの中にも存在すると考える。今回の研究では、低学

年における規範意識の醸成をテーマとしている。『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別

の教科 道徳編』に掲げられたＣ－（12）の第１学年及び第２学年の内容項目「約束やきまりを守り、

みんなが使うものを大切にすること」という、みんなが気持ちよく安心して過ごすための意欲や態度

を育成するための参考になっていくものである。
４
 

 

２ 道徳との関連を図った学級経営の基本方針 

道徳教育を学級経営の中核に位置づける取組は、平成元年の『小学校学習指導要領解説書―道徳編』

（文部省）において、「道徳教育の学級における指導計画」が提案されて以来、様々に行われるように

なってきた。学級は学校生活を支える小さな単位集団であり、人間形成にあたっての役割はきわめて

大きい。望ましい学級の姿とは、児童が学習や生活などの様々な場面で物事を真剣にとらえ、「自分た

ちはどうあるべきか」を反芻しながら「生きる力」をしっかりと身につけていくための生活環境となる

べきものである。個と集団の成長を、同時に促す望ましい学級をどのように創っていくことができる

のか。その基本は、学級を単なる所属集団ではなく、安心して生活できる場としての準拠集団につくり

上げることである。そのためにはその場限りの指導とならないようにめざす方向性を明確にするとと

もに、道徳と体験的な活動との関連を図ることが大切である。また、学習集団であり、生活集団である

学級集団において、様々な取組の目標達成にむけて形成的評価を重視することが重要である。形成的

評価を通して集団の高まりや課題を発見し、取組を次のステップへとつなげていくことで、目標に向

かう集中力や団結力は着実に定着するものである。個の成長が集団の成長を促し、集団の成長が個の

成長を促すのである。以下、学級集団の育成を通して、個々の規範意識の醸成に向けた岩瀬の理論や実

践を参考に考察を進める。 
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３ 本論 

（１） 岩瀬六郎の理念と実践 

今回の研究の中心である岩瀬六郎（1896－1945）は、それまでの子供の生活に即さない教師側の一

方的な指導による、徳目修身や教科書修身の在り方を批判し、「生活修身」の理論と実践を掲げた訓導

である。岩瀬は『生活修身の新主張』において、「今日の人々が相当豊富明瞭な道徳的知識を所有しな

がら、道徳の実践が出来ないというのはどういうわけだ」と訴え、道徳的知識や情操だけでは、道徳実

践の意志を遂行することの難しさに触れている。
５ 

その指導法は、子供たちの実生活での問題につい

て、問題の発生の要因を各々考えさせ、集団討議や相互評価を通して解決策を見出し、個々の道徳性に

働きかけながら、実践へとつなげようという試みを有していた。この展開は、『学習指導要領』に掲げ

られている「問題解決的な道徳授業」や「議論する道徳」にかかわる取組であるという点に、先人の実

践を振り返る価値が内包されている。 

指導過程 

岩瀬は大正５年３月に岡崎師範を卒業後、岡崎師範附属小学校に赴任し、大正９年（1920）から１

学級のみを「特設学級」として、以後６年間継続して担任している。そして、その後、大正 15 年（昭

和元年 1926）には奈良女子高等師範学校附属小学校に赴任し、以後 15 年にわたり教鞭をとってい

る。彼の提唱する「生活修身」は、木下竹次の提唱した「独自学習」「相互学習」の組み合わせによる

生活教育の延長線上にある。木下の実践は、学級における朝の自治会において児童から生活上の問題

が発表され、それが学級全体の解決すべき問題であるとみなされれば修身の学習題材として取り上げ、

各自が解決策を考え発表した後、相互学習として学級全体で討議されていた。この流れをくみ、岩瀬

は、著書『生活修身原論』において、「生活修身が生活具体に即しての道徳的指導を行うというからに

は、その学習題材を生活そのものからとるということは誠に当然のことである」と述べている。
６
生活

上の問題を題材に、学級の集団討議により解決策を探り、実践の過程を指導することを通して実践に

結びつく道徳性（実践的意志）を形成しようしていた。岩瀬は著書『修身指導過程の実践的考察』にお

いて、問題解決に向けた道筋を明確にしている。その指導過程は、１ 動機指導（題材選定） ２ 思

慮指導（問題の独自解決「独自学習」）３ 決意指導（問題の相互解決、社会的思慮決意「相互学習」） 

４ 行動指導（ノート指導と訓練） ５ 反省指導（後始末―道徳的意志の恒常化、道徳的観念や道徳

的感情を体験的に獲得する）であり、内部的精神陶冶と外部的行動の習慣性の確立は、修身と訓練を一

元一体によるもの(訓育）として考えていた。繰り返し実際に行為することを通して、道徳的実践を促

し、継続性のある習慣化の定着を図っていたのである。 

行為の習慣化 

行為の習慣化は、岩瀬にとって大きな課題であったと推測する。
７
彼は、「修身授業の指導過程とは、

意志を指導する過程である。」
８
とし、その定着化を図った。そのため意志の発達過程に着目し、意志を

修練することで、習慣化まで引き上げることを実践した。 

岩瀬は意志の発達過程を、①単一動機時代（衝動的に動機の起きるまま直ちに行動する）②選択意志
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時代（二つ以上の動機が起こり、その中の優なものに従う）③思慮的意志時代（二つ以上の動機に対し

て思慮を行いその決意に従って行動する）④習慣的意志時代（同一行動の反復に従いそれが習慣化す

る）と大別している。
９
それぞれの過程における指導の在り方は、『生活訓練原論』詳しく述べられてい

る。それは、単に機械的、調教的なものではなかったことがわかる。岩瀬は、尋常小学校１年の指導を

愛の訓練とし、「「愛」という指導精神による尋常小学校１年の訓練は、教師の愛による「むすび」と児

童の「愛情」によるむすびとの訓練であり、共同社会的訓練の最も根源的な基礎づけである。教師の愛

がなければこの訓練は成立しない」としている。
１０ 『

生活修身原論』中においても訓練については、

「訓練とは道徳を実行させ、実行意志を陶冶して習慣まで導くもの、即ち、本務の遂行を重ねて徳を体

得させる手段であると考えられる」と述べている。
１１ 

習慣化がしっかりと図られることにより、個々

の規範意識に基づいた行動が、一過性のものではなく道徳的実践として定着いくのである。 

個と集団への指導 

また、岩瀬は、朝の自治会において提案された問題が、個人的なものであるか、あるいは、協同で解

決すべき問題であるかを明確に区別することで、課題を焦点化し、個人や集団における問題解決の実

行性を高めていた。岩瀬は、『生活修身原論』の中で、「協同活動に於いて最も大切なものは自律であ

る。自律なくして真の協同は望まれない」と述べている。
１２

つまり前述した「独自学習」と「相互学習」

をかかわらせながら指導を展開することで、個の成長と集団としての資質の向上を相乗的に促してい

たと考える。 

低学年における規範意識の醸成 

岩瀬は、「規則」の概念やその指導について以下のようにとらえている。
１３

 

「規則には、国家の法律の如きものから、公園図書館など公共物に関する規則、国体の規約などまでい

ろいろある。学校にも、学級にも、必ず何らかの規則はあるはずである。規則は之によって人を束縛す

るのが目的ではない。規則は社会の秩序を立てるもので、人々がこれを守ることによって、最も便利で

あらしめ、真の自由を得しめるのである。此の意味において人々は規則に従うのが道徳である。～中略

～子供に『なぜ規則を守らねばならぬか』と尋ねるならば、おそらくは、『そむくとしかられるから』

と答えるであろう。こういうわけであるから、本課の指導に於いては、一面に、如何なる規則も、規則

なるが故に絶対に服従すべしと教えると同時に、一面に於いて、規則の意義精神の理解し易きものは

之を教えることが有効である。学校、道路、公園などの規則は、子供にも容易に理解さられるであろ

う。本課は、日常普通の規則に従うことを教え、国民としての遵法生活の基礎を作ろうとするものであ

る。規則に従うことは公徳を重んずることである。規則はなくとも公徳を重んじて無形の規則に従う

べきことをも本課では指導せねばならぬ。」 

 平成 27 年度改訂の学習指導要領においても、低学年においては、公徳を重んじ規則に従うことを教

え、高学年における遵法精神の基礎を形成するという点において、岩瀬の指導に対する理念と共通し

ている。 
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岩瀬の実践紹介と分析 

昭和 10 年（1935）の『新定修身書精説尋二』の中の、「遠足・規則に従え」では、小学校２年生に

規範意識を指導する内容である。体験と関連づけた指導が試みられ、生活体験を通して道徳的な態度

を養うという指導を行っている。おそらく教師側からの一方的な修身指導が主流であった昭和 10 年頃

に、このような児童の体験に密着し、そこから気づきを促す指導が実践されていたことは特筆に価す

る。
１４ 

「遠足・規則に従え」の一部を紹介する。子供たちが、遠足の際に見たいろいろな場所の規則（立て

札など）に自分が実際にどうかかわったかを想起させながら指導を展開する。 

「（教材観）本課は、その題目、内容ともに全く純然たる生活教材である。即ち、遠足という具体的

生活に即して、諸徳を総合的に指導し、当日の道徳的実践を期すると共に、その体験によって、多くの

道徳的態度を養おうとするものである。（特徴）本課の如き指導する上から見て最も注意すべき生活教

材の特徴は、その指導事項が単なる一般的な心得としてではなくて、目前の実行意志に訴えて意志的

に学習せられるということである。」と、実践の上に立った指導の有効性を強く訴えている。 

『日案式教材精説尋二修身指導書』 昭和１４年から抜粋 
１５

 

「規則に従え」 

第１時―遠足を反省させ、各地の規則調べや、子供の規則に関する生活調査を行う。 

    子供がどの位規則を守っているか、規則に無関心であるかを具体的に調査しておいてから指

導に入る。 

第２時―子供の調べた各種の立て札を発表させる。自分たちでその場所で注意すべきことは何かを考

えさせる。 

 ここでは、第１時において、個々の子供たちの意識を調査し診断的評価を行い、実態を起点とし、個

から集団生活への指導へと広げている。この子供たちへの実態調査は、「生活調査」と呼ばれ、指導上

の課題を明確にするために行われていた。そして、また、子供たちが事前に調べた立て札をもとに考え

させていること、遠足という体験と関連させた指導を展開している点が注目に値する。岩瀬の指導に

は、このように、教師側の指導と児童が自主的に行動できるような実践が一体となり、生活の中で実際

に生かされるように工夫されている。 

岩瀬の扱う題材は、『生活修身原論』の「生活修身の指導体系」によれば、①予定的指導―暦材料に

よる指導（生活体験による指導）②臨時的指導―偶発材料による指導（生活体験による指導）③臨時的

指導―日常材料による指導（生活体験による指導）④臨時的指導―教科書材料による指導（準体験によ

る指導）⑤臨時的指導―補充教材による指導（準体験による指導）に大別している。生活体験による指

導はいうまでもなく実践指導であり、準体験による指導は直接生活体験に訴えることのできないよう

な事項を具体的な例話等をもって指導するもので、岩瀬はこれを補助的な指導と考えていた。
１６ 

今回実践例として取り上げた「遠足」はこのうちの暦材料の児童中心教材にあたる。暦材料とは、指

導材料がいつも学校生活の材料のみに偏らないようにするため、学校の年間計画表にある材料を扱う
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もので、５つに分類されている。それは、①第１類 児童中心的教材（遠足、運動会、ひな祭りなど）

②第２類 社会訓練的材料（交通安全週間、燈火管制演習など）③第３類 記念日的材料（祝祭日な

ど）④第４類 社会現象的材料（年の暮など）⑤第５類 自然現象的材料（梅開期、初秋など）に分類

し、各々の特質や指導精神を明確にして指導にあたっていた。このような綿密な計画に基づく教材の

多様性は、子供たちの関心や意欲を高めるものであり、暦材料は、学校において計画された体験活動と

道徳の指導を結び付けている点で、平成 27 年度改訂の学習指導要領に掲げられる「道徳的行為に関す

る体験的な学習等を取り入れる工夫」の参考となる実践である。
１７ 

次に、夏休み明けの生活習慣についての指導を紹介する。 

岩瀬六郎著「新定修身精説 尋一」明治図書 昭和１０年『きまりよく』より抜粋 

この教材は、夏休みの間にゆるみがちになった心をひきしめるために設定されたものである。ここ

では、夏休みの生活について反省させ、その中から規律的生活に関するものを取り上げて導入とし、教

材「きまりよく」の指導へと展開していく。ここで着目すべきは、「ソンシツジカン」の表の活用であ

る。（「新定修身精説 尋一」２４１頁より） 

ソンシツジカン（第  週） 

 １ ２ ３ ４ 計 

月 ５フン 1０フン ３フン ― １８フン 

火 ８フン ６フン ５フン ２０フン ３９フン 

水 ０フン ２フン ３フン ― ５フン 

木 ４フン ０フン ７フン １０フン ２１フン 

金 ２フン １フン １フン １フン ５フン 

土 ０フン ０フン ８フン ― ８フン 

合計 ９６フン 

上記の表は、毎日毎時の終わりに記入して行った１週間の結果を示したものである。いかに時間が

貴重なものであるかを表を活用して可視化し、個々の遅刻が学級全体の大きな損失になるということ

を、実態に即して納得させ、実践へとつないでいくものである。個に訴えかけながら集団の規律ある生

活を向上させようとするものである。 

岩瀬は、「ソンシツジカン」の表の活用について以下のように説明している。「５０人の学級で毎朝始

業が１分間づつ遅れるとすると、１日では５０分、１年では（１か年授業日を２４０日として）２００

時間即ち８日８時間の損失である。～自分一人のきまりの悪い為に、こういう多大の迷惑をかけるこ

とになるということは、子供に話してやるがよいと思う。」と、個人の気のゆるみによる集団の損失の

大きさが明確に感得できるようにしている。指導の実際は以下のとおりである。 

第１時―夏休み前に習ったことを思い出しながら、夏休みの生活を反省する。 

第２時―「これからどうするか」をなげかけ、「きまりよく」の徳の実践意志を喚起する。 
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２学期に入ってからの生活のゆるみを反省する。その後、一度子供を外に出して遊ばせ、笛の

合図で教室に入る集り方、並び方、入り方などの生活訓練を行いその気持ち良さを味わい、規

律的生活の精神的愉悦を体験的に味わわせる。 

第３時―今までの「ソンシツジカン」の表の成績を反省させ、時間を有効に使うことを指導する。教科

書を扱う。授業の中で、規律ある行動を体験し、それが「気持ちのよいもの」であることを体

得し、次の思考へとつないでいる点は、自覚を実践へとつなぐ点で参考になるものである。 

 

４ 研究のまとめと今後の課題 

今回の研究を通して、 

① 児童により提案された問題を扱うことは、児童が問題を自分事としてとらえ、主体的に取り組

もうとする内発的な道徳的実践意欲を育むものである。 

② 道徳教育が学校の教育活動全てを通して行われるという高い意識をもち、機をとらえ、特別活

動との関連を図りながら道徳的側面を計画的・発展的に指導することで、児童の実践意欲を高めて

いた。 

③ 学校において計画された学校行事等の体験活動と道徳の指導を結び付けた指導を展開すること

で、児童は実感をもってきまりを守ることの重要性をとらえていた。 

④「生活調査」とよばれる診断的評価を行うことで、実態に即した指導上の課題を明らかにしていた

ことが明らかになった。これにより、子供たちは、問題を自分のこと、あるいは学級集団のこととして

とらえ、自覚し、実践を習慣化するまでに至っている。このような視点から、先人の実践にはこれから

の道徳教育への示唆が数多く内包されている。岩瀬六郎の「教科書修身の批判」や「生活課題そのもの

を学習課題にする」という考え方は、教科化となった現在では特に、教科書の使用義務や道徳上の問題

について考える道徳科の在り方とは相反する部分がある。しかし、岩瀬の具体的な実践からは、おおい

に学ぶことができる。今日的な学校教育においてもその実践は十分に適応され、道徳教育の充実を目

指すことができる。それは、教師自身が学校教育のあらゆる指導場面において道徳的側面を意識した

指導を行うことである。教師は常に、それぞれの指導場面で道徳的側面は何なのかを考え、それに即し

た綿密な計画の下に、実態を踏まえ、効果的な指導を行うことが重要である。そこに、個々や集団に効

果的に評価を加えながら、児童一人一人のどんな小さなサインも見逃さず察知し、状況の背景を的確

に把握・分析することにより、早期に様々な問題を解決に向かわせることができるものと考える。児童

一人一人が課題意識をもち、主体的な自覚もとに実践化することは、集団の資質（凝集性・雰囲気・問

題解決能力）の向上に直結し、目標や手順を明確にした主体的なクラスづくりは、学級の成長の方向性

を見失うことなく展開されていくものであると考える。これまでの「道徳の時間」は特設以降、道徳的

価値の内面化を重視してきた。生徒指導と関連した道徳的実践の強化への高まりにより様々な懸念も

生じているが、児童の自主性を重んじる岩瀬の実践は、そうした懸念を払拭するものであるといえよ

う。特に「修身」の時期から、「道徳の時間」特設にいたるまで、規範意識の醸成は一貫して強調され
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ている。ここで、今一度、先人の優れた実践や教育理念を見つめ直すことで、これから目指すべき「道」

の指針を探っていきたい。人間としての在り方生き方の素地をつくる幼児・児童の教育の基本姿勢は、

どんなに時がたとうとも不変のものであり、先人の長い年月の努力や試行錯誤の実践に学ぶところは

大きい。 

 

《注》 

１ 岩瀬六郎『修身教育の新体系』 昭和５年 目黒書店 １頁 

２ 岩瀬六郎『修身教育の新体系』 昭和５年 目黒書店 ４頁 

３ 文部科学省『生徒指導提要』 平成２２年 教育図書 ２５頁 
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 平成３０年 廣済堂あかつき ４９頁 

５ 岩瀬六郎『生活修身の新主張』平成２５年 日本図書センター 
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１７ 岩瀬六郎『生活修身原論』 昭和７年 明治図書 ２７３頁 
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[実践研究論文] 

 

 

