
Ⅰ 研究主題

問題解決的な学習を生かした授業の効果的指導法について
国語科の説明文学習と～

～総合単元的な手法による道徳学習の指導を通して

Ⅱ 研究の動機と主題設定の理由
私は、平成５、６年度の２か年にわたって、山口大学大学院教育学研究科修

士課程において、現職研修をさせていただく機会を得た。そこでは、教育方法
学、教育心理学、障害児教育学等幅広く「教育学」全般についての「修士課程
カリキュラム」を履修した。また、修士論文研究として、『問題解決』につい

ても研究した。
一言で『問題解決』といっても、その理論研究は幅広い。私は、その中でも

理論的な源流にあたる「アメリカ進歩主義教育」を中心に学ぶことにした。問

題解決の原点を詳細に研究する中で、現在の日本の教育課程編成の柱の一つと
なっている『問題解決的な学習』の善さ、仕組み方の観点等が見えてくると考
えたからである。

さて、大学院での研究は、その性質上、私が日ごろ行っている実践研究と進
め方を異にする。論理の筋道の確かさ、研究の新しさ・創造性等が、特に問題
とされる。そのため、「文献研究」という手法をとらざるを得ず、教室での実

践をふまえた研究となりにくい。結局、私も純粋な文献研究に終始してしまっ
た。
したがって、その理論を実践で確かめたり、実践に役立てたりという具体的

な研究の「発展」は、本年度私に課せられた課題となった。
このような事情から、本年度の個人の研究主題を「問題解決的な学習を生か

した授業の効果的指導法」とした。この場合の「学習」とは「学習理論」とそ

こから抽き出さた「学習方法」両者を指す。このように、大学院で学んだ事柄
の一部分を実践で確かめようと考えたのである。
副主題にあたる「国語科の説明文学習と総合単元的な発想に立つ道徳学習の

指導を通して」を設定したのは、本年度本校が「平成７年度防府市小学校秋季
教育研究大会」の会場校として研究発表をした際に、私が「国語科」の授業実

践を公開したということ、そして、大学院では、『問題解決』について、特に
「道徳」という領域を通して研究したということ、日ごろ「道徳」に特に関心
を持って授業実践しているということによる。

国語科の方を前に持ってきたのは、国語科の実践が（２例のうち前の方の実
践が）道徳の総合単元的取り組みの布石となっている（問題解決の諸側面・段
階からいうならば、１の「問題状況の認識」という側面・段階に当たってい

る）という事情による。本来なら自分のより関心のある道徳の方を先に述べた
かったのであるが、論述の脈絡に沿うことにした。
問題解決的な学習は、本来どの教科においても可能である。歴史的には、特

に「社会科」「理科」で盛んに取り組まれてきた。しかしながら、国語科にお
いても従来「課題解決学習」などと呼ばれる、問題解決の主旨を生かした学習
が展開されてきていたし、道徳の時間においては、近年「総合単元的な」手法

による道徳学習が推進されるようになってきている。このようなことからも、
これら二つの教科・領域においても問題解決の理論の「善さ」を確かめること
ができるのではないかと考えて、主要に研究実践を行った。

なお、総合単元的な道徳学習を進めるにあたって、道徳の時間と国語科の授
業を単元化したということはあっても、この二つの教科・領域を関連づけて詳
しく研究したいという意図は当初からなかった。したがって、問題解決的な学

習理論や学習方法を、それぞれ別々に「国語科」と「道徳の時間」に生かして
実践研究をしたというだけで、双方の詳しい関連については特に言及していな
い。教科間の関連についての研究は、現在の研究にある程度の区切りがついた

後にと考えている。
次回の学習指導要領の改訂においては、現在のような教科の枠組みははずさ

れ、新たな教科が設けられるといわれている。その時の教科編成の主要な観点

の一つに『問題解決』というものがあるともいわれている。そのような意味で
は、『問題解決』を研究するのは、現行の学習指導要領実践の主軸の一つだか
らという意味以上のものがあるのかもしれない。

なお、前者の国語科の実践は、佐波小学校の全校授業及び防府市小学校教育
研究会の提案授業であった関係で、佐波小学校の校長先生をはじめ６年部の先
生方（三時貴久子、谷村芳宏、椎木正各教諭）また、防府教育事務所上田保明

指導主事先生のご指導をいただいている。ただし、それは、本校の研究テーマ
に対しての事柄に限られており、今回提起する「問題解決的な学習」に関する
事柄については、いっさい関係はない。あくまでも文責は私個人にある。換言

すれば、国語科の場合は、本校の研修に沿って公開した私の授業を、公開した
あとから「問題解決」という側面から再解釈したものといってもよい。



道徳については、９月に本校が、防府教育事務所、防府市教育委員会の合同
訪問を受けたときに実施していたものを整理、考察したものである。

Ⅲ 研究の目的

問題解決的な学習の（理論や方法を授業に具体化するために必要な）観

点を指摘し、その観点を授業に効果的に生かすにはどのような方法をとれ
ばよいかについて、特に「単元構成や各単位時間の指導過程の工夫及び支
援の具体的なあり方」を中心にして、効果的な指導方法を明らかにする。

を目的とする。
研究主題にある「効果的な指導法」とは、問題解決的な学習の観点を授業の

レベルにおろしたものであり、その具体的方法を子供を支援するという立場か
ら構想したいと考えた。

（１）国語科において

問題解決的な学習の観点を国語科の説明文学習に具体化したものを指摘

し、その観点を授業に効果的に生かすにはどのような指導や支援をすれば
よいかについて明らかにする。

を目的とする。同様に
（２）道徳の時間において

問題解決的な学習の観点を、総合単元的な手法による道徳学習に具体
化したものを指摘し、その観点を授業に効果的に生かすにはどのような指
導や支援をすればよいかについて明らかにする。