１．問題と目的 

 平成 30 年度から、小学校ではついに特別の教科道徳の授業が始まり、現場の教員には教科書の使用

や評価など、新しい変化への対応が求められるようになった。一方、教員の働き方を改革することの大

切さが議論される昨今では、教員の負担の軽減が目指されている。しかし特別教科化をきっかけに、道

徳科の授業をあまりやってこなかった教員が、とりあえず年間 35 時間授業すると、授業数という量的

な確保がなされても、質的な改善はなされないであろう。道徳科の年間指導計画作りに関しても、現場

では道徳教育推進教師などの校務分掌担当者が、負担を減らしながらうまく作成・運用できていると

は限らない。道徳科の年間指導計画作成では、系統性のないバラバラな主題配列をしたり、計画性のな

い場当たり的な主題選択をしたりする危険性がある。山口（2001）は、1998～1999 年の学習指導要領

の改訂に関して、「教師は真の意味でのカリキュラムの開発者、ディベロッパーとしての専門的な力量

をもち、その役割を果たさなければならない。」
（１）

と指摘しているが、道徳科の年間指導計画作成にお

けるディベロッパーとしての専門的な力量を、現場の教員はもっているのか。もし、道徳科のカリキュ

ラムに関してディベロッパーとしての専門的な力量に乏しい現場の教員が年間指導計画を作れば、そ

の作業が大きな負担となることが予想される。逆に、負担とならない程度の簡易な作業で作成すれば、

質の低い年間指導計画となり、作るだけで実際には使用せず、結局行き当たりばったりになる可能性

がある。また、過年度の年間指導計画が質の低いものであれば、次年度もそれを踏襲する危険性があ

り、道徳性を育てる上で問題が生じることが予測される。 

 そこで、現場の教員は年間指導計画作りに関してどのような困り感を抱いているのかを確認すべく、

Ａ市の道徳主任（小学校１４校、中学校６校）にアンケート調査をして実態を把握し、現場の教員に対

する支援について考察することにした。そもそも現場の教員は、年間指導計画作成において学習指導

要領が求めていることを理解しているのかにも疑問が残る。それを確認しなければ、ディベロッパー

としての専門的な力量の有無が分からず、問題点が曖昧になってしまう。もし現場の教員が年間指導

計画作りに関して困り感を抱いているならば、「現場の運用では改善が難しい部分」があるということ

であり、年間指導計画作成によって勤務時間や多忙感が増すことは明らかである。働き方改革をふま

え、現場の教員の困り感を把握した上で、負担軽減をしつつよりよい年間指導計画を作ることが期待

できる支援の在り方について、アンケート調査の結果から考察する。 
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２．方法 

（１）調査対象 

 Ａ市内の公立小中学校 20 校の道徳主任 20 名（小学校 14 名；中学校６名）を対象とした質問紙調査

を、小学校の特別教科化直前の 2018 年２月に実施した。質問紙調査は学校名、担当学年、経験年数、

性別を記載して行った。欠損値があるものを除外した結果、得られた 18 名（小学校 12 名；中学校６

名）を有効回答とした（有効回答率 90.00％）。 

（２）調査内容の概要 

 小・中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編（平成 29 年７月）の年間指導計画作成に関する記述

を参考に、筆者で作成した質問項目を用いて、「教員の道徳科の年間指導計画作成に関する意識調査」

を実施した。質問紙調査票は、現場の教員が道徳科の年間指導計画作成時に配慮している内容や、作成

を負担に感じているかの実態、どのような手立てを求めているかを把握するため、「年間指導計画作成

時の配慮尺度」11 項目、「年間指導計画作成に関する困り感尺度」３項目、「年間指導計画作成に求め

る手立て尺度」６項目、という３つの尺度から構成した。「当てはまる」（１点）、「少し当てはまる」（２

点）、「あまり当てはまらない」（３点）、「当てはまらない」（４点）の４件法で回答を求めた。 

３．結果と考察 

（１）年間指導計画作成時の配慮尺度 

 年間指導計画作成時の配慮尺度に関する平均値と標準偏差を表１に示した。特別教科化が始まる直

前に実施した調査なので、特別教科化が実施される前の実態を表している。 

 平均値から、現場で年間指導計画作成時に配慮できている項目を見ると、「過年度のものを参考にし

ている」は小中学校で全ての学校が「当てはまる」と答えている。しかし中学校では、「学校の道徳教

育の全体計画を考慮している」が少し高いが、他はあまり配慮できていない。一方、学級担任制で授業

を編成しやすい小学校では、「他の教育活動（各教科等、体験活動）との関連を考慮している」「季節的

変化を考慮している」が高い数値を示している。また小学校では「学校の道徳教育の重点目標を考慮し

ている」「主題の性格を考慮している」が高いが、中学校ではあまり高くない。「過年度の担当教員から

変更点の申し送りがある」は最も低く、中学校は全６校が「当てはまらない」。次に低いのは「各学年
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の児童生徒の道徳性に係る実態を把握している」で、数値通りに捉えれば、「現場では過年度の教員か

らの申し送りもなく、児童の道徳性の実態も把握せず、実態に合わない過年度と同じ年間指導計画を、

毎年繰り返し使用しがちである」ということになる。 

 しかし、数値の低さをそのまま「現場の教員の怠慢」と捉えるのは早計である。以前より、大学の教

員免許養成課程において道徳教育に関する授業は十分実施されていないという問題が指摘されており、

横山（2007）も「現状ではわずか２単位ですから、専門性を十分に担保しているとはいえない」
（２）

と

述べている。数値が低いことを、「現場では○○していない」と捉えるのではなく、「現場では、○○す

る専門的な力量不足で困っている」と解釈することで、現場の教員の支援の在り方を考察したい。例え

ば「各学年の児童生徒の道徳性に係る実態を把握していない」ことは、「児童生徒の道徳性に係る実態

を把握する力量不足」という実態を表すと考えられる。道徳性の実態を把握する力量がなければ、道徳

性が育ったかを把握できないため、年度末に年間指導計画の変更点が考察できないのだと考えられる。

中学校では「各学年の重点指導項目を考慮している」が低く、小学校も高くはない。これは、「重点指

導項目を年間指導計画に反映する力量不足」と言い換えられる。また、小中学校ともに「複数時間の関

連を図るように考慮している」が低く、「複数時間の関連を図る力量不足」の現状を表している。これ

らのことから、道徳科の年間指導計画作成におけるディベロッパーとしての専門的な力量を、現場の

教員はもっているとは言いがたい。この実態は、「現場の運用では難しい部分」に該当すると考える。 

（２）年間指導計画作成に関する困り感尺度 

年間指導計画作成に関する困り感尺度に関する平均値と標準偏差を表２に示した。 

 小中学校ともに「時々変更することがあったとしても、大体年間指導計画通りに道徳科の授業を実

施している」は高くない。「過年度の年間指導計画を参考にはするが、児童生徒の道徳性の実態は把握

できず、過年度の教員から申し送りもなく、次年度も同じ年間指導計画を作るが、実際には使わない」

という、年間指導計画の形骸化の実態がうかがえる。 

 現場の教員にとってあまり使えない年間指導計画になるのは、ディベロッパーとしての専門的な力

量不足が原因だと推察できるが、それを裏付けるように、「道徳科の年間指導計画を作る際に、現行の

副読本の教材から授業の配列を考えやすい」「道徳科の年間指導計画を作る際に、授業の配列を考える

のは大変だと感じない」の項目は小中学校ともに非常に低く、副読本から配列を考えるのに苦労して

いることがうかがえる。中学校は特に低く、現場の苦労が感じられる。表１・２の実態から、ディベロ

ッパーとしての専門的な力量不足が、年間指導計画作成に関する現場の困り感を生み、年間指導計画
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の形骸化につながったと考える。これ

が、特別教科化前の段階における「現場

の運用では改善が難しい部分」であると

言えるだろう。道徳科の年間指導計画作

成に関する現場の困り感の実態を整理

したモデルが図１である。 

（３）年間指導計画作成に求める手立て

尺度 

 この現状を打破するために、現場の教

員はどのような手立てがあると良いと考えるのか。年間指導計画作成に求める手立て尺度に関する平

均値と標準偏差を表３に示した。 

 小中学校ともに平均値はどの手立ても高く、有効な手立てを求める現場の困り感の強さを感じた。

最も高かったのは「道徳科の内容項目と、各教科等における道徳教育や体験活動等を関連付ける具体

的なテンプレート」で、学級担任制で複数教科の関連を考える小学校は特に高かった。小学校では、

「２～４時間の具体的な内容項目から構成される、小単元の配列のテンプレート」が２番目に高く、年

間指導計画作成に小単元の配列が役立つと考えていた。山口（2001）は、「単元を単位として単元ごと

の教材研究や授業研究を積み重ねていくことによって、教材の改善を図り、教育内容や教科内容を見

直し、その配列の仕方を見直すことができる。」「カリキュラム開発を目的とした授業研究は単元を最

小の単位として行われるということができる」
（３）

と述べ、カリキュラム開発において単元を最小単位

とすることの重要性を示している。また田沼（2017）は、「年間指導計画の各所にショートプログラム

（２～４時間程度）としてのパッケージ型ユニットを組み入れることで、点としての道徳科授業より

もはるかに子供たちへのインパクトが強い線や面としての道徳科授業に転換することができます。」
（４）

とパッケージ型ユニットの有効性を提唱している。これらのことから、年間指導計画の作成やカリキ
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ュラム・マネジメントには、小単元の配列のテンプレートの支援が有効だと考えられる。「授業にその

まま使えるような年間 35 時間の配列の具体的なテンプレート」も数値が高く、中学校では特に高かっ

た。他教科と同様に、教科書と同じ順序で使える年間 35 時間のテンプレートがあれば、現場のディベ

ロッパーとしての専門的な力量不足を補い、年間指導計画作成の負担を大きく軽減することが期待で

きる。 

 一方、「ディベロッパーとしての専門的な力量を高めることに寄与する手立て」である、「授業と授業

をつなげるための体系的な配列法」「各学年で育てるべき道徳性の発達段階を示した表」「授業のまと

まりを作ったり、授業の配列を作ったりするワークシート」は、どの数値も小中学校ともに高かった。

このことから、ディベロッパーとしての専門的な力量を高める手立てがあれば、現場でもよい年間指

導計画を作成できることが期待できる。 

４．教科書による支援の考察 

（１）各教科書に掲載されている手立て 

 平成 30 年度からは特別教科化により、教科書の配布が始まった。中央教育審議会の「幼稚園、小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」

（平成 28 年 12 月）でも、「主たる教材である教科書は、子供たちが「どのように学ぶか」に大きく影

響するものであり、学習指導要領等が目指す理念を各学校において実践できるかは、教科書がどう改

善されていくかにも懸かっている。」
（５）

と書かれている。表３の６つの手立ても、教科書や、その指導

書の朱書き編や研究編、総説編、理論編等（以下、「教科書関連書籍」と呼称する）に掲載されれば、

現場の意欲次第で、専門的な力量を高められる。各教科書会社はこれらの手立てを現場の教員に与え

ているのかを調べることで、教科書で改善が期待

できる部分や改善が難しい部分を考察する。 

 小学校学習指導要領解説特別の教科道徳編（平

成 29 年７月）では、改定の経緯について、「歴史

的経緯に影響され，いまだに道徳教育そのものを

忌避しがちな風潮があること，他教科に比べて軽

んじられていること」
（６）

を指摘している。道徳科

の授業を実施してこなかった教員にとって一番

負担が少ないのは、教科書の朱書き編に掲載することだと思われる。その次は、研究編や総説編、理論

編等だと思われるが、これらは教科書会社ごとに呼称が異なるため、ここでは「研究編等」と呼称す

る。各教科書関連書籍に掲載されている手立てを考察するため、小学校の６学年のうち、第２学年を抽

出して表４に示す。調査の目的は、現場の困り感に対する有効な支援の考察なので、教科書の採択に影

響することを防ぐため、手立てごとに教科書関連書籍の掲載数の合計を示すにとどめる。 

 ①授業と授業をつなげるための体系的な配列法 

 表２では「副読本から配列を考えるのは難しい」と感じる現場の実態が明らかになり、配列法を示す
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ことが有効だと思われたが、多くの教科書関連書籍では「授業をつなげるための体系的な配列法」が示

されていなかった。小中学校解説書道徳編にもそれは示されていないため、現場が困り感を抱えてい

るのは、解説書道徳編の記述では足りないからだと予想される。今後は主題の配列法に関して解説書

道徳編に掲載されることが期待される。 

 ②小単元の配列のテンプレート 

 田沼が提唱するパッケージ型ユニットのような２～４時間の小単元は、７社が取り入れていた。複

数時間の授業を関連づける力量不足の教員への支援になると考えられる。しかし、目次ページに小単

元を表す記載があっても、その意図を詳しく説明していない教科書が２社あった。ユニット学習も、記

載しなければその意図が現場には伝わらない。ユニット学習を年間指導計画に取り入れるのならば、

その説明も併記するべきだと考える。 

 ③各教科等と関連付ける具体的なテンプレート 

 各教科等との関連付けは、８社全てが取り入れていて、専門的な力量不足の教員への支援になると

考えられる。ただ、「生活科」「特別活動」等の教科領域を示すだけの教科書会社もあれば、「生活科の

町探検」「特別活動（始業式）」等、具体的な単元名や活動名、実施する時期等を示す教科書会社もあっ

た。経験年数の少ない教員には、教科領域を示すだけでは、どのような活動と関連付けるのかが読み取

りにくい。具体的な活動名や時期等も示すことが現場への支援につながると考える。また、研究編等に

は８社全てに各教科等との関連付けが掲載されていたが、朱書き編に記載されていたのは３社のみだ

った。朱書き編だけで授業を行う教員は多くいるので、朱書き編へも記載することが現場への支援に

なると考える。 

 ④年間 35時間の配列の具体的なテンプレート 

 年間 35 時間の配列の具体的なテンプレートについては、８社全てで教科書関連書籍に年間指導計画

の案が示されていた。また、８社全てが年間指導計画案を、教科書通りの順番で作成していた。道徳科

の授業に慣れていない教員は、教科書の年間指導計画案を基にすれば、少ない負担で児童や学校、地域

の実態に応じたカリキュラム・マネジメントができる。ただし、教科書の年間指導計画案があっても、

その意図が読み取れなければ、それを適切にマネジメントできないので、「年間指導計画の配列の意図

が示されているかどうか」も合わせて調べると、８社中７社は、年間指導計画の配列の意図が細かく示

されていなかった。 

 年間指導計画のある内容項目や教材について、季節的イベント（始業式、人権週間等）が併記されて

いれば、道徳科の授業をそれに関連付けるという配列の意図が読み取れる。もし違う内容項目や教材

を扱いたいのなら、配列の意図をふまえて変更するかどうかを考えることができる。また、他の教育活

動（生活科の町探検、理科の栽培等）が具体的に併記されていれば、道徳科の授業がそれと関連付けら

れていることが読み取れる。そして、複数時間のまとまり（いじめに関するユニット学習や、複数時間

のまとまり等）が併記されていれば、そのまとまりのテーマに合った内容項目や教材が扱われている

ことが読み取れる。すなわちここでは、配列の意図が読み取れる併記が十分か、ということを調べた。
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たとえ教科書会社に配列の意図があっても、意図を示す併記がないと、現場でカリキュラム・マネジメ

ントしたことで逆に悪化してしまう、という事態も起きうる。 

 道徳科の年間指導計画に関して詳しくない現場の教員が教科書関連書籍をそのまま使えば、各校に

おける児童生徒や学校、地域の実態を考慮しないまま、全国画一的な教科書カリキュラムによる道徳

教育を行う危険性がある。現場の教員を支援する上では、年間指導計画の配列の意図を記述すること

が望ましいと強く考える。 

 ⑤各学年で育てるべき道徳性の発達段階 

 各学年で育てるべき道徳性の発達段階が示されていたのは、８社中６社だった。小学校解説書道徳

編（平成 29 年７月）では、「内容項目相互の関連性や，学年段階ごとの発展性を考慮して，６学年間

を見通した計画的，発展的な指導が行えるよう心掛ける。」
（７）

ことを求めている。また小学校学習指導

要領（平成 29 年３月）では、「各学校においては，児童の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の

重点化を図ること。その際，各学年を通じて，自立心や自律性，生命を尊重する心や他者を思いやる心

を育てることに留意すること」
（８）

を求めている。学年段階ごとの発展性や、児童の発達の段階や特性

等を踏まえた年間指導計画の作成が難しい現場の教員には大きな支援になるので、教科書関連書籍に

各学年で育てるべき児童生徒の道徳性の発達段階を示すことが望ましいと考える。 

 ⑥授業のまとまりや配列を作るワークシート 

 授業のまとまりを作ったり、授業の配列を作ったりするワークシートは、８社全ての教科書に備え

られていた。各社のワークシートはいずれも電子媒体のもので、教科書カリキュラムを加筆修正しや

すいことから、望ましいことであると思えた。ただ、前述の「配列の意図が細かく示されていない」点

を踏まえると、電子媒体のワークシートが用意されていても、年間指導計画作成（特に主題の配列）に

関する専門的な力量不足の教員には、それを使いこなせない可能性があることも指摘しておきたい。 

（２）掲載事項の考察 

 年間指導計画作成に求める手立てについて、８社全てに掲載されていたのは、「各教科等と関連付け

る具体的なテンプレート」「年間 35 時間の配列の具体的なテンプレート」「授業のまとまりや配列を作

るワークシート」だった。これらは、現場の負担を軽減しつつよりよい年間指導計画を作成することに

役立つと思われる。また、多くの教科書会社に掲載されていたのは、「小単元の配列のテンプレート」

「各学年で育てるべき道徳性の発達段階」だった。これに関しても、現場の負担を軽減することが期待

できる。 

 一方、「授業と授業をつなげるための体系的な配列法」は、ほとんどの教科書会社で掲載されていな

かった。また、「年間 35 時間の配列の具体的なテンプレート」で、配列の意図は、大半の教科書会社

で掲載されていなかったため、今後もこの点が「現場の運用では改善が難しい部分」になると考えられ

る。たとえ教科書会社が望ましい年間指導計画案を作っても、現場では採択した１つの教科書の年間

指導計画案しか見られない上、その配列の意図が伝わらないので、全国画一的な教科書カリキュラム

が実施される恐れがある。 



- 29 - 

 これらのことから、文部科学省は、「授業と授業をつなげるための体系的な配列法」「年間指導計画の

配列の意図を示した、年間 35 時間の配列の具体的なテンプレート」の優良事例やモデル案を、教育委

員会が参考できるように収集し、周知すべきだと考える。そうすれば、現場の教員の負担を軽減しつ

つ、ディベロッパーとしての専門的な力量不足を補うことや、教科書関連書籍に掲載されていない手

立てを補うことができると考える。 

５．まとめと今後の課題 

 道徳科の年間指導計画作成に関して、現場では多くの教員が困り感を抱き、手立てを求めているこ

とが予測できた。多くの教科書会社ではそれを支援する手立てを掲載しているという実態も明らかに

なり、今後は現場の教員が少ない負担でよりよい年間指導計画を作ることを期待している。一方、「授

業と授業をつなげるための体系的な配列法」「年間指導計画の配列の意図を示した、年間 35 時間の配

列の具体的なテンプレート」は、文部科学省が優良事例を多く収集し、モデル案を紹介することが、現

場の教員の年間指導計画作成に関する負担軽減につながると考えられる。それは児童生徒の道徳性の

発達にも寄与するであろうと考える。今後は現場の困り感をより詳細に把握するため、より広範囲で

の調査を実施し、それに基づいて現場への支援のあり方を考察していきたい。 
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[研究・実践ノート] 

１ はじめに 

 一人一人の生命は、何物にも代え難いかけがえのないものである。生命を尊ぶことは、自分自身が多

くの生命によって生かされていることを理解し、自己の生命の尊厳を深く考えさせることが大切であ

る。 

 しかし、中学生の時期は、生命に対するありがたみを感じたり、命の尊厳さについて考えたりする機

会が多いとは言えない。また、身近な人の死に接する経験も少なく、人の命の有限さやかけがえのなさ

を実感する体験も少なくなっている。その結果、生徒は、生命を軽んじる言動をとることが少なくな

い。 

 そこで、本授業では、「かけがえのない生命」という抽象的な話し合いになりがちな内容を、生徒が

できるだけ身近なものに引き寄せて考えられるようにした。 

 

２ 「かけがえのない生命」とは 

 本実践では、「かけがえのない生命」を「絶対的生命」「つながる生命」「輝く生命」の３つの生命と

とらえた。「絶対的生命」とは、一度失われた命は二度と回復しないという絶対的な生命のことである。

「つながる生命」とは、他者とのつながりの中で生きるという生命のことである。「輝く生命」とは、

人間は社会の中で自己実現を図りながら輝いて生きる生命のことである。 

 しかし、これまで「かけがえのない生命」というと、「絶対的生命」の視点での抽象的な話し合いが

多く、「つながる生命」「輝く生命」の視点にまで広げて話し合うことが、あまりできなかった。そこ

で、本授業では、「かけがえのない生命への尊さ」の自覚を深めるため、具体的に次の３点の方法を行

うことにした。 

 

３ 方法 

 １点目は、新聞記事からの教材開発をすすめたことである。新聞記事は、本来「事実経過」を伝える

ことを目的としたもので、道徳教材として作成されたものではない。しかし、生命にかかわる事件・事

故を生々しく伝えたり、それを家庭や地域、学校でもう一度振り返ったりすることができる。そこで、

その利点を生かして、新聞記事を参考にしながら、自作教材を作成した。 

 ２点目は、補助発問の工夫を図ったことである。これまで「生命尊重」というと抽象的な話し合いに

なりがちな傾向があった。そこで、本授業では、生徒がそれを身近な問題として考えられるように、生

徒の発言を切り返すなどの補助発問の工夫を行った。 
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 3 点目は、ゲストティーチャーとして、地域の消防隊員の方に授業にかかわってもらったことであ

る。これは、消防隊員は「人の生命」にかかわる仕事に携わっており、その方から直接話を聞くことに

より、生徒は「生命尊重」についての価値の自覚が深まるようになると考えたからである。 

 

４ 教材について 

 本教材は、2001年 8月 2日付けの朝日新聞夕刊の記事を活用した。この記事は、1999年 8月 14日、

神奈川県山北町の玄倉川の中州で、キャンプ中の 18人が濁流に呑みこまれ、13人が死亡した水難事故

である。事故から 1 年後、当時、現場に駆けつけた地元の消防隊員が、濁流に飲み込まれていく様子

や遭難者を救えなかった苦しみを手記として綴っていた。本授業では、この記事を参考にして、「あの

悲鳴忘れない」という自作教材を作成した。教材は、事故現場の生々しさと消防隊員や遭難者の心情を

汲み取れるようにした。 

 

５ 展開の大要 

 学習活動 主な発問 留意点 

導 

 

入 

○新聞記事を提示す

る。 

○玄倉川でキャンプをしていた人

の事故を知っていますか。 

○新聞記事の紹介を通して、本授業

の価値について考えられるように

方向付けを行う。 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

 

 

 

 

開 

 

 

 

 

 

○現場に到着した消

防隊員の心情を考え

る。 

 

 

○「目を合わすことが

つらかった」消防隊員

の心情を考える。 

 

○救助できなかった

消防隊員の心情を考

える。 

 

 

 

○「あの悲鳴忘れな

い」と言った消防隊員

の心情を考える。 

 

 

 

○自己の考えを振り

返る。 

①現場に到着した時、消防隊員は

どのような気持ちでしたか。 

●補助発問 

「でも、とにかく今はどんなこと

を考えていましたか。」 

②「目を合わすことがつらかった」

のはなぜですか。 

●補助発問 

「その時、どんな気持ちでしたか」 

③消防隊員は、結局、救助できま

せんでした。その時、どんな気持

ちでしたか。 

●補助発問 

「その気持ちを他にたとえると」 

④消防隊員は「あの悲鳴を忘れな

い」と言っていますが、それはど

んな悲鳴だと思いますか。 

●補助発問 

「消防隊員はどんなことを思いま

したか。」 

⑤「生命の大切さ」について、ワー

クシートに記入しましょう。 

①事態の大きさに戸惑いを隠せない

消防隊員の心情を考えさせる。どの

ような状況でも救助しなければなら

ないことを考えさせる。 

 

②目の前の人たちの生命をすぐに救

えない消防隊員の心情を考える。 

 

 

③消防隊員の無念さや生命尊重に

ついて具体的に考えさせる。 

 

 

 

 

④生命尊重に関連させて、「あの時

の悲鳴」について考えさせる。 

 

 

 

 

⑤他の考えにふれ、自己の考えを深

める。 

終 

末 

○本時を振り返りな

がら、「生命尊重」に

ついて考える。 

○ゲストティーチャーから話を聞

く。 

○「生命尊重」に関連させて話を

してもらう。 
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６ 授業の様子 

(1)導入 

 導入では、生徒が教材の場面を確認できるように、パソコンをテレビに接続して、その時の新聞記事

や写真をテレビ画面で提示した。また、ＣＤプレイヤーで川の流れる音を同時に聴かせて臨場感をも

たせるようにした。 

生徒は、遭難直後の川の水は、遭難者の膝あたりだったのに、時間の経過と共に首あたりまで水かさ

が増えてしまったことを鮮明に知ることができた。これにより、生徒の興味関心を高め、あたかも自分

が生徒その場にいるようなイメージをもたせることができた。 

(2)展開 

 展開では、教材に登場した消防隊員の心情について考えた。この事故は、ややもすれば、「遭難者の

マナーに問題」という考えに流れる傾向にあると考えた。そこで、救助しようにも救助できない消防

隊員の心情に共感させることにより、「生命尊重」の価値についての自覚を深めるようにした。展開時

における生徒の発言は、次の通りだった。 

教師：目をあわすことがつらかったのはなぜですか。 

生徒：近くまでたどり着いたのに何もしてあげられなかったからです。 

生徒：何もできない自分が恥ずかしいと思ったからです。 

 生徒：18人をすぐに助けられなかったからです。 

 などと発言し、危機に立たされている人たちを救えない消防隊員の心情を考えることができた。そ

こで、次の補助発問を行った。 

教師：その時はどんな気持ちでしたか。 

 生徒：18人を目の前にして、とても気まずい気持ちになったと思います。 

 生徒：消防隊員として何もできない情けない気持ちだったと思います。 

 生徒：助けられないことを心から恥ずかしいと思っていたと思います。 

 などと発言し、消防隊員の無念さについてさらに深く考えることができた。そこで、次の主発問を行

った。 

教師：では、救助できなかった気持ちはどれくらいの気持ちでしたか。 

 生徒：今まで経験したことのない挫折感だったと思います。 

 生徒：私たちよりも大きなショックを受けたと思います。 

 生徒：自分を責め続けるような気持ちになったと思います。 

 などと発言し、現場で活動していた消防隊員の無念さを図り知ることができた。そこで、次の補助発

問を行った。 

教師：他にたとえてみると、どんな気持ちだったと思いますか。 

生徒：仲のいい友だちと会えなくなったような気持ちだと思います。 

生徒：自分の家のペットが死んだ時のような気持ちだと思います。 
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生徒：自分の身内が死んでしまったような位の気持ちだったと思います。 

 などと発言し、救助できなかった気持ちの大きさを、自分に置き換えて考えることができた。そこ

で、次の中心発問を行った。 

教師：消防隊員は、「あの悲鳴忘れない」と言っていますが、あの悲鳴とは、どんな悲鳴だったと思

いますか。 

 生徒：「ワーッ」という全身から絞り出した悲鳴だったと思います。 

 生徒：「助けてー」という神様に祈るような叫び声だったと思います。 

 生徒：川の「ゴーッ」という音の中で、叫び声が段々小さくなっていくような悲鳴だったと思いま

す。 

 などと発言し、死を目前にした最後の悲鳴であったことを想像していた。そこで、次の補助発問を行

った。 

教師：そのとき、消防隊員は、どんなことを思いましたか。 

 生徒、人の命は、大切でたった一つしかないものだと思いました。 

 生徒：あの悲鳴を忘れることなく、これからの活動に役立ていこうと思いました。 

 生徒：「二度と同じようなことは起こらせない」と誓ったと思います。 

 などと、発言し、生命の尊さやはかなさについて考えることができた。その後、生徒は、「生命の尊

さ」について、ワークシートに記入した。ワークシートには、「絶対的生命」「つながる生命」「輝く生

命」の３つの生命に関する視点の記述を見ることができた。 

○「絶対的生命」の視点の記述 

 「自分の生命は世界に一つであり、その一つの生命は大切なものです。」「消防隊員の人たちは、身内

の人、親戚の人が亡くなった時と同じような気持ちだったと思います。」「生命は一つしかないのに消

防隊員はくやしい気持ちで一杯であったと思いました。」など、一度失われた命は二度と回復しないと

いう絶対的な生命に関する記述が見られた。 

○「つながる生命」の視点の記述 

 「『あの悲鳴忘れない』の題名には、あの人々の悲鳴を二度と繰り返さないようにしようという決意

が込められていると思いました。」「みんなのいのちを助ける仕事の消防隊員の人たちにとっては、と

てもつらく、悲しく、悔しかっただろうと思いました。」「この消防隊員は、せめて私たちの命をあげた

い。助かるものなら助かってほしいという気持ちがあったと思いました。」など、他者とのつながりの

中で生きるという生命に関する記述が見られた。 

○「輝く生命」の視点の記述 

 「一番辛い思いをしていたのは消防隊員だったと思います。でも、くじけずにこれからも多くの命を

たすけてもらいたい。」「消防隊員は、私たちより余計苦しかったと思います。だからこそ今度は絶対助

けるぞと誓ったと思いました。」「消防隊員の人たちの気持ちは、いつまでも心に残っていると思いま

す。だから、これからもその気持ちを忘れないで活動してもらいたいです。」など、人間は社会の中で
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自己実現を図りながら輝いて生きる声明に関する記述が見られた。 

 終末時には、消防隊員の方から授業を振り返っての感想を聞きました。消防隊員の方は、次のような

お話をしてくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 考察 

 「生徒の発言」「ワークシートの記入」などから、生徒は、「絶対的生命」「つながる生命」「輝く生命」

の 3 つの生命にふれた発言を多く聞くことができたことである。さらに、ゲストティーチャーの講話

により、効果的に「生命尊重」の価値の自覚を深められたと考えられたことである。これにより、本授

業では、「かけがえのない生命への自覚」という抽象的な話し合いになりがちな内容をできるだけ身近

なものに引き寄せることができたと考える。 

 

８ 今後の課題 

 今後は、さらに他の新聞記事による教材開発をすすめるなど、「生命尊重」の価値を深める道徳授業

を継続的に展開することが大切であると考える。 

 

９ 自作教材 あの悲鳴 忘れない 

8月 14日という日は、今後の人生で忘れることのできない日となった。私は午前 8時半に通報を受

けて、車で玄倉川へ向かった。現場に到着すると、信じられない景色が目に入った。 

君たち一人一人がかけがえのない生命について真剣に考える姿に感動しました。教材の

中で、消防隊員が目をあわすことが辛かったのは、君たちの発言の通り、救助できない後ろ

めたさがあったのだと思います。私はこんな場面に出くわしたことがありませんが、いざそ

の場に立ったら、やはり同じような気持ちになったと思います。とくに、「救助できなかっ

た気持ちはどれくらいの大きさか」の質問について、ある生徒さんは、「身内が死んだ時と

同じくらいの悲しみ」と答えてくれました。その発言を聞いて、最近少年による痛ましい事

件が起きる中で、今日の授業のように「生命の大切さ」について真剣に考えてくれる中学生

がいるということを大変うれしく思いました。 

また、「あの悲鳴忘れない」の言葉については、消防隊員の「くやしさ」や「これからの

決意」など、脳裏から離れない悲鳴を色々な面から捉えていることが分かりました。とく

に、ある生徒さんの「川のゴーッという音の中に叫び声が段々小さくなって、最後に消えて

いった叫び声です。」など、私が想像もできないような発言をしてくれてびっくりしました。 

 今日の授業で、私は大変感動しました。是非、この授業の様子を何らかの形で足柄署の当時の

消防隊員に連絡したいと思います。そして、事故について、これだけ真剣に考える中学生がいる

ということを伝えたいと思います。 
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キャンプをしていた18人が中州に一団となっており、濁流が膝まで押し寄せていたのだ。よく見ると、

彼らはそこから一歩も身動きが出来ないでいた。車内にいた者は、みんな静まり返った。誰もが「冷静

になれ」と言い聞かせているようだった。 

 私は、すぐに職員から報告を聞いた。昨日の午後 3時 20分頃、職員が「危ないから川から離れるよ

うに」と注意したが、彼らは「分かった」と答えるだけだった。午後 7時 50分頃、再び現場を見回っ

たが、彼らは立ち退いてはいなかった。午後 9時 10分頃、警察官が現場でもう一度注意を呼びかけた。

しかし、「うるさい」という声もあり、何人かはそのままキャンプを続けていた。 

 私は、「なんで注意を聞かなかったのか」という思いが脳裏を走ったが、そんなことを言っていられ

ないと思った。目の前にいる人たちをすぐに救出しなければならなかったからだ。中州に取り残され

た人たちは何かを叫んでいたが、「ゴーゴー」という川の音が大きく、彼らの叫びはほとんど聞こえな

かった。私たちは、ロープを発射する班と向こう岸でそれを受け取る班に分かれた。私は、すぐに他の

隊員とともに向こう岸を目指した。向こう岸に行くには、ここからいったん下流に戻り、橋を渡って現

場を目指さなければならなかった。しかし、現場付近は、崩れ易い岩盤と切り立った茂みを進むしかな

かった。 

 私は橋を渡ってから、濁流の音をたよりに茂みの中を移動した。「もうちょっと待ってくれ。今ロー

プを渡すから」と心の中でつぶやいた。そして、斜面を這いながら約１時間かけて現場近くに到着し

た。彼らは、私たちを発見すると、こちらに向かって何かを叫んでいた。 近づくにつれて、それはい

らだちを超え、怒りに変わっていることがわかった。大人たちは胸まで水に漬かりながら、子どもを抱

きかかえ、急流に耐えていた。子どもの泣き声、助けを求める男性の叫び声、女性の悲鳴…18 人は必

死に耐えていたのだ。 

 作業は難航した。思うようにロープが渡ってこないのである。私は、必死で声をかけ、彼らを励まし

続けていた。しかし、手のほどこしようがなかった。18 人は、何とも言えない視線でこちらを見てい

た。私は、次第に目を合わすことが辛くなってしまった。そのような状況の中で、私は河原から発射さ

れるロープにすべてを託した。しかし、川の水圧が強く、ロープはすぐに切れてしまった。それでも、

なんとか 3発目のロープを確保し、必死で引いていた時のことだった。 

 私の目の前で「ワーッ」という無数の悲鳴が飛び込んできた。その悲鳴とともに 18人が濁流に流さ

れていった。彼らは川に吸い込まれるように消えていったのである。 

 その後、約 2 週間に及ぶ行方不明者の捜索活動を行った。私は、言葉では言い表しようのない挫折

感と悔しさが入り交じる中で捜索活動を続けた。救助できなかったというショックから、私は現場で

思わず涙を流した。しかし、どれだけ涙を流しても、あの時の悲鳴が脳裏から離れなかった。私は、あ

の悲鳴を二度と忘れることはないだろうと思った。（松原好広 自作教材） 
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[研究・実践ノート] 

 

はじめに 

 人間の道徳性や規範意識の芽生えは、幼児期から培われてくる。幼児期は、心身の発達が著しい時

期であり、人間として成長する基礎を築く時期である。幼児期の教育は、家庭教育を基盤に幼稚園･

地域社会・家庭など幼児が生活するすべての場で行うとともに、それぞれが緊密に連携して学習や人

間形成の基礎を培うことが重要である。 

 また、幼児期は、就学後入学する小学校とのつながりが重要である。そのため、幼児期は、小学校

における生活や学習の基盤を培う役割を担っているといえる。 

 近年、幼児期から自分自身の感情や欲望をうまく抑えることやコントロールができない幼児がいる

だけでなく、自制心が欠如していてルールや決められた約束を守る規範意識が弱い幼児もいる。ま

た、コミュ二ケーション能力の低下など、子供の育ちにおける課題が指摘されている。 

 このような状況を踏まえ、幼児期は、教師や友達との集団生活を通じて、気づいたり感じたりする

様々な体験により規範意識や道徳性の芽生えを培うことが大切である。 

 本論文では、幼児期の道徳性の芽生えの指導の視点を整理し、幼稚園教育における実践を示してい

く。 

幼児期の道徳性の芽生えを培う視点 

 幼児期における道徳性の発達については、「幼稚園教育要領第２章ねらい及び内容」において次の

ように示している。 

 人との関わりに関する領域「人間関係」 

 ○他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う。 

 ねらい 

（１） 幼稚園生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 

（２） 身近な人と親しみ、かかわりを深め、愛情や信頼感をもつ。 

（３） 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。 

[ 内容の取り扱い] 

（４） 道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な生活習慣の形成を図るとともに、幼児が他

の幼児とのかかわりの中で、他人の存在に気付き、相手を尊重する気持ちを持って行動で

きるようにし、また、自然や身近な動植物に親しむことなどを通して、豊かな心情が育つ

ようにすること。特に、人に対する信頼感や思いやりの気持ちは、葛藤やつまずきも体験
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し、それらを乗り越えることにより次第に芽生えてくることに配慮すること。 

このような視点を踏まえて、幼稚園において幼児は、集団生活の中で、遊びなどを通して自分と

他者の調和を図る態度や行動を次第に身に付けようとする姿を見せる。それを引き出す環境を整

え、さらに伸ばすよう、様々な役割を果たして幼児にかかわっていくことが教師に求められる。ま

た、幼児期は自分の行動について客観的に考えることや善悪の判断がまだできにくい時期であり、

親や教師から認められたり、褒められたりするとよいことなのだと考え、逆に注意されたり叱られ

たり拒否されたりすると悪いことなのだと次第に知るようになる。 

 したがって、教師は家庭と連携しつつ、適切な働きかけを行うことが必要になる。幼児は周りの

大人のこうした様々な対応により、「してよいこと」「してはいけないこと」などを判断しながら学

んでいく。 

 幼稚園では、これら全体を踏まえて、好ましい道徳的な判断力や善悪に対する感情の基盤になる

道徳性の芽生えが培われるよう繰り返し丁寧に指導することが大切である。 

 

幼児の道徳性を培う指導で留意する事項 

 幼児期は、様々な環境の中で体験したことから新たな発見し、他の子とのかかわり学ぶ場面が多

く見られる。このようなことを繰り返す中で、道徳性の発達が見られる。 

 幼児期に育てたい道徳性について、よく見極めながら教育課程を編成し、幼稚園生活のどのよう

な指導場面で道徳性の発達につながるか経験を積むことができるかを予想して指導計画を作成し、

具体的な指導にあたる必要がある。 

 