を目的とする。

説明文の学習 道徳の時間

個人個人の疑問を生かして設定した 「道徳の時間」に総合単元的な手

課題を、みんなで解決するという手 法や課題解決的な手法を生かした

法を生かした授業を仕組む。 授業を仕組む。

プラス プラス

＊問題解決的な学習の観点＊

在り方の研究支援

指導

子供の の成立主体的な学び

（論述展開の脈絡）Ⅳ 研究の方法
研究の目的で述べた事柄の中で、次の点をあらかじめ明らかにしておかなけ

ればならない。それは

◎「問題解決的な学習の（理論や方法を授業に具体化するために必要な）
観点」とは、どのようなことを指すのか。

ということである。
しかも、

（１）そもそも「問題解決的な学習」とはどのような学習なのか。
（２）国語科と道徳の時間の授業に生かす「問題解決的な学習の具体

的観点」とは何か。

が明らかにされなければならない。

これらのことから、以下の論述を次のように進めたいと考える

１ 問題解決な学習の理論と新しい学力観
ここでは、問題解決的な学習の理論について、ごく簡略に

（１）問題解決な学習の持つ特徴とは何か。



（２）新しい学力観における問題解決的な学習において重要なことは何か

の２項を設けて説明する。

（１）において、問題解決的な学習の典型的な理論としてJhon-Dewyをと
り上げ、特徴的な観点を３点挙げて概説する。

（２）では、（１）で押さえた特徴的なことがらの中から、現行の学力観
との関連で特に重視しなければならないと思われることを、私なり
に指摘したい。（１）と（２）の指摘を合わせて、後の授業実践に

具体化していくこととなる。

２ 国語科における問題解決的な学習の実践
ここでは、「１ 問題解決的な学習の理論と新しい学力観」の（１）（２）

の中で指摘した「問題解決的な学習の持つべき特徴的な観点、及び現行の学力

観との関連で重視しなければならないこと」を、特に「国語科の説明文」学習
にどのように生かすのかということについて

（１）説明文学習に生かす「問題解決的な学習の具体的観点」
（２）その観点を生かした実践事例 二つ
（３）実践の考察

の３項を設けて論述する。

（１）は、１の（１）（２）で指摘したことを、国語科に具体化したもの
である。

（２）では、６学年の説明文教材の中から１学期の「太陽のめぐみ・オゾ

ンがこわれる」と２学期の教材「長屋王木簡の発見」の２単元を取
り上げる。

（３）では、その双方の授業について「問題解決的な学習の観点」に着目

しながら、指導の効果について省考察する。

３ 道徳の時間における問題解決的な学習の実践
ここでは、２と同様に、問題解決的な学習を生かした道徳学習について、

（１）デューイの道徳教育論の持つ特徴
（２）総合単元的な手法による道徳学習に生かす「問題解決的な学習の具

体的観点」
（３）その観点を生かした実践事例
（４）実践の考察

の４項を設けて論を進める。

（１）では、後の具体的観点に生かせるように、デューイの道徳教育論に
ついて考察し、特徴的な点を５点指摘する。
国語科と違うのはこの項目が入っていることである。

（２）は、１の（１）（２）の観点を道徳学習の授業構想に生かせるよう
に、具体化たものである。その際、前項のデューイの「道徳教育」
に関する直接的な「示唆」も合わせて具体化していきたい。

（３）は、郷土の詩人で近年特に有名となった「金子みす 」ゞと防府市の
郷土の医学者「光田健輔」を取り上げ「生命尊重」をテーマに、国
語科と学級創意との関連も図りながら、総合単元的に取り扱う。

４ 研究の成果と今後の課題

国語科と道徳の時間において実践研究してきた「問題解決的な学習」の
成果と今後の課題について簡潔に考察したい。

なお、今回の研究物の論述の仕方については、次のことを考慮に入れて行い

たい。

（１）論の柱は、「問題解決的な学習」ということのみに絞ること。

国語科の授業実践は、本校の研究課題に沿って構成されたものである関係上、
研究の視点として、具体的な授業構成の観点が４点示されている。（４点とは、
１ 意欲づくり・意欲づけの工夫、２ 学習の場づくりの工夫、３ 評価と支

援の工夫、４ 指導内容の重点化と教材の精選の工夫である）このことにも触
れなければ、実際の授業の効果は考察できないのであるが、その点にまで言及



していると、小論全体のまとまりを欠く。（本校の研究課題と本研究授業の関
係については、佐波小学校の共同研究物「子供の姿が見える授業を求めて」を
参照いただきたい。）したがって、問題解決ということに関する限りにおいて、

本校の研究内容についても触れるが、それ以外はあえて言及しないことにした。
同様に、総合単元的な手法による道徳学習の実践においても、単元設定に際

して、「郷土の偉人を取り上げたこと」や、そのために「自作教材」を用いた

ことなども重要な観点であったが、それには触れない。

（２）できるだけ簡潔な論述にすること

書き手にも、読み手にもわかりやすい論述を心がけるためにできるだけ簡潔
な述べ方に配慮したい。したがって、必要以上に詳しい記述になったり、反対
に簡潔に述べようとして論理が飛躍したりしないようにするために、必要最小