（１） 生活の中で学ぶ 

ア 幼稚園生活で起きる様々ないざこざや葛藤の中で学ぶ 

○幼稚園生活ですること 

 自分以外の他者を常に意識し、他者に影響されている。 

教師は、友達とのかかわりの中で幼児が経験している様々な感情（喜び･驚き･悔しさ･落

胆）を見逃さないようにして、心を揺さぶられる体験を大切にすることである。 

○実感として心にしみて分かる 

 幼児期は、言葉による指導だけでは、不可能である。 

      幼児期の道徳性の芽生えを培うことは、観念的に起こるのではなく、それにかかわる体

験を通して実感として心にしみこむという方法で起こる。 

      教師は、友達とのかかわりの中で起きる幼児自身の行為への気付きを大切にすることが

必要である。 

○いざこざ･葛藤の意味 

「いざこざ」は、実感として心にしみて分かる一つの機会でもある。 
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幼児が対立する価値観や感情の間で葛藤することは、すでに幼児の中に 

道徳性が芽生えてきていることを意味している。教師は、葛藤している幼児の 

姿を認めること，幼児の葛藤している気持ちを受け止めることが大切である。 

教師は、幼児の行動の結果にばかりとらわれず、心の動きに目を向けることが 

必要である。 

 

イ ゆっくりと時間をかけて幼児と向き合う 

○道徳性が育っていくには時間がかかる 

  教師は、はやく自分の期待に沿う幼児にしようと焦るのではなく、時間をかけ、根気よ

く、着実に道徳性の芽生えを培うように指導することが大切である。 

○幼児は愛されることで他者を受け入れる 

  道徳性の芽生えを培うためには、教師は、幼児自身に愛されていると実感できるようにか

かわる必要がある。教師が幼児一人ひとりに目を向け、丁寧に応じることである。 

○幼児と向かい合い心を通わせる 

  心を通わせることは、教師と幼児が互いに相手の心情や思いなどに触れ、感じ取るという

ことである。教師が幼児としっかり向かい合うことが必要である。 

 

（２） 教師が適切な役割を果たす 

 

   ア 幼児の行動の意味をより理解する 

〇幼児を理解する 

幼児を理解することの核心は、幼児の行為の意味を理解することである。幼児を理解す

るには、教師自身の幼児の見方を意識してみることが必要になる。「なぜ」と改めて幼児

の行為の意味を考えて、別の見方をしてみようと試みることが大切なのである。 

    ○幼児を肯定的に見る 

     幼児の道徳性を培う上で、教師が幼児をどのように見るかが非常に重要である。肯定的に

見ることで、幼児と教師の関係をよりよい方向控えることができる。また、そういう関係の

中でこそ幼児期の道徳性の発達を促せる。  

    〇幼児の発達の過程に目を向ける 

     幼児の今までの姿を踏まえながら、今後の見通しを持つことが大切である。過去から現

在、未来という連続した見通しの中で、幼児一人ひとりの姿を見ることで、その幼児の発

達の仕方に即した指導ができる。 

 

      イ 状況に応じた多様なかかわりを大切にする 
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    〇 同じ行動も状況により意味が異なる 

 教師は、状況に応じて多様なかかわりをする必要がある。まず、その子 

 なりに考えて、よいと思う行動をとるように指導することが大切である。 

    ○幼児同士のやりとりを見守る 

     幼児同士のやりとりを見守ることも有意義な支援になる場合がある。そ 

     の上で、幼児の考えたことを社会的な視点で意味づけて、幼児に分かる 

     ように示すことが大切である。 

    ○幼児の気持ちを受け止めつつ，教師の願いを伝える 

     幼児がやってよいことと悪いことや生活のきまりなどを身に付けていく 

     には、教師が幼児の気持ちや欲求を受け止めることと師自身の願いを伝 

     えることをバランスよくなされることが必要である。 

    ○毅然とした態度で教師の願いを伝える 

     教師の真剣さが幼児たちにことの重大さを気付かせる。毅然とした態度 

     は、幼児と教師の信頼関係の上に成り立つものである。教師は毅然とし 

    た態度をとる一方で、その基盤となる基本的な信頼関係を損なわないよ 

    う常に配慮することが大切である。 

    ○教師自身がよいモデルになる 

     教師の態度や行動からも社会的な価値観を学んでいる。教師が子供を一 

     人の人格として尊重していることは、最も重要なことである。 

     教師は、自分自身の人間性こそが最も大きな教育力であることを自覚し 

     て、自分自身の向上に努める必要がある。 

 

（３） 人とのかかわりを通して学ぶ 

 

ア 一人ひとりの幼児の状況に寄り添う 

       年齢や月齢、時期のよっても細かな配慮が必要である。入園直後は、安定して幼稚園

で過ごせることを最優先して指導することが重要である。 

 教師はその状況を見ながら幼児一人ひとりに分かるように説明する必要がある。 

 

イ 友達と遊ぶ楽しさを知る 

  幼稚園生活全体を通じて、人と共にあることや人と一緒に協力して何かを成し遂げる

ことの喜びや大変さを体験していくことは、幼児期の人間関係の発達にとって最も重

要である。教師のさりげない積極的な言葉がけが大事である。 
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 ウ ルールやきまりの意味を知る 

  保育の要は、物事を幼児の思考や感覚で納得できるように、幼児に分かるように表現す

ることである。 

  教師は、幼児の言葉だけでなく、そこに込められた感情と意図に応答しなければならな

い。 

 

ヱ 幼児の自尊心を大切にする 

  幼児の人間としての尊厳を傷つけず、基本的に過ちを許すという姿勢の中で、その過

ちを克服するための支援をすることが重要である。過ちを克服する体験は、生きる力

の最も重要な力の一つである。 

  その過ちや幼児の思いを，教師が他の幼児たちに伝えることで，しなやかな人間関係

をつくることができる。 

 

オ トラブルを通して学ぶ 

  トラブルは、幼児が人間関係を学ぶ重要な機会である。 

  教師は、本人が事情や気持ちを表現できるように支援していく。トラブルを解決し、

互いに共存できる体験は人間を信頼していく上で非常に重要な体験である。型通りの

解決方法を安易に持ち込まないで、繰り返し幼児たちに伝えていく必要がある。 

 

カ 遊びの中で公正さを学ぶ 

  弱い立場の幼児や表現できない幼児に留意し、多方面から支援していく必要がある。

幼児たちが試行錯誤を繰り返しながらも、前進していけるように手助けをする。 

いじめのような人間関係の改善には、教師が介入して双方の思いを聴き、解決策を図

りながら，その行為をやめるように強力な指導が必要になる。 

 

キ 必要に応じた細やかな配慮をする 

   人間関係の指導の上で教師が配慮を要する幼児には、家庭の状況をできるだけ把握

し、保護者とも相談･協力し、情緒的に安定できるような手立てを講ずる必要がある。 

 

ク 多様な人々とのかかわりをもつ 

  幼児期においても、多様な人々との出会いは重要である。多様な人々との日 

常的な接触によって，互いに影響を与え、幼児の世界も広がっていく。 

  人として素直に出会うところから始まる。幼児なりの理解の上に、具体的な 

かか わりを一緒に考えていくことが重要である。 
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（４） 幼稚園全体の協力体制を整える 

 

ア 幼稚園全体の協力体制を整える 

      幼児の道徳性の芽生えに関する行動の理解と指導の方向性について、幼稚園全体で進め

ていく姿勢が求められている。 

 

イ 幼稚園全体で指導観を共有していく 

  幼稚園全体で協力体制づくりを進めることが、これから地域に開かれ 

  た幼稚園として求められている。 

 

 ウ チームで保育を展開していく 

   日常の保育での情報を交換し合い、多面的に見ていくことから、幼児理解を 

深め、教師の役割を分析したり、幼児とのかかわり方を共有化したりするな 

ど、教師間の日常的なコミュケーションの充実を図ることが大切である。 

 

ヱ 教師間の協力体制をつくる 

   どのような事柄にはどのように対応すればよいかが、みんなに分かるように 

しておくことや，その仕事がどこまで進んでいるのかが他の教師にも分かる 

ように進めていくなど様々な創意工夫が求められる。 

 

オ 小学校との協力体制をつくる 

       道徳性の発達は、幼児期から児童期へ連続性をもって成長していき、 道徳性の芽生え

の形成もその時期に適した指導を通して成し遂げられていく。生命あるものへの畏敬

の念など子供たちの中に培うことについて、幼稚園の教師だけでなく、 小学校の教育

内容の一貫性と連携が必要である。 

 

（５） 家庭･地域社会との連携を図る 

家庭・地域社会・幼稚園における教育は，それぞれの有する教育機能を互いに発揮し、

バランスを保ちながら幼児の自立に向けて、幼児の健やかな成長を支える大切な役割を果

たしている。 

 具体的には、家庭は、愛情やしつけなどを通して幼児の成長の最も基礎となる心身の基

盤を形成する場である。 

 また、地域社会は、様々な人々との交流や身近な自然との触れ合いを通して、豊かな体
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験が得られる場である。 

 そして、幼稚園は、幼児が家庭での成長を受け、集団活動を通して、家庭では体験でき

ない社会・文化・自然などに触れ、教員等に支えられながら幼児期なりの豊かさに出会う

場である。 

 この家庭・地域社会・幼稚園の間で、幼児の生活は連続的に営まれており、この三者で

連携が取られ，幼児への教育が全体として豊かなものになって初めて幼児の健やかな成長

が保障される。 

 

 実践事例 

文部科学省が平成 20年 3月 28日に幼稚園教育要領の改訂が実施された。その中で、幼児期は道徳

性･規範意識の芽生えの時期ととらえ、「友達とさまざまな体験を重ねる中で、してよいことや悪いこ

とが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動で

きるようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付

けながら、きまりをつくったり守ったりするようになる。」と示されている。この考えをもとに、小

学校・他園・地域との交流・連携を図る環境構成の工夫を柱にして、保育を実践している本園の実践

事例を紹介する。 

私が園長として勤務する神奈川県山北町の三保幼稚園は、山間部にある年長児 3名の小規模園であ

る。雄大な自然を利用して、友達や教師と一緒に園庭の木登りやロープ遊びをして体を動かして遊ぶ

ことを楽しんだり、身近な自然や生き物に触れて親しみ、遊びに取り入れたりしている。また、遊び

や生活において、3 人で話し合いかかわり合いながら、それぞれの思いに気付き、受け止め認め合う

関係が育っている。このような環境の中で、幼児一人ひとりが少しずつ自信を深め、3 人でお互いを

思いやり協力しながら自分たちで遊びや生活を進めようとしている。 

 少人数の園生活のため、集団遊びや活動に取り組みにくいという状況がある。そのため、競争する

ことや自分自身と向き合い粘り強く取り組む場面や機会が少ないことが課題である。そのため、他園

と交流する機会を設けて同年齢や異年齢の幼児同士で関わり合い、他園の教師とも幼児一人ひとりの

姿を共有しながら年間を通じて積極的に交流を行っている。 

 また、年長 5 歳児 3 名が在籍のため、来年度は全員が小学校へ入学する。そのため、今年度は小学

校との交流を園の教育活動に多く取り入れている。そのため、就学する小学校全校児童と毎週水曜日

に交流する時間を設け、遊びを通して交流を図っている。他にも園行事と学校行事を結びつけ、幼・

小合同運動会や幼・小合同音楽会、幼・小持久走大会などを幼・小交流行事として行っている。 

このように、来年度入学する小学生や小学校の先生方とふれあうことにより、小学校生活への安心感

や上級生や教師との信頼関係を築くことができている。さらに、地域の方々とも地区青年会主催の秋

祭りに出演して、交流やふれあいを通して、親しみを持つことができるようになり、地域の方々にも

幼児の様子を見て本園の保育について理解を深めて頂く良い機会となっている。他にも地区健康普及
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員の方々とヨガ体操を一緒に行った。他にも地区民生委員の方々が 2 回園庭の環境整備を行ってい

る。 

 

まとめ 

 小学校では、特別の教科「道徳」として各学校で教科化が実施された。全面実施された時に比べて

今日は、道徳科の意義やねらいが定着してきているように思われる。しかしながら、道徳性は、小学

校段階ではなく、その前の幼児期から培われていることを認識しなくてはならない。つまり、小学校

入学から道徳性の育成が始まるのではないということは言うまでもない。もちろん道徳性は、生まれ

たときから家庭教育で躾として養われるが、集団として人とにかかわりの中で道徳性が育成される面

が大きい。そのようなことから幼児期が道徳性の芽生えであり、幼児期は、幼稚園での生活を通し

て、生活の中で学ぶ。その際、教師の果たす役割が大きい。教師がチームとなり協力体制をつくるこ

とは大切なことである。また、さまざま人とのかかわりの中で育つことを忘れてはならない。家庭は

もとより幼児期は、さまざまな体験を通して同年齢･異年齢・小学校や地域とのつながり道徳性が育

っていく。幼稚園での保育の原点は、幼児の主体性を大切にした環境構成を創っていくことである。

保育者が日々きめ細やかな観察や援助をする中で、その子の良さを大切にした保育が求められてい

る。この支援のあり方を就学時前カリキュラムから小学校入学後のスタートカリキュラムにつなげて

いくことが求められる。 

 また、本研究では、実践研究が 5歳児を中心に小学校との交流を中心に事例研究を行った。今後

は、幼児期の道徳性の芽生えに関して入園する 3歳児から卒園する 5歳児までの成長の過程でどのよ

うな変容がみられるかについて、幼稚園教育要領に示されている心身の健康に関する領域「健康」・

人とのかかわりに関する領域「人間関係」・身近な環境に関する領域「環境」・言葉の獲得に関する領

域「言葉」・感性と表現に関する領域「表現」の 5領域の中で、道徳性の芽生えがどのようにかかわ

っているかという視点をもとに発達段階を意識し、幼児の実態分析を明らかして、道徳性の芽生えに

関する効果的な指導の在り方を今後研究していくことが課題である。 

 

《参考引用文献》 

（１） 文部科学省編 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 2008 
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[研究・実践ノート] 

 

 令和元年度の神奈川支部「研究大会」で、ミニ講演を担当の栄を賜りました。実践講座というには拙

い内容ではありますが、当日の発表のようすや要旨などを記させていただきます。 

 

１ 「道徳科元年」ホンモノの道徳になってほしい 

(1) 授業をしていく中で 

 今年は中学校で教科書が配付されました。小中学校ともに道徳科が完全に始まりました。ところが

すでに、少なくとも中学校では教師から「教材が面白くない」「国語の教科書のようで盛り上がりに欠

ける」「50 分間もたない」などの声が聞かれます。生徒の声も「いままでの道徳と変わらない」「教科

書が面白くない」などの声が上がり、新生「道徳科」は最初から受難の様相を呈しています。 

 

(2)働き方改革の中での授業準備，部活動(勤務時間)等、教職をとりまく問題 

 働き方改革の中での新学習指導要領本実施です。指導計画作成や教材研究の時間もままなりません。

中学校では依然として部活動による時間外労働の問題も残されています。マイナスの考え方ばかりを

述べていますが、それでも教師は黙々と勤めています 

 そのような実態のなかで、子供がキラキラと輝く道徳授業は実現するのでしょうか。私はそれを実

現するための策をいくつか考えました。子供の主体性はもちろんですが、教師も楽しめる道徳授業で

なければなりません。 

 

２ 10 分でできる？ 明日の授業準備 

(1) 内容項目とパッケージのテーマを知ってからの教材読み 

 翌日の道徳授業の準備が 10 分でできる

授業で、子供も教師も楽しみながら授業を

進められたら最善だと考えました。特に中

学校では、今年が道徳科元年ですから、教

科書の目次順に教材を使ってみてくださ

い。 

 授業準備は最初に数分で教材読みをし

ます。このときに教材の内容項目を知って
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いて、発問を何にするかを考えるべきで

す。効率的に発問を設定する（教師が見つ

ける）ために大切なことです。 

 光村図書出版の教科書は「パッケージ型

ユニット」が組んであります。目次にはパ

ッケージごとのテーマが示されています。

このテーマを知っておくことも、発問設定

のために有効です。 

 

(2) 中心(主)発問の設定その他 

中心発問は、子供が理解しにくい登場人

物の言動を取り上げ、「なぜ○○○○○し

たのだろうか」のように、言動の根拠を問

うようにします。子供が容易に理解・共感

できない主人公（登場人物）の言動を中心

発問に据えることで、積極的な思考活動が

担保され、「考え、議論する」プロセスが実

現できます。中心発問が決まり、授業の流れがイメージできたら、翌日の授業準備は終わりです。授業

の屋台骨が見えました。（ここまでを 10 分でできたら理想です。） 

 

３ 実際の授業では 

(1) ワークシート，発問・対話，評価に生かす「スタッキング･シート」 

 ワークシートは、どのような教材にも対応できるよう、３つの回答ができるようなスタイルで、汎用

性のあるものを使っています。発問は授業時に板書し、子供がそれを転記します。上は補助発問、中段

に中心発問、下段には授業のふりかえりを書かせるようにしています。発問・対話・議論は、中心発問

について時間を長くとります。１時間の授

業で一つの発問だけで議論を続けること

ができるのが、よい授業だと思います。 

 生徒に発問を投げかけたあと、切り返し

発問などをしながら心がけていることが



- 46 - 

あります。スイスの発達心理学者 ジャン・ピアジェによる「シェマの同化と調節」です。子供が物事

を理解する概念のようなものを「シェマ」とします。新たな出来事に出会ったとき、自分のシェマでは

それを受け入れられなかったとします。そのときに、人は自分のシェマを調節して、新しい事象を受け

入れ理解します。シェマを道徳性と言い換えると、考え、議論して目指すところがよくわかります。 

 授業をしながら教師は、生徒の発言一つ一つに対して「なぜ、そのように考えたの？」と切り返して

いきます。グループ学習の場合は子供同士でそれができるように、グループを組む前に数人の生徒と

切り返しのやり取りをします。活発に議論するための「種火」のようなものです。一斉であれグループ

であれ、議論のやり取りは音としてシェアリングされます。積極的に発言や議論ができなかった子も、

シェアリングによって自身の道徳性が深化します。 

 評価についても、容易に的確な評価がで

きるように工夫しています。「スタッキン

グ・シート」という名称をつけたのですが、

１枚で５時間分の一言感想が書ける用紙

を、ノートの巻頭に３枚貼り付けます。３

枚で１学期分です。教師は評価（文章）を

作成するときに、このシートを概観しま

す。その生徒がこだわりをもって考えた授

業や、授業中のエピソードなどを思い出し

ながら、いくつかの「一言」をくくってい

きます。その中から「光ることば」をさが

して文章化すれば、評価としてふさわしい

文になります。それ以外は、授業態度など

のパフォーマンス面も、評価に組み入れ、

認め励ます内容を子供と保護者に伝えた

いものです。 
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４ 「パッケージ型ユニット」のまちがった？とらえ（内容項目からのズレを考える） 