限の事柄を「本文」に記述し、その根拠となる考え等については、論文末に
「注」や「参照」「付録」として載せたいと考えている。ただし、文脈が複線
形になっているので、要所要所では、くどいようであるが、要点をまとめた枠

を入れるなどして、論述の筋道が確認できるようにしたい。

（３）理論ー実践のつながりを重視したこと

実践は非常に力を入れて行ったつもりであるが、その実践がどのように仕組
まれたのかという方面、理論と実践の結びつきを重視した。したがって、実践
の考察はそのつながりからのみ行った。

１ 問題解決的な学習理論と
新しい学力観

（１）問題解決的な学習の持つ特徴とは何か
はじめに断っておかなければならないのは、「問題解決的な」という用語の

使用法の問題である。本来「問題解決」と「問題解決的な」とは、違った意味
で用いられるべきなのであろう。しかし、現在その差異に付いて明確な考えを

持ち得ていないので、この論文では両者をほぼ同じ意味にとらえ、学習指導要
領に使用されている「問題解決的な」という用語を代表して使用する

問題解決的な学習理論を用いた教育方法、授業論が再び注目を浴び、実践さ
れている。この理論的背景となったのは、ジョン・デューイ（Jhon Dewey）の
経験的教育思想、ことに「反省的思考」と呼ばれる概念である。そこで、ここ

では問題解決的な学習理論の典型として、彼の論述を取り上げ概説する。
デューイに代表されるアメリカ実験主義教育において、「問題解決」とは、

「教育的経験」とほぼ同義である。したがって「問題解決的な学習をする」と

は、「教育的経験をする」ということなのである。（厳密には、後者が前者を
包含している。しかし、卑近な教室での実践においては、同義と考えておいて
差し支えないと考える。）

彼の問題解決の理論の中で特に重要だと考えられる事柄を３点指摘して「問
題解決的な学習の理論」を概観したい。それは、

①教育とは、経験の改造または再組織であること
②「反省的思考」（reflektive thinking）を重視していること
③単なる活動、経験と「教育的経験」を分けて考えていること

①問う力を育てること
（①ー１）自分に問うことの善さを感じさせること

（①ー２）ともに問い合える学習集団づくりをすること
②表現力を育てること

である。具体的に説明する。

①教育とは、経験の改造または再組織であること
教育を「経験の意味を増し、その後の経験の進路を導く能力を高めるところ

の経験の改造または再組織」*1として規定していることは有名である。この

「経験の意味を増す」とは、「活動（もしくは経験）の結果をよりよく予測す
ることができるようになる」ことも指している。（詳しい論述は、付録「教育
的経験と反省的思考」を参照）③の「反省的思考の５つの側面」でも述べるが、

問題解決という場合「仮説」（すなわち結果の予測）をより確かに立てること
が重要になる。「より確かに」とは、結果として間違いがなかったということ
ではなく、その段階において最も合理的な判断を下すことである。またその結

果を後の経験によりよく生かすことを指す。したがって、その前提には、子供
がその活動の意味（どうしてその活動をするのか）を知ることのできるような



配慮が必要なのである。活動のめあて・目標・理由を知っていることが「結果
予測」の大前提だからである。

②「反省的思考」（reflektive thinking）を重視していること
そもそも教育的経験は「反省的思考」が中心となっている。教育的経験で反

省的思考の伴わないものはない。

著書『How we think』において、反省的思考には、次のような「５つの側
面」があると指摘している。*2（詳しくは、付録「教育的経験と反省的思考」
を参照）

１ 暗示 suggestion
２ 知性的整理 intellectulization

３ 指導的観念すなわち仮説 guiding idea hypothesis
４ 推理作用 reasoning
５ 仮説の検証 testing the hypothesis

これは問題解決の５つの段階としていろいろなところで引用、参照されてい
るものである。デューイはこの外の著書でも５つの側面について記述してる。

そのどれもが必ずしも同じ記述になっているとはいえないのであるが、それら
を総合し、読み込むと次のように解釈することができた。

１ 問題状況の認識
現に進行中の不完全で未完成な状況の中で、この人が当惑、混乱、疑念
を感じ、その状況を解決すべき問題状況として意識する段階

２ 問題の設定
状況を観察し資料を集め、それらを知性的に整理分析することによって
当面の問題解決への推測的な予想を下し、問題を設定する段階

３ 仮説の設定
慎重な調査によって暗示された結論、すなわち観念の中から、問題解決
のための指導的観念、仮説を立てる段階

４ 仮説の精密化
仮説を精密化するために「推論」をする段階

５ 仮説の検証

具体的な行動によって仮説を検証する段階

これらの諸側面を生かして授業を構成することが、問題解決的な学習を生か
した授業になるのではないかと考えた。。

③単なる活動、経験と「教育的経験」を分けて考えていること
デューイは、この違いを「経験の連続」と「経験の相互作用」に求めている。

経験の「連続」とは、経験が今ある経験から高次の経験へと連続的に再構成さ

れていくことである。「相互作用」とは、能動的に試みることと受動的に被る
こととの主体と環境との相互作用を指す。*3
授業実践のレベルにおろして考えるならば、「経験の連続」は「子供が今ま

での知識なり経験を生かすことのできる場を用意すること」である。また、
「経験の相互作用」は「現在の経験において、子供が能動的に環境に働きかけ、
その結果を主体的に受け取るという場を準備すること」である。

この指摘は授業に当てはめて考えると非常に大きな観点（いわば当然の配慮
事項）になるので、（２）ー①おいて、新しい学力観の考え方をふまえて、よ
り具体的な観点として提起したい。

（２）新しいの学力観を生かした問題解決的な学習において重要なことは何か。
アメリカ進歩主義教育において提唱された問題解決の理論は、大きな枠組み

としては現在の教育においても有効な理論である。現行の教育課程編成の基礎
となっている「学力観」（新しい学力観）に当てはめてみるならば、どのよう
なことを重視していけばよいのであろうか。

新しい学力観における問題解決的な学習展開の要点を２点指摘したい。この
２点は、問題解決という古くて新しい教育理論をより現代の教育実践に引き寄
せる重要な観点ではないかと考える。

（ア）問う力を育てること
（アー１）自分に問うことの善さを感じさせること

（アー２）ともに問い合える学習集団づくりをすること
（イ）表現力を育てること

（ア）問う力を育てること
前述の問題解決の５つの側面において、初めの２つの段階が「問い」に関す

ることであることからわかるように、問題解決において「問うこと」は非常に

重視されている。しかもこの問いはその人個人の納得いくものでなければなら



ない。もちろん、教師など他人から与えられたものでないほうが望ましいが、
たとえ与えられたものであっても、その問いを「問い続けたい」と真に感じて
いることが必要である。問いのエネルギーが問題解決の活動を推進させると考

えられるからである。
仮説が行動（実験）によって実証されたとしても、そこから新たな疑問が出

てきて、その疑問は次の学習の問いへと発展する。最近オープンエンドの学習

が注目されているが、それも問題解決な学習が連続していくことを指している。
なのである。「問題解決とは問い続けること」

このように考えるならば、問題解決的な学習において、最も重要なのは「問

う力を育てる」ことであろう。問う力を育てることは、そのまま問題解決の力
を育てることだともいえる。
したがって、問題解決的な学習を生かした授業は、授業のねらいをよりよく

達成することに有効であると同時に、問題解決の力・態度、すなわち問い続け
ることを子供に身につけさせるものでなければならない。
また、１で述べた事柄との関連からいうならば、この「問う力を育てる」と

いうことは、１ー（１）ー③の「単なる活動、経験と教育的経験を分けて考え
ていること」に関連して述べた「経験の連続と相互作用」すなわち「子供が今
までの知識なり経験を生かすことのできる場と、子供が能動的に働きかけその

結果を主体的に受け取る場を準備するということ」を問題解決的な学習という
ものに引きつけて具体化したものである。「自分」や「友達」に「問う」とい
う活動は、子供たちの今までの知識や経験を生かし、同時に能動的な働きかけ

を必要とするし、結果を主体的に受け取ることになるからである。１ー（１）
ー③はある意味では、どのような教育的な活動においても子供たちに必要な態
度であることから、それを新しい学力観のもとで具体化した問題解決的な学習

における観点の一つが、この「問う力」なのである。

（ア）ー１ 自分に問うことの善さを感じさせること

問う力を育てるにはいくつかの方策があると考えられる。その中でもまず
「自分に問うことの善さを感じさせること」を挙げたい。
自分がわからないことを自分に尋ねても、わからないままではないかと思わ

れるが、何がわからないのかそのわからなさ加減、反対にわかっていることの
確認等をすることが、解決への第一のボタンとなる。何がわかれば解決できる
のかわかれば、解決は近い。それだけ「自分に問うこと」は、以後の探求、問

題解決的な学習を左右する。したがって、まず、「自分に問う」活動を設定す
ることが必要なのである。

また、「自分に問う」場を設定すると同時に、子供に「問うことの善さ」を
感じさせることが重要なのではないか。まず自分で考え、解決のための方策を
見いだし、そのことによって解決することができた充実感を味わわせることで

ある。たとえ解決できなかったとしても、解決できなかったことが、それから
以後の自分の「問い」に生きてくることがわかったなら、自分に問うことの
「善さ」が実感できるはずである。

（ア）ー２ ともに問い合える学習集団づくりをすること
「ともに問い合える」とは、「ともに解決し合う」と言い換えてもよい。

（「問うこと」の重要性について述べている文脈で、論を展開している関係で
このよう表現をしているにすぎない。）「問うこと」と「解決すること」が似
ているのは前述した。

ともに問い合い、問い返し合うことは、問題解決を推進すると同時に、問題
解決の質を高める。問題解決の質を高めるとは、「問い」の質を高めることで
あり、解決の方策の具体性を実現する。

ともに問い合うことのできる集団は、その前提となる「支持的風土づくり」
など、学級経営の善し悪しにも左右される。しかし、何よりも子供同士がかか
わり合える学習の場をたくさん準備することが必要であろう。関わりの中から、

問い返す場面が出てくるはずである。解決に向けて話し合うことは、問い返し
ながら進むことだと考えられる。
また、「自分に問うことの善さを感じさせること」と同じように「ともに問

い合うことの善さを感じさせること」も大切だと考える。みんなで考え解決し
ていくことは、とても楽しいのだと感じることによって、よりよく問い合える
はずだからである。

このように「自分に問うこと」と「ともに問い合うこと」をうまくつなぐこ
とによって、「問題状況」の中からから設定された「真の問題」を「仮説」を

もとに「検証」していくという「問題解決的な学習」の善さが発揮されると考
える。

（イ）表現力を育てること
新しい学力観において「表現力」の育成が強調されるのは、表現することが、

思考活動や判断の過程、創造の能力等を明らかにするほとんど唯一の手段だか

らである。しかもそれらの活動や能力を総合的に育成したり発揮させたりする
のも表現力だからである。



「問う力」を育てることを「自分」や「集団」で培うことによって問題解決
的な学習を基礎づけるにしても、そこには、必ず表現の活動が伴う。したがっ
て、新しい学力観において強調されていることの中で、問題解決的な学習にお