(1) 県外視察派遣で 

 今夏、勤務する燕市の事業（教員研修視

察）で、川崎市立鷺沼小学校（左）と相模

原市立上鶴間中学校（右）を訪問しました。

自分は中学校なので、小学校での授業参観

をお願いしました。 

 先述のパッケージ型ユニットは、数時間

の授業を貫くテーマ（道徳学習課題）を設

定し、学びを深めていくものです。 

この視察のときも、そのことが念頭にあり

ました。 

 参観した授業（教材）は「泣いた赤おに」

でした。授業された先生は、活発な子供た

ちの意見を導き出し、とても深まりのある

授業でした。赤おに青おにそれぞれがどの

ような「おに」であるかの意見交換を通し

て、とても多様な意見が飛び交いました。

授業の終末で、先生は説諭をされました。

右手と右手（二人の手が同じ方向を向いて

重なっている）の絵を掲げ、友情について

のお話がありました。内容項目「友情」(B9)

をきちん確認する場面です。 

 中学生のリアクションに慣れた私は、少

しだけ違和感を感じていました。というの

は、あれだけ多面的・多角的に盛り上がっ

た話し合いが「友情」という概念（価値）

一つに収束してもよいのかという気持ち

です。しかしそれは、学習指導要領を確認

することで解決しました。 

 小学校低学年から中学生になるにつれ

て、内容が大きく膨らんでいます。私が参
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観した「中学年」の授業は「友達と互いに

理解し、信頼し、助け合うこと」を扱えば

よいのです。そう考えると内容項目から見

ても、実に的確な授業であり、発達段階を

踏まえることの重要性を学ぶことができ

た授業でした。 

 

(2) 視察派遣後の実践から 

 視察後の 11 月、勤務する燕市近隣の道

徳研究会の授業研究を行いました。NHK

ココロ部の「まほうのスケート靴」と、文

科省教材の「仏の銀蔵」でパッケージを組

んだ実践です。パッケージのテーマは「自

尊心」、第 1 次の内容項目は「遵法精神

(C10)」です。案の定、生徒の議論は「希望

・勇気(A4)」に偏りました。偏ったままで

も、大テーマ「自尊心」からは大きく外れ

ません。パッケージ型ユニットの本来の流れからはかけ離れているかもしれないのですが、そのとき

生徒が向いている方向、思考のベクトルを邪魔することなく、充実した実践となりました。 

 

（おわりに） 

 ミニ講演のあとで、及川仁美先生から貴重な質問をいただきました。「パッケージ型ユニットの中の

１単位時間の内容項目が、当初の指導計画とずれることになるが問題はないのか」という趣旨のもの

です。確かにそれが、この実践の弱点なのです。「中学校の実態として、たとえ内容項目がずれたとし

ても、きちんと考え、議論のある道徳授業が実践されるならば、現時点ではよりよい道徳科授業の普及

・推進につながる」と回答しました。当然、及川先生のご指摘は的を射たものであり、きちんとした体

制の整備を推進していく必要性を感じています。 

 最後になりますが、今回きわめて貴重な機会を与えてくださった日本道徳教育学会神奈川支部長田

沼茂紀先生ならびに関係の皆様に、心よりの御礼を申し上げます。 
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[研究・実践ノート] 

 

 

１ 知識基盤社会を生きるために求められる「資質・能力」 

   人類史は新しいステージに突入した。それが「Society5.0」である。スマートフォンの普及に伴

い自動音声認識ソフトのインストールや自動車の自動運転技術、ドローンなど、私たちの社会に

はすでに大きな変化が見られている。社会の発展は、ますます発達していくであろうことは容易

に予想がつく。子ども達は、そのような時代の流れや社会に柔軟に対応し、これからも力強く生き

ていかなければならない。道徳学習においても、その教科特有の見方・考え方を働かせながら、資

質・能力を基盤とした「コンピテンシー・ベース」の教育が求められている。新学習指導要領では、

三本柱として提唱されている「（生きて働く）知識・技能」「（未知の状況にも対応できる）思考力

・判断力・表現力」「（学びを人生や社会に生かそうとする）学びに向かう力・人間性」は、まさに

その点を意識した内容であると言える。さらにそれらを実現させるために必要な要素であるアク

ティブラーニング、つまり「主体的・対話的で深い学び」の視点を学習に取り入れ、子ども達に質

の高い学びを提供できるよう、我々は創意工夫をしていかなければならない。 

 

２ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて 

   「主体的・対話的」と「深い学び」は２つに細分化できる。前者は「全教科の共通事項」、後者

は「各教科による教科特性」である。つまり、汎用的な学習システムと教科特有の工夫が、両輪で

作用することで、学びの質が深くなると考えられる。以下では、本学級の実際の取り組みや実践を

紹介したい。 

 

（１）全教科で行う「主体的・対話的」な汎用的学習システム 

   代表的な考え方として「言語活動の充実」が挙げられる。道徳は「語り合い」とも言われるの

で、子ども達には一層、大事にしたいところである。一口に言語活動といっても、話す・聞く・書

く・読むなど多岐にわたるため、視点を明確にして掲示物で示したり、実際に授業で取り入れたり

しながら、日々の実践で育んでいくことが大切である。また、言語活動の質を深めるためには、以

下の（図-１）で示すサイクルが重要であると考えている。 
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（話型とハンドサインの掲示物） （ハンドサインを使った授業風景） （話し方、聴き方の掲示物） 

 

 

 

・話型、掲示 

・ハンドサインの活用 

・話し方、きき方のルール 

・思考ツール など 

（図-１） 

 

 

  

 

本学級では、ハンドサインと話型を活用しながら、全員参加型の学習システムを取り入れている。子

どもの中には、発言に苦手意識を感じていることもある。決まった子どもが中心となって、しばしば

学習を進めていく場面は、よく見かける光景ではないだろうか。しかし、それは、十分な主体性があ

るとは言えない。少なくとも、聴いている子ども達は、発言した児童に対して何かしらのリアクショ

ンがほしいところである。賛成・同じ意見は「グー」、つけたしは「チョキ」、ちがう意見は「パー」

で、必ず反応をすることで、子ども達が自ら学びを深めていくことができるようになる。 

 また、対話的な学習として大事なことは、自分の意見に理由や根拠を加え、相手を説得させたり、

納得させたりすることである。それには、「～ですよね。」と同意を求めたり、自分の体験談を語った

りするなどの技法が有効である。 

（２）教科特性を意識した「深い学び」の実現（パッケージ型ユニット） 

    パッケージ型ユニットは國學院大學の 田沼茂紀 教授が提唱する単元型学習である。理論の詳細

は資料末の参考文献を参照していただきたいが、おおまかな説明としては、年間を通した大単元、

学期を通した中単元、複数時間を通した小単元で構成される、「入れ子構造」である。ユニットを

組む際は、関連する内容項目や、児童の発達段階を考慮して行う必要がある。今回は 2年生で行っ

た小単元「きまりを守るのはなぜだろう？」（3時間扱い）の実践を紹介したい。 

 

 

聴く

（読む）

考える

言葉で
表す

言語活動の充実 
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【小単元：「きまりを守るのはなぜだろう」】※学校図書 

教材名・内容項目 ねらい 学習の様子 

１ 

小
単
元 

「
き
ま
り
を
ま
も
る
の
は 

な
ぜ
だ
ろ
う
？
」 

 

 

こんなことしていないかな 

【C：規則の尊重】 

教材の挿絵を比較しながら

日常の生活場面における安

全を考える活動を通して、ル

ールを守って過ごそうとす

る心情や判断力を養う。 

 

２ 
うさぎのみみた 

【A：節度・節制】 

主人公の行動を通して、わが

ままやいきすぎは、人の迷惑

につながるだけでなく、自分

自身が困ってしまうことに

気付き、規則正しい生活を心

掛けようとする心情を養う。 

 

３ 
黄色いベンチ 

【C：規則の尊重】 

約束やきまりを尊重するこ

とは、自分と他者が安心して

安全に生活できることに気

付く。ルールを守ることの大

切さの意味を知り、自分勝手

な行動をわきまえ、公共物・

公共の場所などを正しく使

おうとする実践意欲と態度

を養う。 

 

 

３ 道徳の評価 ～道徳型パフォーマンス評価を通して～  

 「うなづく」「つぶやく」「ワークシートに記録を残す」などの姿から子どもの評価を見取る傾向

が多い。総じて捉えると「パフォーマンス評価」が、今日の道徳科における評価法であると考えら

れる。正誤問題と大きく変わるところは、パフォーマンスを通して、見えにくい学力を見取ること

ができるところにある。パフォーマンス評価を実現させるためには、①パフォーマンス課題 ②ル

ーブリック ③アンカー作品 が理論上必要である。しかしながら、道徳の評価の性質上、これら

の理論をそのまま用いることは適切ではない。基本的な理論をふまえ、道徳型パフォーマンス評価

と、道徳型パフォーマンス課題は以下のように考えた。 
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１．この評価法は「教師の指導改善のための評価」であり、

「子どもの学習評価」としてすぐに直結させない。 

２．パッケージ型ユニットと組み合わせることで、パフォー

マンス課題と対応させる。単元の終わりに行う。 

３．評価の信頼性を高めるためのルーブリックを作成する

が、児童に対する到達度評価ではない。 

 

指導改善のためのルーブリック（思考力・表現力・判断力を中心に） 

 道徳的判断力 

（認知面） 

道徳的心情 

（情意面） 

道徳的実践意欲と態度 

（行動面） 

Ａ 

善悪を判断しながら行為の基準を

明確にしている。また、日常の自ら

の行いを振り返り、行為の基準と照

らし合わせながら考えている 

登場人物の行為の背景にある思い

を理解している、また、登場人物に

共感しながら自分の考えや生活体

験を振り返り、関連付けることがで

きる。 

登場人物の心情に共感し、自らも日

常で行動に移してみたいという意

欲が見られる。また、行動に移そう

とする根拠が明確である。 

Ｂ 

判断力の基準が明確だが、情意面・

行動面にまでは言及していない。ま

たは、道徳的判断力に関する自らの

振り返りが不十分である。 

登場人物の心情理解をしているが、

認知面・行動面にまでは言及してい

ない。または、道徳的心情に関する

自らの振り返りが不十分である。 

道徳的実践意欲と態度が表れてい

るが、根拠となる情意面・認知面に

までは言及していない。または、道

徳的実践意欲と態度に関する自ら

の振り返りが不十分である。 

Ｃ 

既存の知識から深められず、道徳的

判断力に関する明確な根拠がもて

ずにいる。 

登場人物と自分自身の道徳的心情

を対比できず、自らの考えに固執す

るあまり、心情理解が一辺倒になっ

てしまっている。 

道徳的実践意欲と態度の実現、もし

くは葛藤にふれることなく、教材の

場面理解に終始してしまっている。 

挙手・身体行動（うなずき、目線、肩の入り具合など）・記述・学習態度などから、学びを見取ることができない。 

 

 パフォーマンス評価の短所は評価者の主観によるところが大きい。教師によって、判断が異なるこ

とがないようにルーブリックを基にすることが大切であるが、それでもなお、精度に欠ける。本来であ

れば、複数の教師の目で評価規準をそろえるための「モデレーション」が行われる。しかしながら多忙

な公務の中で複数の大人がかけられるような時間のゆとりはないだろう。上記のルーブリックは、あ

えて客観的な文章表記にとどめることにした。評価の信頼性を追求するための工夫が、今後もいっそ

う求められるだろう。 

パフォーマンス 

学力 
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４ おわりに 

よくある研究授業の協議会の風景である。「この時の授業は～が良かった。」「～が悪かった。」、しかし、

私たちが見るべき授業の中身とは「良し悪し」ではなく、「どこに子どもの学びがあったのか」という

視点ではないだろうか。もちろん、子どもの道徳性は一夜にして大きく伸びてはいかない。言い換えれ

ば、４５分の道徳の授業で子ども達の道徳性がどれだけ育まれたのかを見取ることがいかに難しいか

を表している。しかし、私たちは小さな小さな、子ども達の学びを見取らなければならないという義務

もある。それは指導と評価の一体化という見方だからだ。 

「わかっているけど、なかなかできない」「わかったつもりになっている」子ども達は、大人になって

ゆく「道」の途中であるため、どうしても私たちがついつい声をかけてしまいたくなる。しかし、本当

の道徳的な価値を見つけるのは子ども自身である。これからの未来を生きる子どもたちが、どんな時

代になっても自分自身と向き合い、力強く生き、幸せに過ごせることを願っている。変わりゆくこと、

変わらないこと。不易流行を捉えながら、私は、また日々の授業実践を行っていきたい。 

 

《参考引用文献》 

『小学校道徳科授業スタンダード「資質・能力」を育む授業と評価実践の手引き』田沼茂紀 東洋館出版 

2019 年 

『道徳科 授業づくりと評価の 20 講義』富岡栄 明治図書 2018 年 

『資質・能力と学びのメカニズム』奈須正裕 東洋館出版 2017 年 

『Q＆A でよく分かる！「見方・考え方」を育てるパフォーマンス評価』西岡加名恵 石井英真 明治図書 

2018 年 

『パフォーマンス評価‐子どもの思考と表現を評価する‐』松下佳代 日本標準 2007 年 

『道徳教育』明治図書 2019 年 6 月号 

『言語活動の充実をめざして～授業力向上をめざして～』大阪市立焼野小学校 研究紀要 2012 年 
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[研究・実践ノート] 

1 問題の所在と研究の目的 

 道徳科における児童の道徳性の発達を促す指導と評価とはどのようなものか。次代を担う子供たち

が豊かな人間関係を築いていけるように、学校教育において人との関わりの大切さ、自分は多くの人

に支えられつながり合っていかされているという実感がもてる指導が必要だと感じる。道徳科におい

ては、人との関わりを通して、豊かな人間関係を育むことが涵養である。 

 道徳科における「思いやり」についての指導法は、教材に登場する人物の思いやり行動に共感し、児

童生徒もそうした思いやり行動の大切さを理解し実践しようとする意欲をもたせる指導が多く展開さ

れてきた。こうした教材中の登場人物の心情の読み取り中心の展開だけでは、児童生徒はどこか傍観

者となってしまい、自分自身の問題として受け止めていない場面が見られた。そこで、これからの道徳

科の指導法は、価値項目「思いやり」を道徳的な問題として学習者である児童生徒自身が我がこととし

て自我関与する学習活動へと転換していくことが必要である。そこで、ＶＨＦというセルマン 1が開発

し、渡辺弥生 2が日本の道徳教育に合うように「思いやり育成プログラム」として提唱した指導法を活

用していきたい。「思いやり育成プログラム」による道徳授業の小学校の実践事例として小野間正巳 3

の研究があるが、本研究では中学生を対象に教材中の「思いやり」についての道徳的課題を捉え、生徒

相互が議論し、自我関与する学習活動を提案する。 

 道徳科の評価は、学習指導要領では、認め、励ます個人内評価として、数値による評価はしないとさ

れている。しかし、本来「評価」とは指導の効果を確かめて、その改善を図るために必要なものであ

り、そのためには客観性をもった測定が必要であると考える。「評価」は教科の目標実現状況を確認（測

定）し、それに基づいて、その間の教育が目標実現のために機能していたかどうかを点検する活動であ

るからである。関根明伸 4が提唱するように、道徳科においても教育目標から見た「道徳性」としての

内面的資質の到達度具合を測定し、教育目標の実現状況を点検し、改善していくことが求められる。そ

こで、学習活動における課題解決学習に評価基準を設定し、児童生徒の測定資料を活用した道徳科の

評価法を提案する。 

 本研究では、先行研究に学んで「思いやり」についての道徳的価値の分析を行い、児童生徒の実態や

発達の段階に応じた道徳科の指導と評価の在り方について検討し、「思いやりの心を育む道徳科の指導

と評価の在り方」を提案したいと考え、本主題を設定した。 
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2 「思いやり」についての道徳的価値についての研究 

 道徳科で「思いやり」を主題に扱うとき、道徳的価値についての分析及び発達段階に応じた指導の在

り方が鍵となる。「思いやり」とは、他の人の心を理解し共感することである。感情を理解できるとい

うだけでなく、他の人の視点に立って物事を理解できることが求められる。セルマンは「思いやりの

心」を役割取得能力の発達という視点から考えた。「役割取得能力」とは、自分の気持ちや能力だけで

なく、他者の立場に立って、その人の考えや気持ちを推し量り、それを受け入れ、調整して対人交渉能

力に生かすことである。セルマンは、思いやりの心の発達を５つのレベルで示している。 

レベル０：自己中心的役割取得(３～５歳) 

     自分と他者の視点を区別することが難しい。 

レベル１：主観的役割取得(６～７歳) 

     自分の視点と他者の視点を区別して理解するが、関連付けが難しい。 

レベル２：二人称相応的役割取得(８～１１歳) 

     他者の視点から自分の思考や行動を内省できる。 

レベル３：三人称相応的役割取得(１２～１４歳) 

     自分と他者の視点以外、第三者の視点をとることができる。 

レベル４：一般化された他者としての役割取得(１５～１８歳) 

     多様な視点が存在する状況で自分自身の視点を理解する。 

道徳科で「思いやり」を主題に授業展開する際に、学習指導要領に記載された内容項目の文言につい

てのキーワードを捉えることと、セルマンの思いやりの心の発達を押さえておくことは効果的である。

また、各区市町村で実施しているＱ－Ｕテスト 5を道徳科に活用することも有効である。さらに、辻平

治郎 6の５因子性格検査の「思いやり診断」を活用することも取り入れていく。 

以上の視点を踏まえ、「思いやり」についての道徳的課題を捉え、児童生徒相互が議論し、自我関与

する学習活動及び児童生徒の測定資料を活用した道徳科の評価法の在り方について検証していく。 

3 道徳科授業の実践 

(1) 多時間扱いで自我関与を高める指導法 

教科化元年に当たり、教科書教材「譲る気持ちはあるのに……」(「とびだそう未来へ 中学道徳２ 

教育出版」)を活用するだけでは、眼前の生徒の実態を考えると不十分であると学年で判断した。そこ

で、「思いやり」を主題とした授業展開を多時間扱いにすることとした。 

筆者は検証対象校に、２年にわたって校内研修でかかわっており、生徒の実態もよく理解している。

また、該当区で実施しているＱ－Ｕテストを道徳科に活用することも提案してきたところである。道

徳科で改めて各種診断テストを実施するというのは時間的制約もあり、すべての内容項目で行うこと

は厳しいことが予測できる。全教育活動で活用する診断テストを道徳科において有効活用することは

大事な視点であると考える。 

(2) 主題名「思いやりを形に」についての授業実践 
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教材「譲る気持ちはあるのに……」を活用し、さらに疑似体験としてロールプレイングを取り入れた２