いて最も重視しなければならないことは、「表現力を育てること」ではないだ
ろうか。
表現力を育てるためには、「特別に訓練する」という側面が必要なことも否

めないが、表現活動を多く授業に取り入れること、また、子供が表現したいと
願う場を積極的に設定することによって、自然に育っていく面を重視したい。
「問い」が真に自分のものでなければならないのと同じように、「表現」も自

分の表現したいという「思い」によって、よりよく育成されると考えるからで
ある。

２ 国語科における
問題解決的な学習の実践

（１）説明文学習に生かす「問題解決的な学習の具体的観点」
１ー（１）と（２）に掲げた問題解決的な学習の観点を次の４点に具体化し

て、授業を構想した。

（Ａ）【問題解決的な学習によって進められる教育の定義（目標）から】

①単元全体の活動目標( )の子供自身による設定・把握めあて
②活動意欲の重視

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）から】

①単元の全体の指導計画と単位時間の指導過程の工夫
②子供の思考の流れの把握～「座席表」

（Ｃ）【問う力を育てること】

（１）【自分に問うことの善さを感じさせることから】
①自分なりの課題を立てること
②「一人学び」の時間の確保し、自分なりの考えを持つこと

③「振り返りカード」を活用して自分の学びを省みること
（２）【ともに問い合える学習集団づくりをすることから】

①グループによる意見の交流
・課題選択後の任意グループによる意見交流
・通常の学習班による意見の交流

・二人組による意見の交流
②全体による意見の交流
③「振り返りカード」による友達の学びの意義づけ

（Ｄ）【表現力を育成することから】
①授業外で

・朝の会、終わりの会で作文を発表すること

・朝の会、終わりの会でスピーチをすること
②授業中で

・自分の思いを的確に表現すること～ ６年のテーマ佐波小

話すこと・・・グループ、全体（前掲）
書くこと・・・環境新聞、生活作文（伝えること）

（Ａ）【問題解決的な学習によって進められる教育の定義から】
①単元全体の「活動目標（めあて）」の子供自身による設定・把握

１ー（１）ー①で問題解決的な学習においては、「子供自身がその活動の意
味（どうしてその活動をするのかという活動の理由・目的）を十分理解させる
配慮が必要だ」と述べた。

「めあて」は目標を子供の側からとらえたものとして使用している。「目
標」は教師の側からの用語である。「ねらい」と記述する場合もある。
このことをふまえて国語科では、単元全体を通した「活動のめあて」を子供

に設定させることが重要であると考えた。算数科や理科などに比べて国語科は、
単元全体を貫く「活動のめあて」が設定しやすい。国語科という教科の性格も
合わせると、この「活動のめあて」は「表現」に関する活動であることが望ま

しいと考えた。
実践１に挙げた「文章の要旨をとらえてー太陽のめぐみ・オゾンがこわれ

る」

においては、「環境新聞」を作成することを、実践２の「寺崎さんに学んで作
文を書こうー長屋王木簡の発見・構成を工夫して」においては、「自分の思い
を的確に表現するような作文（特に作文の推敲）」を書くことを単元全体の

「活動のめあて」にした。



②活動意欲の重視
「環境新聞」を作成することや「よりよい作文」を書くことを最終的な目的

にする場合にも、その目的を達成するためのエネルギーが重要となる。国語の

場合、表現活動をめあてにすることが多いので、表現したいという子供の「願
い」をどのようにかき立てていくのかが大切である。この願いが強ければ強い
ほど、その目標に向けて経験していくいくつかの活動い意欲的に取り組むこと

ができる。
表現したいという子供の願いを強くするには、いくつかの方法がある。実践

１では、環境破壊がかなり深刻なのだということを「教材文との出会い」を工

夫することによって感じとらせ、「そのことを要約して友達に伝えたい」とす
る「願い」を「新聞作成という活動の意欲」にまで高めるようにした。
実践２では、初めに「生活作文」を１度書かせ、その作文が自分の思いを適

切に表現していないので「何とかして表現を工夫したい」という「願い」を持
たせるようにした。そして、「教科書に載っている説明文に書き方を学べば、
自分の作文をよくすることができるのではないか」という思考の流れで意欲化

を図った。

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）から】

①単元全体の指導計画と単位時間の指導過程の工夫
具体的な指導過程と「反省的思考の５つの側面」との関係は、それぞれの指

導案の指導計画の項を参照願うが、大まかな関係としては、次のような指導過

程を取ることにした。（表参照）
５つの側面は、時間の経過にしたがって順序よく展開されなければならない

ものではない。その場の状況によって、適切にフィードバックするなどの工夫

が必要だと考える。したっがって、おおよその目安として諸側面・諸段階を捉
えていくことが重要だと思う。
これらの諸段階どれも重要だが、特に大切だと考えるのは、前述したように

「１ 問題状況の認識」の中の「活動の願い」を強くするための「問題状況の
設定の仕方」である。実践１においては、「道徳の時間」において「環境破
壊」の具体的事実を用いて「自然愛護」の授業を「総合」させた。また、実践

２においては、「作文が好きな理由、嫌いな理由」についてのアンケート調査
を事前に実施して、意識の実態を把握して後の個人個人の意欲づけのための支
援に生かすなどをした。

実践１ 実践２

単元全体の初めの活動１ 問題状況の認識 単

問題状況 元 教材文通読 初めに書いた作文
活動の願い 全 現状を伝えたい うまく伝えたい
活動のめあて 体 環境新聞製作 説明文に学んで推敲

課
題 初発の感想⇒個人課題の設定２ 問題の設定

初発の感想 設 ↓

共通課題の設定学習課題設定 定

各単位時間の初めの活動３ 仮説の設定 各

一人学び 単 （自分に問う場）
位

各単位時間の２番目の活動４ 仮説の精密化 時

グループによる 間 （ともに問い合う場）
意見の交流 に

グループの形態 お 課題選択 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 通常の学習班任意

け
各単位時間の３番目の活動全体による る

意見の交流 問 （ともに問い合う場）

題
各単位時間４番目の活動５ 仮説の検証１ 解

】 決【活動の具体的達成

自分なりに の ３・４の活動の結果を生かして
結果を生かす 諸 記事の下書き 作文の推敲

側

各単位時間の終わりの活動活動を振り返る 面
活動を省みる～「振り返りカード」

単元全体の終わりの活動５’仮説の検証２ 単
元【全体の願いの達成】

活動のまとめ 全 発展記事の取材 作文全体の推敲

活動の完成 体 環境新聞の完成 よりよい作文の
の 完成



願いの達成 検 新聞の掲示・発表 輪読会・発表会
証

願いを振り返る 感想・課題を持つ～「日記」「プリント」等

②子供の思考の流れの把握～「座席表」

反省的思考、問題解決的な学習は、本来子供個人個人によって進展が異なっ
ている。それを一斉学習の善さとかみ合わせるために、「子供の思考の流れ」
を教師がしっかりつかんでおくことが必要である。そのための具体的手だてと

しては、オーソドックスな手段である「座席表」を利用した。
特に、

１ 一人学びで個人個人が何を考えたのか、
２ 学習の成果を活用して具体的にどのような活動（記事の下書き・作文

の推敲）を展開したのか

は、必ず個に即して把握する必要があると考えた。

（Ｃ）（１）【自分に問うことの善さを感じさせることから】
①自分なりの課題を立てること
活動のめあてを達成するために具体的な「学習課題」を設定することが初め

の活動である。
二つの実践では、ともに３つの段階を踏んで学習課題を設定した。
第１は、教材文を通読した後、初発の感想を書く段階である。一般的な方法

である。
第２は、初発の感想をもとに、「個人の課題」を出す段階である。ここで私

なりに工夫したことは、 の事柄を「課題」として出し合わせたこ「半わかり」

とである。後に自分で一人学びするときに、自分が何かしら手がかりのある課
題を出しておく方が、「意欲」がわく。また、学習内容との関係からいうなら
ば、「半わかり」を意識させないで課題を出し合わせると、教材を読み込むん

でも全くわからない「課題」を出してしまうからである。
第３は、個人の課題を出し合い、各単位時間で扱う「共通課題」を設定する

段階である。ここでは、全体の課題の傾向と学習内容としておさえなければな

らない事柄とを関連させながら、主に教師主導で決定していく。この作業が子
供中心に進められるならば、より主体的な学習となり、問題解決的な学習も高

度なものとなるろう。しかしながら指導時間がもう少し確保できたとしても、
現在の私の力量では難しいように感じている。
共通課題を設定してすることにおいて配慮しているのは、次の２点である。

１点目は、教師主導で決めるにしても、子供の課題意識を尊重すること。し
たがって、当初教師が予定していた課題を変えることもある。実践２において
本時案で記載している課題と、実際の授業で掲げた課題とは異なっていた。記

載は、「かけ寄ってきた調査員が『これで決まった』と叫んだのは、なぜだろ
う。」となっているが、実際に授業で取り扱ったのは、「木片を持つ手がふる
え、思わず大きな声を出したのはなぜか。」であった。これは、前者をストレ

ートに課題として提出した子供が一人しかいなかったこと、それに対して、後
者は７から８名の子供が疑問と思っていたことによる。どちらの課題を追究し
ても、概ねこちらのねらいとしていることが達成できるので、子供の課題の方

を選択した。このように、子供の課題を取り上げることが大切だと考えている。
２点目は、決定した共通課題と個人の課題との関係を常に意識させることで

ある。課題一覧表を掲示する場合もその関連がよくわかるように配慮した。ま

た、課題追究をする各単位時間初めには、その時間に扱う共通課題を掲示する
とともに、その課題決定に関連した課題を出した子供の名前もネームカードで
掲示し、起立させたり、自分の課題を再度確認させたりしながら、関連を意識

させた。また、共通課題を解決した後、その課題追究の過程で自分の課題が解
決できたか問うことにした。共通課題をみんなで解決することによって、自分
個人の課題も解決できるよう配慮することで、一人一人の学習に対する意欲的