時間扱いの研究授業を、該当校２年生の３つの学級で実践した。セルマンの「思いやりの心の発達」に

よれば、２年生の「思いやり」の発達段階は、三人称相応的役割取得の段階であり、     自分と

他者の視点以外の第三者の視点をとることができる段階になっていると考えられる。 

そこで、本授業実践においては、ねらいを「社会の一員として自分にできることは何かを話し合うこ

とを通して、思いやりの心についての考えを深め、他者をいたわる実践意欲を育てる」とした。思いや

りの心の大切さを感じ取り、相手のことを考えた思いやりが結果的に信頼性や相互性につながること

が理解できる時期であることを捉え、さらに第三者も含むすべての人への思いやりを向けていく人間

愛にまで高めていく指導を提案したい。 

ねらいとする価値に迫るための手立てとしては、次の 5 点を行った。 

① 多時間扱いの授業展開…教材を活用した授業にロールプレイングを中心とした授業を加え、生徒

の内容項目についての自我関与を高める。 

② 測定資料の活用…Ｑ－Ｕテストの結果を活用して生徒の道徳性を把握し、発問の設定や意図的指

名に生かす。 

③ ロールプレイを活用して自我関与させる…教材中の出来事から離れて、日々の登下校時にありが

ちな事例でロールプレイをし、我がこととして考えさせる。 

④ 自己評価を生かす…ワークシートを活用し、道徳的価値についての自己評価を授業前と後とで実

施し、生徒の変容を読み取る。 

⑤ ワークシートの工夫…１時間目の中心発問「教材中の若者の姿から、これから自分がしてみたい

こと、できそうなこと」をワークシートに書き、発表し合った。２時間目の中心発問「気持ちを形

に表すことにはどんな意味があるのか」をワークシートに書き、発表させた。 

(１時間目) 

段

階 

学 習 活 動 

〇主な発問 ★中心発問・生徒の反応 

☆指導上の留意点 

※教材・資料・準備物 ◎評価 

導

入 

1 思いを行動に移せない日常生活での体験に

ついてのアンケート結果を伝える。 

〇電車の中で重い荷物を持っている人がいた場

合、席を譲りますか。 

・譲ります………１５人 

・譲れないかも…１９人 

・譲りません…… ５人 

※パソコンで場面絵を提示 

☆生徒の興味・関心を本時の価値「思いや

り」につなげる。 

 

 

2 教材「譲る気持ちはあるのに……」を読ん

で、話し合う。 

※教師が範読する。 
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展 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 

○電車の中で主人公が声をかけることができな

かったのはなぜだろう。 

・勇気がなかったから。 

・妊婦さんに断られたらばつが悪い。 

・周りの人にいい子ぶっていると思われること

が心配だ。 

○若者が席を譲った時、みんなにこにこしてい

たのはどうしてだろう。 

・若者の行動がさわやかだったから。 

・周囲の人も皆、心地よかったから。 

★主人公や若者の姿から、これからあなたがし

てみたいこと、できそうなことは何か考えてみ

よう。 

・勇気を出して行動する。 

・相手に気をつかわれないような雰囲気をつく

る。 

・困っている人がいたら積極的に声をかけるよ

うにする。 

 

☆各自が考えたことをワークシートに記

述し、発表する。 

☆思いやりの気持ちはあっても行動に示

さなければ伝わらないことを理解させる。 

※ワークシート 

☆思いやりの心を行動に示すことで相手

だけでなく、周囲の人の気持ちも温かくし

ていくことに気付かせる。 

 

◎「二人称相応的役割取得」から「三人称

相応役割取得」や「一般化された他者とし

ての役割取得」の大切さに気付き、すべて

の人に思いやりを向けていく人間愛にま

で高めていくことができたか。 

☆生徒一人一人が考える「思いやり観」を

グループごとにホワイトボードに記述さ

せ、グループで意見交流する。 

◎人間愛にまで高めようとする心情が養

われたか。 

 

終

末 

3 本時の自己評価と次時の活動について確認

する。 

※振り返りシート 

☆本時の話し合いで考えたことを、次回は

実践しながら考えていくことを伝える。 

(２時間目) 

段

階 

学 習 活 動 

〇主な発問 ★中心発問・生徒の反応 

☆指導上の留意点 

※資料・準備物 ◎評価 

導

入 

1 前回の授業で出た意見を確認する。 

〇どのように行動すればよいか、わかっている

のに行動に移せなかったことはあるか。 

・部活で友達が落ち込んでいた時に声をかけ、

慰めてあげることができなかった。 

・自転車で転んで倒れている人を助けてあげる

ことができなかった。 

・周りの迷惑になっていることをしている人に

※パソコンで生徒の意見を投影 

☆生徒の「思いやり」についての実体験を

踏まえて、本時のロールプレイにつなげて

いく。 
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注意することができなかった。 

・4 日連続の塾講習の後、疲れていて電車で妊

婦さんに席を譲ることができなかった。 

・バスで扉が開かない所に立っていた人に声を

かけて教えてあげることができなかった。 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 

2 教材「譲る気持ちはあるのに……」から発展

して、思いやりについての疑似体験を通して考

える。 

○主人公や若者の姿から、これから自分がして

みたいこと、できそうなことは何か。 

・席を譲ろうと思う。 

・誰かが譲るだろうではなく、自分が行動する。

困っていたら助けるのが当たり前。 

・恥ずかしくて声をかけられないはダメ。勇気

を出す。 

ロールプレイ 1 

○乗り物の中で、大きな荷物を持っている人に

席を譲るとき、どのように声をかけるか。 

・荷物が重そうですね。どうぞ座ってください。 

・(断られた場合)お荷物だけでもお持ちしまし

ょうか。 

ロールプレイ 2 

〇道を歩いていて自転車で転倒している人がい

たときどのように声をかけるか。 

・けがはありませんか。 

・(自転車を起こして)大丈夫ですか。何かお手伝

いできますか。 

★「行為の意味」(宮澤章二)を読み、気持ちを形

にすることにどんな意味があるのか。 

・実際に行動に移すのは難しい。 

・思っているだけでは思いは伝わらず、行動と

いう形にしなければいけないことが分かった。 

・気持ちを形にすることが人と人との心をつな

ぐ。 

※ロールプレイの場面をスクリーンに映

し、臨場感を出す。 

 

☆ホワイトボードを黒板に掲示し、グルー

プの意見を全体で共有する。 

☆思いやりの気持ちはあっても行動に示

さなければ伝わらないことを理解させる。 

 

 

※ワークシート、診断結果を生かした意図

的指名をする。 

☆思いやりの心を行動に示すことで相手

だけでなく、周囲の人の気持ちも温かくし

ていくことに気付かせる。 

 

 

 

◎「二人称相応的役割取得」から「三人称

相応役割取得」や「一般化された他者とし

ての役割取得」の大切さに気付き、すべて

の人に思いやりを向けていく人間愛にま

で高めていくことができたか。 

※宮澤章二の詩「行為の意味」を範読し、 

思いやりについて考えさせる。 

☆生徒一人一人が考える「思いやり観」を

ワークシートに記述させ、発表させる。 

◎人間愛にまで高めようとする心情が養

われたか。 
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終

末 

2 教師の体験談による説話の後、本時の自己

評価と次時の活動について確認する。 

・譲ります………37 人 

・譲れないかも… ０人 

・譲りません…… 2 人 

※振り返りシート 

◎１時間目の始めにした発問と同じこと

を、２時間の授業を通して生徒の心の変容

を見る。 

 

 評価の視点としては、次の 2 点を挙げた。 

〇「思いやりのある行動」とそれを支える道徳的価値について多面的・多角的に捉え、温かい社会にす

るために大切なことについて考えを深めたか。 

〇ロールプレイを通して、思いやりやいたわりの気持ちを、自分の生活にどう生かしていくか、考えを

深めることができたか。 

 授業観察の観点は次の 2 点を挙げた。 

〇「思いやりの心を形にするとはどういうことか」のワークシートへの記述は、生徒の思いやりの心の

発達レベルを捉えるのに有効であったか。 

〇展開における発問の構成は、ねらいとする価値へ迫るために適切であったか。 

研究授業の成果と課題については、次の 4 点を挙げる。 

成果は、次の４点である。 

〇多時間扱いの指導により道徳的価値についての自我関与が高まった…教材を活用しての第一次と、

ロールプレイを中心に疑似体験を通して自我関与する第二次とを組み合わせることで、狙いとする価

値についての理解が深まり、生き方についてのかかわりを意識できるようになった。 

〇ワークシートへの記述を焦点化し、価値理解を深めた…中心発問についてワークシートに自分の考

えを記述し、ロールプレイをすることで多面的・多角的に自らの考えを広めることができた。 

〇生き方とのかかわりを捉えて考えることができた…終末で振り返りシートに記述することで、自ら

の生き方と関わらせて考えさせることができた。特に、「今日の授業で、「これから～していきたい」と

いう気持ちをふくらませることができた」の自己評価を重視し、狙いとする価値への実践意欲の高ま

りを把握することができた。 

〇授業の前後で同じアンケート調査をすることで、生徒の変容を把握できた…「電車の中で重い荷物

を持っている人がいた場合、席を譲りますか」の調査について、大きな変容が見られた。 

授業前        授業後 

譲ります    １５人 譲ります     ３７人 

譲れないかも… １９人 譲れないかも…   ０人 

譲りません    ５人 譲りません     ２人 

全体として圧倒的に、授業後は席を譲ると回答するように変容した。さらに、授業観察で注目していた

二人の抽出生徒を分析した。「譲りません」から「譲ります」に変容した N に授業後に面接をしたとこ
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ろ、「みんなの考えを広く聞けて、自分の考えが浅かったことに気づいた。思いやりは行動に表してこ

そ伝わるんだと分かった」と答えた。授業の前後どちらも「譲りません」のままであった U に授業後

に面接をすると、「基本的には譲らないが、相手がお年寄りや障害を持っている方であったら違ってく

る。その場のシュチエーションで対応する」と答えた。なお、N はＱ－Ｕテストでは学校生活満足群

であり、U は学級生活不満足群であった。さらに、診断テストでは、N は協調性があり、U は知的好

奇心が高いという診断であった。これらの診断結果を意図的指名やロールプレイの指名に生かしてい

くことが効果的であると考える。 

課題としては、次の 1 点である。 

〇多時間扱いの授業校生をするには綿密な年間指導計画が不可欠である…自校の学校や児童生徒の実

態をよく把握し、何を重点項目にするか、年間３５時間をどのように計画するかをしっかりと共通理

解することが大切である。年度途中に生徒の様子が変わる場面もあるだろうが、予め年間を見通した

計画を立てておくことこそが肝要である。 

 

4 研究の成果と課題 

 本研究では、「思いやりの心を育む道徳科の指導と評価」を主題に、児童生徒の測定資料を活用した

道徳科の評価法を活用しながら、生徒の実態に応じて指導法を工夫し、思いやりの心の発達段階に着

目しながら授業検証を行った。研究の成果は次の２点である。 

① 「思いやり」についての道徳的価値理解の深まり…これまで、学習指導要領解説書のみの道徳的

価値分析であった研究実践が、「思いやり」についての道徳的価値についての先行研究を分析し、

活用することで、思いやりについての道徳的価値についての理解が深まる授業実践となった。 

②  生徒の実態を測定した資料を活用した評価…授業者がしっかりと狙いとする道徳的価値につい

ての評価基準を持ち、生徒の実態を測定した資料を活用したことで確かな評価の見取りができた。 

課題は、次の１点である。 

本研究は、道徳科の指導と評価の在り方として、多時間扱いの展開によるロールプレイを活用した

指導と、生徒の測定資料を活用した評価法を提案した。新学習指導要領では、道徳科の評価は数値によ

らず観点別評価もしないと明記されているが、道徳科の目標が児童生徒の道徳性の育成にある以上、

授業者は学習者の道徳性の発達段階を把握する必要がある。とりわけ客観的資料としての測定資料を

指導に活用していくことが、児童生徒の道徳性を育むことにつながると考える。そこで、様々な診断テ

ストを活用したり、道徳科の授業でのアンケート調査を活用したりして、児童生徒の道徳性を客観的

に測定していくことが求められると考える。今後も、様々な手法を創意工夫し、児童生徒の道徳性を育

む指導と評価の在り方について検討を進めていく考えである。 

  

5 まとめ 

 児童生徒に「思いやりの心を育む」ためには、指導者である教師が明確な思いやりについての道徳的
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価値理解をもち、眼前の児童生徒の実態に即した指導構想を立て、実践を積み上げていかなければ効

果は期待できない。 

本研究では、「思いやりの心の発達段階」に着目して指導したが、「思いやり」の学習の基底には「人

権尊重の精神」や「人間愛」など、人間関係を支える基本的な精神を重視していくことも必要だと考え

る。 

人格の完成を目指す学校教育の中核を果たすのが道徳教育であることを肝に銘じ、これからの激動

の時代を生き抜く児童生徒に「思いやりの心を育む道徳科の指導と評価」の実践を積み重ねていきた

い。 
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[研究・実践ノート] 

 

１. はじめに 

 平成 29・30 年改訂の学習指導要領では、新たに「前文」が設けられ、これからの学校に求められる

ことを次の通りに示している。「一人一人の児童（中学校、高等学校は「生徒」）が、自分のよさや可能

性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々

な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう

にすること」
（１）

。このような他者との協働が求められる背景には、情報化やグローバル化といった目ま

ぐるしい社会的変化が存在する。予測困難な時代においても、子ども達が、よりよい社会と幸福な人生

の主体的な創り手となるために、多様な他者と協働できる資質・能力の育成は欠かせない。なぜなら、

どのような社会がよりよい社会といえるのか、また、どのような人生が幸福な人生といえるのかは、機

械的に解くことが難しい問いであるからである。それらの問いに対して、他者と協働し、「『納得解』

（自分が納得でき周囲の納得も得られる解）」
（２）

を見出していかなければならないのである。 

 多様な他者と協働できる資質・能力を含めた、これからの時代に求められる資質・能力を子ども達が

身に付けられるように、平成 29・30 年改訂の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善が求められている。以下、三つの視点の中でも、他者との協働に直接関わる「対話的

な学び」を取り上げる。 

中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び

必要な方策等について」において、「対話的な学び」は次の通り示されている。 

 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、

自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

   身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るためには、多様

な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、それによって思考を広げ深めていくことが

求められる。
（３）

（太字は筆者による） 

 

また、中央教育審議会「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ 補足資料」において

「対話的な学び」の例が３点示されている。 

・ 実社会で働く人々が連携・協働して社会に見られる課題を解決している姿を調べたり、実社会の

人々の話を聞いたりすることで自らの考えを広める 
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・ あらかじめ個人で考えたことを、意見交換したり、議論したりすることで新たな考え方に気が付

いたり、自分の考えをより妥当なものとしたりする 

・ 子供同士の対話に加え、子供と教員、子供と地域の人、本を通して本の作者などとの対話を図る

（４）
（太字は筆者による） 

 

「自己の考えを広げ深める」など対話の目的に当たる箇所を太字で示した。これらの目的を「対話的

な学び」によって果たそうとする場合に、対話相手である他者の位置付けはどのようになるか。太字

箇所には「自己の」「自らの」「自分の」という表現が並ぶ。そのため、ここでは、「自分の」学びを生

み出すために他者との対話を手段として用いるという論理が成り立っている。つまり、他者は「自分

の」学びのための資源の一つという位置付けにあることになる。 

一方で、いくら汎用的な資質・能力の育成が求められたところで、知識や技能の習得を目指す実質陶

冶の必要性が失われるものではない。他者を「自分の」学びのための資源として利用せざるを得ない

一
いち

側面も否定はできない。しかし、他者を利用することに慣れ、そのような他者との関わり方しか知

らない子ども達が出現した場合、その子達の人格にどのような変化が起こり得るのか。果たして、異な

る価値観や文化をもつ他者と協働できる資質・能力の育成は実現するのだろうか。 

そこで、本稿では、「対話」や「対話的関係」の考察に生涯を捧げたユダヤ人宗教哲学者 M.ブーバー

（1878-1965）の「性格教育」論に依拠し、次の問いへの考察を深めることを目的とする。他者を学び

のための資源とする学習によって、子ども達の人格形成にどのような影響を及ぼす可能性があるか。 

 

２. M.ブーバーの「性格教育」論 

（１）「性格」論 

ブーバーは、「性格は教育の目的であり得るし、またそうあるべき」
（５）

と述べ、かつ「性格はその陶

冶に影響力を行使することこそが教師の最大の課題である」
（６）

とまで言い切る。「教育の目的」、「教師

の最大の課題」とまでいわれる「性格」は、「個人の本質的統一性とその行為や態度の結果との関連と

して把握され得る」
（７）

。この「個人の本質的統一性」という言葉には、ブーバーによって特別な意味が

込められている。「性格教育が設定されるのは、現実のパレスチナの対アラブの問題、特にその死活が

問われているユダヤ人居住地
イ シ ュ ー ブ

の問題」
（８）

があったためである。様々な意見が対立しもつれている社会

状況において、人々は集団主義的に群れとなって向き合っていた。しかし、個人が集団的なものに吸収

されることによって、本来備わっている自己や「生命と世界に対する人格的責任」
（９）

は見失われてし

まう。自己を取り戻し、社会に充満する諸矛盾を克服し得るのは「ただ人格的統一性、存在の統一性、

生命の統一性、行動の統一性、存在・生命・行動相互の統一性の再生のみ」
（10）であるとブーバーは語

る。 

ブーバーは自身の性格論に対し、ケルシェンシュタイナーとデューイの性格論を批判する。すなわ

ち、ケルシェンシュタイナーの「格言」、デューイの「習慣」である。ケルシェンシュタイナーによる
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と性格は、経験、教訓そして自己観察を通して個々人のうちに形成された格言に対する自発的服従で

ある。自発的服従は、外的服従から内的服従へと変化はしていくが、克己の一形式にすぎない。また、

デューイによる「習慣」の概念は、著書『人間性と行為』において主張されている。デューイによると

性格は、諸習慣の相互透入であり、それぞれの行為において、習慣の継続した働きによって統一的性格

が成り立つ。これら「格言」と「習慣」は共に、既存のものであり、過去に囚われるという共通点があ

る。第二次世界大戦前の絶望の苦痛に満ちた人々にとって、それらはあまりに役に立たない。ブーバー

は、「格言」や「習慣」の限界を乗り越えるために、世界や人類の新しい統一性の耕作者の出現を求め、

教育によって子ども達のうちに「偉大な性格」を形成することを唱えた。「偉大な」という形容詞を付

けた「性格」をブーバーは次の通りに述べる。 

 

  私が偉大な性格と呼んでいる人間は、彼の行為や態度を通して、状況の〔課する〕要求を自己の全

生命を賭けて応答しようとする深い身構えから充足し、しかも、その行為や態度の総体性のうち

に彼の本質——彼の進んで応答しようとする本質——の統一性もまた現われてくるような仕方で充足

する人間であります
（11）。 

 