な取り組みが生まれると考える。個から始まり個に返る学習スタイルこそ問題
解決的な学習の核になると思うからである。

②「一人学び」の時間を確保し、自分なりの考えを持つこと
「一人学び」で行う追究は、主に「共通課題」に対してである。「一人学

び」は、グループや全体での意見の交流のもととなる自分の「思い」の確立を

図る場なので、最も大切な活動となる。
そのためには、時間を十分に確保することが第一である。したがって、でき

れば家庭学習でその子供に応じた取り組みをさせることがよりよい。そのため

に、当初は、授業で、一人学びのやり方を指導して徐々に家庭学習に移行して
いった。また、あらかじめ一人学びの時間をまとめて取るなどの方法を採るこ
ともあった。

③「振り返りカード」を活用して、自分の学びを省みること



「カード」の様式は右のようなも
のである。上の部分が「自分の学
び」を振り返る部分である。１は、

「楽しさ」を問うもので、「楽し
さ」という観点から授業の授業全体
の充実度を振り返る。

２が自分の「一人学び」の状況を
判断する。一人学びで持った考えが
正しかったかどうかも重要な点であ

るが、それよりも自分なりに理由の
ある合理的な意見をもてたかどうか
を問うことにした。そのときどきで

教師から具体的観点を提示すること
もある。例えば、「今日は、自分の
意見が理由を示して書くことができ

たら５にしましょう」や「今日は、
自分の意見が２とおり見つけられて
その理由もかけたら５にしましょ

う」などである。
メモは、わかったこと、まだ疑問に
等を短時間にメモすることにしてい

る。
このカードは、授業の最終場面、もしくは、休み時間に２～３分で書き、提出
することになっている。教師はざっと目を通し、必要なことは座席表に記入す

る。また、ゆとりがある取りは朱書きをいれ、半分に裁断して返却する。上半
分は書いた本人に、下半分は、友達に渡す。
３と下半分については、次項で説明する。

（Ｃ）（２）【ともに問い合える学習集団づくりをすることから】
問題解決的な学習の持つ特徴の３番目として掲げた、「経験の連続と相互作

用」を、「子供の持っている知識、経験を十分に活用することのできる場を準
備すること」「子供が能動的に働きかけ、その結果を主体的に受け取る場を準
備すること」として具体化した。そして新しい学力観を生かして「問い」に注

目した。
「自分に問うこと」に加えて、もう一つ重要だと考えるのは「ともに問い合

える学習集団」をつくり、かかわり合う場を継続して設定することである。

①グループによる意見の交流

まず、グループによる意見の交流の場を積極的に設定した。グループ活動に
入る前には、十分な一人学びによる自分の思いの確立が前提である。
グループの種類は、６学年という段階を考えて二とおり用意した。

まず１番目は、「課題選択後の任意グループ」である。授業で取り上げる課
題が２つ以上あり、そのどちらを追究しても同じ学習内容を習得できる場合と、
どちらとも追究する時間的な余裕がない場合は、複数の課題の中から自分の考

えたい課題を選択することにした。そして、その場で、同じ課題を選択した子
供同士でグループを作り意見を交流する。クラスの人間関係ができていれば比
較的楽しくグループづくりができ、意欲的に課題追究する。

２番目は、通常行われている学習班による意見の交流である。こちらの場合、
時間的にロスが少なく役割分担もうまくできるようになるし、発言を積み上げ
ていくことに有効である。

前者は、「オゾンがこわれる」の方、後者は、「長屋王木簡の発見」の方の
実践に取り入れた。
配慮したことは二つある。

一つは、どちらのグループ活動にしても、継続して取り組むことである。あ
る程度定着するのに、１学期間はかかると構えて指導する。どの教科でも基本
は一緒である。いろいろな教科のいろいろな課題に対して同様の形態で指導す

る方針を取った。
二つ目は、グループ活動では、意見を交換することが重要なので、できるだ

け「人の意見を否定しないこと」を指導することにした。自分の意見を聞いて

もらい、人の考えを知ることに重点を置く。ここで意見の正否を取り扱わせた
ら、時間的にもゆとりがなくなるし、そもそも自分の思いを発言しようという
意欲は失われる。したがって、グループで無理に意見を集約する必要を迫らな

いことにしている。グループ活動では、後の全体での意見の交流が活発になる
ような位置づけを与えることが重要だと考えた。
また、グループ活動と一人学びとの橋渡しをする意見の交流の場として隣同

士の「二人組」を挿入する場合がある。しかし、６年生という段階ではそれほ
より継続して意見を交流ど必要感を感じない。むしろ二人組を活用するのは、

である。後者の実践では、固定した二人組を作っておいて、作文を推する場合

敲していく各段階で、互いの推敲の取り組みを、継続して学び合う場を設定し
た。同じような題材を主題にしていること、気の合うもの同士ということを二



人組の条件にした。「たまたま隣にいる二人組」という補足的な役割ではなく
て、二人による深くて継続した関わりを重視した。

②全体による意見の交流
ともに問い合える学習集団としての真価が問われるのは、この「全体による

意見の交流の場」である。ここでの意見交流が活発になればなるほど問題解決

的な学習がより確かなものとなる。ここでは、グループでの意見の交流を生か
して、ある程度「教師主導」で授業を進める。学習の内容によっていろいろな
ことがらに配慮して進めるが、一般的に私が留意しているのは次の２点である。

１点目は、一人一人の思いが全体の授業に生きるように構成することである。
したがって、教師は一人学びの内容を個に応じて理解しておくことが必要であ
る。それをもとに、意図的に意見を対立させたり、少数だが核心を突いている

考えを出させたりするように配慮した。
２点目は、賞揚することである。結果として「間違った考え」になったとし

ても、そのことが追究に生きていること、そして、普段あまり発言しない子供

が意欲的に発言したこと等、「それぞれの善さ、伸び」を賞揚することに努め
た。このことは、私個人の中では、一番苦手としていることなので、特に心が
けた。

③「振り返りカード」による友達の学びの意義づけ
カードの下半分は、友達の学びの様子に着目にして記述する。友達の学習の

「善さ」を見つけることによって、それを学んで自分のものにするということ
と、その友達を励ますという役割を果たす。
上半分と同様に、教師から具体的な観点を提示することもある。記述する前