つまり、既存のものや過去に囚われることなく、状況の独自性に応じて「自己の全生命を賭けて応

答」する責任が取れる性格を「偉大な性格」と呼ぶ。では、いかに「偉大な性格」を教育によって形成

することができるのであろうか。 

（２）「偉大な性格」の形成 

直前の問いに答えるために、以下に、①子ども達の「性格」の形成に影響を及ぼすもの、②「偉大な

性格」が形成されていく構造と過程について述べていく。 

１点目は、「性格」形成に影響を及ぼすものについてである。そもそも、性格と訳される Charakter

は、刻印を意味するギリシャ語に由来し、ブーバーは刻印に関わるものを「すべて」と考える。「自然

と社会的環境が、家屋と街路が、言語と習慣が、歴史の世界と噂、ラジオ、新聞にもとづく日常的ニュ

ースの世界が、音楽と技術が、遊びと夢が、一切合切が相いまって——それらのうち多くのものは、一

致、模倣、憧憬、努力を喚び起こすことによって、他のものは、問い、疑い、嫌悪、抵抗を惹き起こす

ことによって、刻印します」
（12）。このような「性格」形成に影響を及ぼす無数の要素の一つに

．．．
教師の実

存がある。そのため教師は、自らの果たす役割を過大評価せずに謙遜の感情を忘れてはならない。しか

し、上記の無数の要素と教師との間には大きな違いがある。それは、教師は子どもの「全体に影響を及

ぼそうと欲して
、、、

いる唯一の実存である」
（13）ことと「実存の選択に対して責任をとる」

（14）ことである。 

前者は、子どもの「性格の刻印に参加しようとする意志」
（15）である。その意志の中には、性格教育

への唯一の道である子ども達への「信頼」という教師の本来的使命が見られる。まず教師が子どもを

「信頼」することで、子ども達は、教師を信頼することができ、教師が自分の生活に参加しようとして

いることや、自分のことを人格として認めていることを感じ取ることができる。 
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後者は、「成長途上にある人間に、存在の一定の選択、あるべき事柄の『正しいもの』の選択を代表

しようとする意識」
（16）である。子ども達は「成長途上にある」ため、上記の諸要素といかに関係を築

いていけばよいのか不安をもつ。それならば、教師が子ども達にとって必要な実存を選択し、諸要素と

子ども達との仲介者となるという責任である。 

２点目は、「偉大な性格」が形成されていく構造と過程についてである。子ども達の「性格」の形成

に影響を及ぼすものは、既に述べた通り「すべて」である。しかし、「偉大な性格」は単に受動的に形

成されるものではない。無数の要素と、まさに「自己の全生命を賭けて応答」し合う呼応的関係が成立

していなければならない。よって、例えば、教師が子どもとの呼応的関係を考慮せずに、指図がましく

善や正義を語り、子ども達の「性格」に影響を及ぼそうとする場合には、子ども達から教育されること

への抵抗に遭う。 

 

  教育上効果があるのは教育的意図ではなく、教育的な出会いであります。この世の、人間社会の、

自分自身の肉体的な現存在の、諸矛盾に懊悩している魂がある問いを持って私に近づいてきます。

私が自分の知識と良心にしたがって、それに答えようとすることによって、私はこの魂に手を貸

してそれが諸矛盾を能動的に克服するような性格となるべくしむけるのであります
（17）。 

 

自らに挑戦してくる「諸矛盾を能動的に克服するような」「偉大な性格」を形成する前提に「出会い」

がある。ブーバーのいう「出会い」において私達は、「沈黙させられてしまう深い瞬間」
（18）を味わうこ

とになる。「あなたが出合う世界は、不確実のように見える。なぜならば、それは絶えず新たに生じ、

言葉でいいあらわすことができないからである」
（19）。つまり、「出会い」によって私達は、異質な諸要

素から語りかけられるのであるが、自らの既存の枠組みでは理解できないため、秩序が揺さぶられ言

葉を失う。しかし、「自分の知識と良心にしたがって」その語りかけに答えようとすることによって、

「偉大な性格」が形成されていくのである。 

（３）「出会い」を生む〈我—汝〉の関係性 

 「偉大な性格」の形成の前提に「出会い」があることを見てきた。では、「出会い」を生む自他の関

係性とはどのようなものであろうか。ブーバーは、主著『我と汝』において、世界との関わり方として

〈我—汝〉と〈我—それ〉の二つを示した。荒井（2019）は、『我と汝』の記述に基づき、両者の特徴を

表１のようにまとめている。表１を参照すると分かる通り、〈我—汝〉の関係では、自他は全人格を傾倒

し合い「他者との一体感」や「魂の触れあい」を感じる。換言すると、〈我—汝〉の関係は、〈汝〉の語

りかけに〈我〉が全人的に受け止め、応答する呼応的関係を表す。それに対して、〈我—それ〉の関係で

は、〈我〉は「モノ（対象物）に対する時の私」であり、他者を利用することしか考えておらず、他者

を自分の目的を果たすための手段と捉えている。言うまでもないが「出会い」を生む関係性は〈我—汝〉

の関係である。 
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表１ 〈我—汝〉と〈我—それ〉の比較 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

（荒井（2019）
（20）より引用） 

 

ここで再び、中央教育審議会答申が示す「対話的な学び」の他者観に戻り、ブーバーの「関係」論と

照らし合わせることにする。他者を学びのための資源とするような〈我—それ〉の関係において、真の

「出会い」は生まれない。すなわち、他者からの語りかけに気づけず、自らの秩序は揺さぶられず、独

り善がりの生き方がまかり通ってしまう。よって、他者との協働はおろか、よりよい社会や幸福の人生

の創り手となる人格の持ち主とはなり得ない。もし、教育活動全体において、偏った他者観が潜む「対

話的な学び」を行うのであれば、子ども達の人格形成に課題を残すであろう。 

 

３. おわりに 

 本稿では、ブーバーの「性格教育」論に依拠し、他者を学びのための資源とする学習によって、子ど

も達の人格形成にどのような影響を及ぼす可能性があるかについて考察を深めてきた。その結果、他

者を「自分の」学びに利用するという自他の関係性では、学習指導要領「前文」に示される「あらゆる

他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え」られる

ような人格の形成に課題を残すという示唆を得た。「１．はじめに」で述べた通り、実質陶冶のために、

他者を「自分の」学びのための資源として利用せざるを得ない側面があることは認める。しかし、田中

（2002）が述べる通り「現代社会は、全面的に機能によって秩序化され、『流体化』し、定住的共同体
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を失い、対面的親密性を疎外しつつある。すなわち、愛の経験は危機に瀕し、人は社会的機能（役割）

に還元されつつある」
（21）。このような現代社会の実情があるからこそ、また、今後の目まぐるしい社会

的変化に立ち向かっていかなければならないからこそ、かけがえのない他者と向き合うこと自体を目

的とする対話の側面を決して看過してはならないのである。 
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 [研究・実践ノート] 

 

１ 問題の所在と研究の目的 

 道徳の時間が昭和 33年（1958年）に特設されて以来 60年の歳月を経て「特別の教科 道徳」（以下

道徳科）となった。これまでの道徳の時間の指導に関しては一定の成果は認められるとしながらも、次

のような問題点が指摘されている。「読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指導が行われ

ている」
（1）

や「主題やねらいの設定が不十分な単なる生活経験の話合い」
（2）
、「望ましいと思われること

を言わせたり書かせたりする指導に終始している」
（3）

などの問題点である。当然のことながら、このよ

うな授業を展開していたのでは、道徳性は育まれにくいといえる。これからの道徳科においては、この

ような授業から脱却して「考える道徳」、「議論する道徳」への質的転換を図り、真に道徳性を育成して

いくことが求められる。 

 この質的転換を図るために、道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議における「特別の

教科 道徳」の指導方法・評価等について（以下報告書）では、道徳科における質の高い多様な指導方

法について「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習」「問題解決的な学習」「道徳的行為に関

する体験的な学習」を例示し、具体的な指導過程を示している。ただ、三つの質の高い指導方法が示さ

れたとしても、ねらいに迫る有効な問いを発していかなければ、質の高い授業は当然望めない。例示さ

れている指導方法について真に質を高めていくためには教師の問い、つまり発問が重要な鍵となる。 

 道徳の時間時代における発問研究に関する書籍に「「もし君だったら、こんなときはどうするか。」と

いった発問はなるべく避けること。」
（4）

といった解説がなされた記述がみられる。また、筆者が新任の

中学校教師であった 1980年代は同様の指導を受けてきた
（5）
。しかし、報告書の「読み物教材の登場人

物への自我関与が中心の学習」「問題解決的な学習」には具体的な発問例として「自分だったら主人公

のように考え、行動することができるだろうか。」や「同じ場面に出会ったら自分ならどう行動するで

しょう。」と示されており、道徳の時間時代に言われてきた発問とは相反した内容となっている。道徳

の時間時代ではタブーであった発問が道徳科を迎え是認され望ましい発問として示されている。この

ような事柄は実際に指導に当たる教師にとって戸惑いの要因となるであろう。そこで、道徳科に求め

られる発問について再考し、発問の在り方について検討していくこととする。このことが本研究の目

的である。 

２ 発問の意義 

授業は児童生徒に向けられる問とそれに対する応答により展開していくことになるが、各教科等で

はこの問いを一般的に質問という。だが、道徳科においては授業中の問いを質問とは言わず、発問と表
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現する。質問と発問の違いについては「「質問」は子供が本文を見ればわかるもの。「発問」は子供の思

考・認識過程を経るもの。」
（6）

と説明されている。各教科では教師が質問をしてそれに対して児童生徒

が答える。回答の正解は教材の中に示されていたり、よくよく検討すればその中に解を見出したりす

ることができる。しかし、道徳科に関する問いには絶対的回答はないといえよう。このように、問いに

対して正解がある場合を質問とし、唯一の正解ではなく、納得解や最善解のようないろいろな回答が

考えられる場合を発問と捉えることができる。 

発問の役割について、道徳の時間時代、大平勝馬（1972）は発問の重要性について「発問は学習成果

を左右するものである、と考えねばならない。学習のねらいが達せられるかどうかのかぎは、発問の妥

当性にあるといえるであろう。」
（7）

と述べ、瀬戸真（1972）も、発問とは「教師が児童に対して問いか

けることで、特に、その時間のねらいに即し、ねらいを効果的に達成するためのもの」
（8）

と捉えている。

今から 50年前に発問の重要性を指摘している。このように、道徳の時間時代においても発問は指導過

程において重要視されていることが分かる。ねらいを達成していくために発問の役割は大きいといえ

る。 

 現行の小中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編（以下解説編）にあたる道徳指導書の中に発問

について具体的に説明された記述が見られるのは平成元年告示の指導書からである。そこには発問構

成の工夫として「道徳の時間の指導は、教師による発問の適否によりその指導の効果が大きく変わる

ものである。発問には道徳的心情、道徳的判断力、道徳的実践意欲と態度にかかわるものがあるが、発

問を通して期待されるものは、人間性についての深い理解の上に立って、指導のねらいとする道徳的

価値を生徒が深くとらえ、自分の問題として受け止めていくことなのである。したがって、発問は教師

により十分検討され、意図的、計画的に指導過程の中に位置付けられなければならない。」
（9）

と、道徳

の時間における発問の重要性が記されている。この発問に関する表記はその後の解説編にも受け継が

れていく。例えば、平成 20年告示の解説編には「教師による発問は、児童の思考や話合いを深める重

要な鍵となる。」
（10）

と示されている。そして、道徳科となっても「教師による発問は、児童が自分との

関りで道徳的価値を理解したり、自己を見つめたり、物事を多面的・多角的に考えたりするための思考

や話合いを深める重要な鍵となる。」
（11）

と発問の工夫の重要性が述べられている。 

以上見てきたように、道徳の時間時代でも道徳科となった現在でも、発問が道徳授業の成否に大き

く関わっていることには変わりない。 

３ 発問の機能と種類 

（1）指導過程における発問の機能 

 道徳科における指導過程は大きく導入、展開、終末と区分することができる
（12）

。ただ、これまでの

道徳の時間研究の成果として、展開部分を展開前段（あるいは展開①）、展開後段（展開②）と分けて

捉える場合もある。導入部分では、ねらいとする道徳的価値へ意識を向かわせる発問や教材の内容に

意識を向かわせる発問をすることが一般的である。展開部分は教材中に含まれている道徳的価値を追

究し価値の把握をしていく段階である。ここでは、ねらいが把握できるように教材の登場人物の言動
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や心情を考えたり道徳的価値について考究したりし、道徳的価値を自分事として捉えていくような発

問の工夫をしていく。終末では、道徳科の場合、まとめではなく終末であることに配意しなければなら

ない。各教科であれば、一時間の学習で学んだことを教授の形でまとめることが考えられるが、道徳科

において同様の手法で行えば価値の押しつけに陥る可能性がある。児童生徒が主体的に道徳的価値を

把握し定着できるような発問にしていくことが求められる。 

（2）発問の種類 

 解説編においては、発問についての種類が明記されているわけではない。だが、市販されている道徳

関係の書籍や実際に指導に当たっている教師から発問の種類を見聞する。具体的には、基本発問、中心

発問、補助発問、問い返しの発問、切り返しの発問、揺さぶりの発問、重層的な発問等である。これら

の各種の発問は授業研究会の折などに頻繁に使用されている言葉である。ここで、今一度、これらの発

問の内容について検討してみることにする。 

①基本発問  

基本発問について和井内は「教材の内容をもとに話し合うために構成された三～四つほどの発問を

示します。」
（13）

と述べ、木下は「授業展開の骨子となる発問であり、学習指導過程の各段階に設定され

ている問いかけである。」
（14）

と説明している。このことから、基本発問とは、道徳科の授業を展開して

いく際、教材やねらいとの関りで導入、展開、終末の段階において事前に準備した問いといえる。 

②中心発問  

中心発問について、和井内は「基本の発問の中でも、ねらいとする価値に迫るための重要な発問を中

心発問（主発問）と言います。」
（15）

、木下は「ねらいに迫るための決め手となる道徳的価値に向かう問

いかけである。」
（16）

と説明している。このように、中心発問は授業の核になる問いであり、その問いを

発することで本時のねらいに到達できることをねらった問いと言えるであろう。発問の種類も多々あ

るが、その中で最も大切な問いである。 

③補助発問  

和井内は「主な発問に対して、子どもの発言内容や状況に応じて投げかける発問が補助発問です。」

（17）
木下は「中心発問に向かうための補助的な問いかけである。」

（18）
和井内や木下の考え方を基にして

考えていくと、補助発問は一時間の授業中で骨子となる発問ではなく、児童生徒の反応から教師の適

切な判断によりねらいに近づけていくための発問と考えられる。この補助発問は、基本発問や中心発

問に対して児童生徒の反応を予想したうえで、ねらいに迫っていくために事前に準備しておくことが

考えられるし、教師がその場で臨機応変な判断により即興的に問いかけていくことも考えられる。 

④問い返しの発問 

 教師が発問をして、その問いについて児童生徒が自らの考えを発言する。この発言内容に対して、教

師がさらに問いかけをすることが問い返しの発問である。例えば、教師が主人公の言動について問う

たとする。すると、その問いに対しての反応が「主人公の取った行動は正しかったと思う。」と自分の

判断を表明したとしよう。すると、当然のことながらその判断根拠を確認したいので、「その判断理由
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を教えてください。」のように問いかける発問が問い返しの発問ということになる。 

⑤切り返しの発問 

 この発問は④問い返しの発問と同様と捉えてよいであろう。ただ、言葉の問題として、切り返しの

「切る」という言葉が不適切用語と受け取られかねないので、この用語はあまり使用されなくなった

感がある。これまでは切り返しの発問を用いてきたが、最近はこの文言の代わりに問い返しの発問の

表現を使用する傾向があるように思われる。 

⑥揺さぶりの発問 

 揺さぶるとは、相手を大いに動揺させることである。ゆさぶりの発問とは児童生徒の思考や認識に

疑問を示したり混乱させたりすることであり、その発問の意図はより確かな見方へと導くことをねら

っているのである。具体例をあげれば、発問に対する児童生徒の発言に対して「本当にその考え方は正

しいのですか？（その考え方でよいのですか？）」「別の方法はないのでしょうか？」のような問いが考

えられる。 

⑦重層的な発問 

 この発問は、問い返しの発問や切り返しの発問と似ているが、それらの発問が児童生徒の反応に対

して一回程度の聞き返しなのに対して、まさに、畳み掛けるように児童生徒の反応に「なぜ？」「それ

はどうして？」と重ねて問いかけをしていく発問である。特に、道徳的価値の理解や本質的なことを問

う場合には、児童生徒の考えを明確にさせていくことができるので有効な問いかけ方法だと考える。 

以上の発問の中で④～⑦の発問に関しては、児童生徒の発言を受けてから教師が問いかけをしてい

るので、広い意味での補助発問として捉えることもできる。 

４ 永田繁雄に見る発問研究 

 発問に関して検討していく際に永田繁雄の研究が大いに参考になるであろう。永田は、これまでの

発問が資料中の登場人物への共感を中心とした心情主義に偏っていることを指摘し、この課題解決の

ために場面発問、テーマ発問を提起している。また、発問について大きさと質の視点から分析している

ことも発問の分類整理の観点から注目に値する。 

月刊誌『道徳教育』に初めて場面発問とテーマ発問の文言がみられるのは 2011年 4月号においてで

ある。その中で場面発問とは「資料中のある人物に即して、そこでの登場人物の心情や判断、行為の理

由などを問うたり、気付きを明らかにしたりするための発問である。」
（19）

、テーマ発問とは「資料の主

題やテーマそのものにかかわって、それを掘り下げたり、追求したりする発問である。」
（20）

と説明して

いる。このような視点からの発問の工夫により心情主義に陥りがちだった発問の改善を図ることを提

案している。ただ、この場面発問とテーマ発問は二項対立するものではなく、それぞれの特質を生かし

つつ発問構成をしていくことが大切だと述べている。 

また、発問の大きさの視点から下図
（21）

のように発問を四つに区分し、それぞれを効果的に生かすこ

との必要性を述べている。これらの四区分を場面発問、テーマ発問の点から捉えるならば、場面を問う

は場面発問であり、人物を問う、教材を問う、価値を問うはテーマ発問といえよう。 
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そして、発問の質の視点から発問を、発問の立ち位置という表現をつかい分析し、Ａ共感的発問、

Ｂ分析的発問、Ｃ投影的発問、Ｄ批判的発問の四つに区分している
（22）

。各発問の具体についてはＡ共

感的発問・・・主人公の気持ちや考えに共感し、それを想像する、Ｂ分析的発問・・・主人公の考え方

やお話の意味を考え、そこから学ぶ、Ｃ投影的発問・・・主人公に自分を置き換え自分のこととして考

え判断する、Ｄ批判的発問・・・主人公の考え方や行為に対して自分の考えをもつ、と説明している。 

 各授業における発問は、教材の内容と場面発問やテーマ発問、発問の大きさ、発問の質の視点から組

み合わされて具体化されていくことになる。これらの永田の研究は発問の在り方に大きな示唆を与え、

発問を構成していく際の手掛かりとなるであろう。 

５ 発問設定についての提案 

 道徳科では、教材を活用することにより児童生徒がねらいとする道徳的価値を主体的に把握できる

ようにすることが求められる。このことを実現していくためには、ねらいを達成するために教材との

関わりの中で適切な発問を設定していかなければならない。すでに述べたように、発問の良し悪しで

授業の成否は大きく変わる。発問の設定については永田繁雄の研究が参考となるが、本節では筆者の

有効だと思われる発問設定の考え方を示す。 

（1）教材中の主人公の道徳的変化から中心発問を設定する
（23） 

 教材中の主人公の道徳的変化の場面に着目して、この場面を中心発問として設定する方法が考えら

れる。この方法はすべての教材についてあてはまるわけではないが、主人公が登場する物語風の教材

では有効な方法であると思われる。一般的に、教材中には主人公の道徳的変化が生じる場面があるは

ずである。逆に言えば、この道徳的変化がなければ道徳科の教材としては相応しくない。主人公の道徳

的変化に焦点をあて、ここを問えばよい。具体例として小学校道徳科の教科書のすべてにおいて掲載

されている「ブラッドレーのせい求書（おかあさんのせい求書）」や中学校で扱っている「二通の手紙」

を用いて説明する。ブラッドレーの請求書では、ブラッドレーがお母さんの請求書を見て目に一杯涙

をためた、こここそがブラッドレーの心に道徳的変化が生じた場面である。この部分を捉えて「ブラッ

ドレーは何に気がついたのだろう？」と問えば、ねらいとする家族愛に気がつくはずである。二通の手

紙では、元さんの心に道徳的変化が生じたのは二通の手紙を見つめていた場面である。この部分の元
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   教材を問う・・教材のもつ意味を問い、教材についての意見をもたせる 

 

 

人物を問う・・教材中の登場人物の生き方や行為の在り方などを問う 

場面を問う・・教材中の人物の気持ちや行為の理由などを問う 
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さんの発言に着目し「「この年になって、初めて考えさせられることばかりです。」と言っているけれ

ど、この年になって初めて気がついたこととは何だろう？」と問えば、法は自分たちの安全や生活を守

っていくために必要だという回答が得られるであろう。このような方法により授業の核となる中心発

問が設定できる。そのうえで、基本発問を考えていけばよい。 

（2）道徳科の目標から発問を設定する  

 道徳科の目標は道徳性の育成にあり、児童生徒の道徳性を育んでいくことを最終的なねらいとして

いる。この道徳性育成のために、道徳科の目標が明示され、その道筋が示されている。だとすれば、道

徳科の目標を指導の流れの中で反映させていくことは妥当性があることといえる。つまり、道徳科の

目標である「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，①道徳的諸価値についての理解を

基に，②自己を見つめ，③物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え，④自己（人間として）の生

き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。」（丸数

字は筆者）の①～④を教材の内容との関りで発問を設定していけばよいのである。このことについて

具体的に説明するために、全ての小学校道徳教科書に掲載されている「雨のバスの停留所で」を例に取

り、中心発問や基本発問の中に①～④を反映させた発問を配置した略案を以下に示す。波線部の発問

は①～④を反映させた問いである。 

段階 ・は発問  ①～④を反映させた発問と【基本発問】や【中心発問】 

導入 ・どうして決まりを守るのか？（・なぜ、決まりはあるのか）〈①道徳的諸価値の理解〉 

展開 ・バスへ駆け寄るときよし子さんはどんな気持ちだったか。【基本発問】 

・並んでいた人達（ORお母さん）はよし子さんのことをどのように思っただろう。 

〈③多面的・多角的〉 

・お母さんに引き戻されたときどんなことを考えたのだろう【基本発問】 

・自分がしたことを考え始めたよし子さんはどんなことに気がついたのか？【中心発問】 

（中心発問については５（1）に基づき設定した。） 

・これまで決まりを守ってきただろうか（②自己をみつめる） 

・なぜ、社会にきまりは必要なのか？〈③多面的・多角的 OR②道徳的諸価値の理解〉 

終末 ・今日の授業で考えたこと、学んだことは何か（OR・決まりについて新しく考えたこと、気

がついたことは何か）〈④自己の生き方〉 

 ここで示した①～④の発問については、これまでの発問との内容的な差異はさほどないかもしれな

いが、道徳科の目標を意識して発問を設定することが重要なのである。 

（3）道徳科の評価の視点から発問を設定する 

指導と評価の一体化の必要性が求められている中で、評価の視点から発問を設定していくことが考

えられる。このことは、いわば逆向きの発想であり、入り口としての発問から考えるのではなく、出口

としての評価から発問を設定していく方法である。解説編には「評価にあたっては、（中略）一面的な

見方から多面的・多角的な見方へと展開しているか、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で
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深めているかといった点を重視することが重要である。」
（24）

と述べられ、評価に関しては特に多面的・

多角的に考えることと道徳的価値を自分のこととして捉えることを重視していることが分かる。この

二点の評価内容を生かし逆向きに発問を考案していくのである。多面的・多角的に考えることについ

ては押谷由夫
（25）

の対称軸、時間軸、条件軸、本質軸の考え方が参考になるであろう。また、自分事と

して捉えることは道徳科で学んだ道徳的価値を自分の生活の中に生かしていくことだと考える。多面

的・多角的に考えることや自分のこととして捉えることは上述の「（2）道徳科の目標から設問を設定す

る」の発問と重複する部分もあるが、この二つの視点から発問を設定していくことは意味あることで

あろう。 

６ まとめと今後の課題 

 本稿では、道徳科におけるねらいを達成していくためには発問が重要であり発問の果たす役割が大

きいことを述べてきた。また、各種の発問の解説や永田繁雄の発問研究について述べ、具体的な発問の

設定についても言及してきた。 

道徳の時間時代にはタブーであった問いが道徳科になり推奨されてきている。このような全く正反

対の見解をどのように捉えたらよいのであろうか。当然のことながら、道徳の時間も道徳科も、一時間

のねらいとする道徳的価値を児童生徒が主体的に把握することを目指している。つまり、最終的な到

達地点は同じである。では、何故見解の違いが生じたかと言えば、その到達地点までの方法論を絶対視

しているからである。このことを比喩的に、ねらいの達成と発問の関係を登頂と登山道との関係で捉

えてみることにする。仮に、登頂がねらいの達成だとしよう。登頂の目的は山の頂上に立つことである

が、その頂上までの登山道は一筋ではなく種々の登山道があるはずである。目的は、どの登山道を登っ

ていくかということではなく、山の頂に立つことである。このことは道徳科における指導でも全く同

様であり、目指すものはねらいの達成であり、その道すがらは一様ではない。いろいろな登山道、つま

り、いろいろな指導法があり、いろいろな発問があってよい。ねらいの達成という頂上を極めるために

は、いろいろな発問があってよいはずである。要は、ねらいの達成に視点が注がれるべきで方法論を最

終目標としてはならず、絶対視するべきではない。ねらい達成の成否や達成度についてこそ論ずるべ

きである。 

今後の課題としては、教師が有効だと考えた発問でも児童生徒の実態や教材との関係で本当にその

発問が効果的だったのかを検証していくことが必要であろう。発問に関して評価をしながらねらいに

迫るための発問を検討していくことである。発問はねらいを達成していくためのものであり、道徳性

の育成に資するものでなければならない。 
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論する道徳をつくる新発問パターン大全集』明治図書 2019年 p3 

（22）明治図書『道徳教育』 2014年 7月号 p71   

（23）富岡栄は自著『道徳科授業づくりと評価の 20講義』明治図書 2018年（p44）の中で、主人公の道徳的
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「特別の教科 道徳」（道徳科）が 2018 年度より小学校で、そして、中学校においても今年度より

全面実施となった。名実ともに道徳科の新時代を迎えたといえる。 

道徳の時間から道徳科になったことで大きく変わったことは教科書の使用義務と評価である。これ

まで道徳の時間においては文部科学省発行の道徳関連の刊行物や各教育委員会作成の道徳資料あるい

は市販の副読本等を使用してきた実績がある。したがって、道徳科に移行しても読み物教材を用いた

指導においてはさほどの抵抗感はない。ただ、それまでの資料の活用に関しては自由度があったこと

に対して教科書は使用義務のある主たる教材であるため、この点においてはこれまでとの差異があり

困惑感が生じている。 

そして、なによりも評価に関する戸惑いが大きい。これまでも学習指導要領やその解説で評価の必

要性や重要性は述べられていたが、実質的にその実践は皆無に等しかったため、道徳の教科化の方向

性が示された時点で不安の声が上がっていた。それだけに、実際に指導にあたり評価を行わなければ

ならない教師にとって否が応でも評価に対する関心が増していった。このような状況の中で昨年度全

面実施となった小学校においては評価に関する意識が高かった。しかし、評価の意義や在り方につい

ての理解が十分に浸透しておらず、指導要録や通知表に記載するための評価文に意識が向かう傾向が

見受けられた。評価文を書くための評価であってはならないはずであり、本来の評価のあり方につい

て今一度見つめ直す必要がある。 

 

学習指導要領での評価に関する説明は「学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指

導に生かすよう努める必要がある。ただし、数値などによる評価は行わないものとする。」と示されて

いる。このことから、学習状況や道徳性に係る成長の様子を評価していくことが分かる。そして、評価

をその後の指導に生かしていくことが求められている。つまり、この一文は評価だけで終わらせない

で、その後の指導に生かしていくことが重要であることを指摘している。 

評価は評価自体単独で存在するものではなく、評価は授業におけるねらいや指導との関りで捉えら

れるものである。まず、学習指導要領や解説編で示されている通り、各校の地域や児童生徒の実態等を

考慮した道徳教育の全体計画や年間指導計画を作成しなければならない。そして、これをもとに実践

し、評価し、さらに、改善を図っていくことが望まれる。つまり、ＰＤＣＡサイクルを機能させていく

ことが大切なはずである。このことを連関的に行うことにより、道徳教育が円滑に機能し、その要の時

間でもある道徳科の授業の質が高まっていくわけである。指導と評価の一体化を図る意図はここにあ

る。評価はあくまでも指導との関係で捉えて、授業改善に資するものにしていかなければならない。 
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本神奈川支部では、一昨年度、『「主体的・対話的で深い学び」を目指した道徳科の授業展開と評価』

のテーマのもとに一年間の研究を行ってきた。さらに、昨年度はその研究の成果を踏まえて、『道徳科

の新時代に向けて～「主体的・対話的で深い学び」を生かした道徳科の授業展開と評価～』の研究を積

み重ねてきた。これまでの研究の実績を基に、さらに評価研究を進めるべく、本支部の研究テーマとし

て「道徳科の指導と評価の一体化を目指して」を設定した。 

 

 

                     平成２５年４月２７日制定 

                             平成２６年４月１日改正 

平成２７年１２月２３日改正 

第１章 名称及び事務局 

第 1条 本会は日本道徳教育学会神奈川支部と称する。 

第 2条 本会の事務局は國學院大學人間開発学部田沼研究室内に置く。 

第２章 目的及び事業                                                     

第 3条 本会は道徳教育に関する研究を通じて、その充実・発展に寄与することを目的とする。 

第 4条 本会は前条の目的を達成するため、必要に応じて次のような事業を企画していく。          

1．道徳教育の諸課題解決に向けた研究事業 

2．会員等を対象とした研修会、公開講座、シンポジウム等の開催 

3．本会に関係する学会等への参加や協力 

４．その他本会の目的達成に寄与する諸事業 

第３章 会員                                                  

第 5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、参加の意思を有する者とする。 

第 6条 会員になろうとする者はその旨を事務局に登録し、年会費 2千円を納めなければならな

い。また、法人として会員になる場合、年会費 4千円を納めなければならない。 

第 7条 会員は、第 4条に定める事業に参加することができるが、その際の参加費は免除される。

また、法人登録をした団体に所属する者も同様とする。 

第 8条 退会しようとする会員は、理由を付して事務局に申し出なければならない。 

第 9条 会員として本会の名誉を傷つけた場合もしくは会費未納の場合はその会員資格を失う。 



- 78 - 

第 4章 組織及び役員                                             

第 10条 本会には次の役員を置く。                                     

1．会員の互選によって支部長を 1名おき、任期は２年として再任は妨げない。 

2．支部長の下に役員として副支部長、理事、事務局長、事務局次長、会計を若干名おくものとす

る。 

3．上記役員は支部会員から推された理事の互選によって選出し、総会の議を経て決定する。 

4．本支部には会計監査をおき、支部総会にて監査報告を求めるものとする。                 

第 11条 役員の任務は次のとおりとする。                                        

1．支部長は本会を統括し、必要に応じて支部総会を招集する。 

2．副支部長、理事、事務局長、事務局次長は本会の企画、運営をつかさどる。                

3．理事は研究推進委員会、企画委員会、広報委員会のいずれかに所属して会の運営にあたる。 

4．事務局会計は本会の会計をつかさどる。 

5．会計監査は会計の監査にあたる。                                          

第 12条 役員、会計監査の選出は支部会員の中から行い、総会で承認を受けることを原則とし、

任期は２年として再任は妨げない。                                                  

第 13条 本会役員に欠員が生じた場合は、会員の中から支部長が指名できる。 

第５章 会計                                                  

第 14条 本会の会計は会費、支部活動一般参加費、その他の収入をもって充てる。                    

第 15条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

第 6章 会則の変更                                              

第 16条 会則の変更は、支部総会の議を経なければならない。                    

付則                                                       

１．本支部会則は平成 25年 4月 27日からこれを施行する。 

２．本会則は平成 26年 4月 1日からこれを施行する。 

３．本会則は平成 28年 4月 1日からこれを施行する。 
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令和元（2019）年１２月２１日制定 

 

１. 倫理綱領制定の趣旨 

日本道徳教育学会神奈川支部会員は道徳教育研究領域において学術の価値を尊重し、学問の事実

に対する誠実な態度を堅持し、それらの研究著作に対してその尊厳に対する敬意を払うと共に真理

の探究者として研究に関する不正行為防止に努め、学術研究発展のために広く社会的利益に貢献す

るために、この倫理規程を定めるものとする。 

 

２. 倫理綱領指針 

① 科学的事実に対する謙虚さをもち、如何なる不正も排除する妥当な方法を選択して研究する。 

② 他者の研究成果を活用する場合はその名誉や知的財産権を尊重し、誠実に対応する。 

③ 収集したデータの捏造、改ざん、盗用等の不正防止には万全の注意を払って対応する。 

④ 研究に係る経費等の管理は、法令や学会及び社会的ルールに則って真摯に対処する。 

⑤ 研究に関わる被験者ないし情報提供者の人権に十分配慮し、研究目的や手続きおよび研究成

果公表の方法等について十分に説明し、文書または口頭で了解を得るよう対処する。 

⑥ 収集した研究データ等の取扱いに際しては被験者のプライバシーに考慮し、同意を得た研究

目的以外に使用しないようにする。 

 

３. 研究成果を公表するにあたっての倫理要綱指針 

① 研究成果の公表には科学的根拠に基づくと共に、虚偽や剽窃（自己剽窃も含む）等のなきよ

う配慮する。 

② 研究成果の公表に際しては、その裏付けとなる参考文献や資料等の出典を明記する。 

③ 研究成果を取りまとめた論文等は、二重投稿とならないよう十分に配慮する。 

④ 共同研究の主宰者は、その研究に参加した者の権利について尊重する。 

⑤ 被験者（授業対象者等）の個人情報に係る事項については秘密を厳守し、いかなる場合もプ

ライバシーを尊重する。 

⑥ 公表された研究成果が利害関係者に与える影響等については十分に考慮するとともに、誤解

や混乱を招くことがなきよう十分に配慮する。 

 

４. 研究倫理の遵守と研究による社会貢献 

本会員は社会通念や国内外関連諸法、さらには人権に対する配慮等への自己研鑽に努めながらこ

こに定める研究倫理を遵守し、進んで研究による社会貢貢献活動の実現を目指すものとする。 
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附則 

１. この倫理綱領の制定及び改訂は、支部総会の決議によるものとする。 

２. この倫理綱領は、令和元（2019）年１２月２１日に制定し、同日から施行する。 

                                      （以上） 

 

 

 

平成 25年 4月 27日制定 

平成 28年２月 27日改定 

 

１．『道標』は、日本道徳教育学会神奈川支部の機関誌であり、原則として年 1回発行される。 

２．本誌は、日本道徳教育学会神奈川支部会員による研究論文、実践研究論文及び研究・実践ノー

ト、会員の研究・教育活動、その他会則第 2章に定める事業に関する記事を編集・掲載する。 

３．本誌に投稿しようとする会員は、所定の投稿要領に従い、編集委員会宛に原稿を送付すること。 

４．研究論文及び実践研究論文の掲載については、編集委員の査読・審査に基づき、編集委員会の審

議を経て決定する。 

５．掲載予定の原稿について、編集委員会は執筆者との協議を通じ、一部内容や字句等の修正を求め

ることがある。 

６．編集委員会は特定の個人または団体に対して原稿の依頼を行うことができる。 

７．投稿原稿は原則として未発表のものに限る。但し口頭発表及びその配布資料はこの限りではな

い。 

８．投稿原稿の種別は下記の７種別とし、会員が投稿原稿送付時に種別を申告するものとする。 

  但し、（１）研究論文（２）実践研究論文については、査読・審査対象とする。 

 （１）研究論文（道徳教育に関する研究） 

 （２）実践研究論文（会員個人及び勤務校での道徳教育に関する実践の研究） 

 （３）研究・実践ノート(道徳教育に関する調査・情報・実践を紹介したもの) 

 （４）資料紹介（道徳教育に関する資料を紹介したもの） 

 （５）道徳雑感（道徳についての思いや考え方を述べたもの） 

 （６）図書紹介（新刊書を中心とする教育的価値のある著作及び道徳の資料として活用できるもの

の紹介） 

９．投稿原稿は、研究論文・実践研究論文及び研究・実践ノートについてはＢ５版横組み仕上がり 8

頁以内（43字×34行、初頁の題名・氏名分６行も含む）とする。 
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  それ以外の種別については仕上がり 2頁以内（仕上がり体裁は、上記に準ずる）とする。 

   注・図表等も含めて指定字数に収めること。 

10．書式について 

 （１）使用言語は原則として日本語とする。 

 （２）上記以外の言語を使用する場合は、事前に編集委員会に申し出ること。 

 （３）投稿原稿は横書きとする。 

 （４）章節の見出し番号は原則として、 

    横書き原稿ではアラビア数字で 

    章：１．２．３．・・・ 節：（１）（２）（３）・・・とすること。 

 （５）注は全て本文の末尾に一括して記載すること。 

  （６）日本道徳教育学会神奈川支部ホームページにリンクしてあるワードファイルを使用するこ

と。 

  （ホームページアドレス http://www.doutokukanagawa.com/） 

11．図版・表などの特殊な印刷について 

 図版・表等は、そのまま版下として使用できる鮮明なものを添付し、記載希望の寸法を記入する

こと。また、図版等の特定の費用を要する場合、執筆者にその費用の負担を求めることがある。 

12．執筆者による校正は、原則として 2校までとする。その際、大幅な修正は認めない。 

13．投稿原稿及び添付データ図版は、Word等によるデジタル形式で提出するものとする。 

14．投稿に当たっては、日本道徳教育学会神奈川支部のホームページにある投稿フォームを利用する

こと。 

（投稿フォームアドレス http://www.doutokukanagawa.com/clipmail/kiyonyukou.html） 

15. 本誌に掲載された論文等の著作権は、日本道徳教育学会神奈川支部に帰属するものとする。 

16．投稿原稿の送付期限は、毎年 11月末日とする。 

 

 