に提示することもあるが、カードを返却する際に参考になる書き方をしている
子供のカードを紹介することによって、目の付け所を暗示することもある。

（Ｄ）【表現力を育成することから】
①授業外で
このことについては、多くの実践が紹介されているし特に目新しいものでは

ないので、詳しくは記述しない。作文発表は、１学期に一人一つずつ、２学期
にも一つずつ輪番で発表した。それ以外の時は、スピーチか日記紹介である。

②授業中で
「子供の姿が見える授業を求めて～基礎的基本的活動のある学習の場づくり

の工夫～」という佐波小学校の研究テーマのもとで、６学年が設定した学年の
テーマ「自分の思いを的確に表現する子供を育てる」で、特に具体化して取り
組んだ。

今までの記述を「表現力」という側面からまとめるならば、この項目の内容
となる。詳しくは、佐波小学校の研究物６学年の部分を参照していただきたい。

（２）実践事例

①実践事例１

単元名 「文章の要旨をとらえて 」
教材名 説明文「太陽のめぐみ」「オゾンがこわれる」

②実践事例２

単元名 「寺崎さんに学んで、作文を書こう」
教材名 説明文「長屋王木簡の発見」 作文「構成を工夫して」



（３）実践の考察
（１）で指摘した「問題解決的な学習の具体的観点」の項目に沿って、その

効果について、考察を加える。

（Ａ）【問題解決的な学習によって進められる教育の定義（目標）から】

①単元全体の「活動目標( )」の子供自身による設定・把握めあて
②活動意欲の重視

事例１の「活動の目標」は、「説明文を要約する学習をもとに環境新聞、ま
たはパンフレット、ニュースの原稿を作って、環境破壊の現実を伝えよう」と
いうものであった。この目標設定に当たっては、当初教師が予想していたより

も容易にできたと考えている。それは、今までの説明文学習よりも取り付きや
すい「活動」中心の学習であったということと、道徳で、環境破壊の具体的な
事実をもとに「自然愛護」の授業を合わせて実践したこと、新聞づくりという

活動を今までも経験しており（例えば、修学旅行のまとめや係、委員会活動な
ど）成功体験があったからではないかと考える。もちろん教師によるある程度
の「誘導」はあったが、比較的すぐに子供たち自身の発言から「新聞づくり」

の意見は出てきた。
事例２の「活動目標」は、「寺崎さんの説明文に学んで、自分の作文をより

よく推敲しよう」であった。はじめに作文の好きなわけ・嫌いなわけについて

のアンケートを採って、お互いに意見交換の場を持ち、互いに同じような悩み
や考えを持っていることを知り合う中で、「作文をよりよくしたい」という願
いにまで高めることができた。

ところが「どうしたらよりよい作文に推敲できるか」との問いには、「友達
のよいところをまねたりする」という意見は出たが、教科書の「説明文」教材
の「書きぶり」に学ぶんで推敲するという意見は出なかった。これは、そのよ

うな経験がなかったということが一番の理由ではないかと考えている。子供た
ちにとって、「説明文」は「読みとる」学習であり、「書くために学ぶ」学習
ではなかったのだろう。教科書の文章は、大人の文章で、それを自分の作文の

ために学ぶことは、子供たちの意識の中ではつながっていきにくいものなのだ
ろうと思う。

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）から】
①単元の全体の指導計画と単位時間の指導過程の工夫

問題解決的な学習の観点を生かした指導計画の特徴は、２つあると考えてい
る。
１つは、１と２の側面（段階）と５’の側面（段階）が単元全体にかかわっ

ており、各単位時間に配置されている３、４、５の段階をはさんでいるという
ことである。このことは、５つの側面（段階）は、必ずしも１単委時間の中に
きちんと収まっていなくてはならないのではなく、単元全体の中で役割を明確

にして位置づけられていればよいということを提起していることになる。
２つは、仮説を立て、それを追究する過程である３、４、５の側面を「一人

学びからグループ、全体へと広げ深める話し合い活動」に求めているというこ

とである。自然科学系の学習であるならば、例えば理科ならば、まさに仮説を
立て、その仮説を証明してくれる実験の方法を考え、さらに実験の方法を綿密
に立て直し、実際に実験するという手順を踏むことができる。社会科学系であ

っても、例えば社会科ならば、やはり予想をし、仮説を立て、実際に見学をす
るなり、調査をするなりして活動をとして、検証することができる。
国語科は、その過程を次のように捉えた。

まず、仮説を立てることを「一人学びによって、自分の考えを持つこと（も
ちろん教材文から根拠を探すのであるが）」、次に仮説を精密化することを
「グループでの意見の交流の場で自分の意見をを広げたり深めたりすること」

そして、仮説の検証を「全体による話し合いの場によって、自分の考えを確か
めること」としたのである。言葉と文字による表現を中心に、それを深め、広
げ、確かめることを「実験」と捉えようとしたのである。

この指摘（提起）が、妥当かどうかは、今すぐには判断つかないが、子供の
学習の様子を見る限りでは、今までの「説明文学習」に比べて意欲的であった
し、内容もよく読みとれていたと考えている。子供たちが何を一人学びし、学

んだ結果を生かしてどのような「新聞記事」を書いたか、またどのように「作
文の推敲」をしたかは、資料としてつけている「座席表」や「環境新聞」「生
活作文」の実物を見て判断していただきたいと思う。

ただし、事例１の各単位時間の「要約の活動」は、個人個人によってかなり
差があったと反省している。学習課題を解決することが、そのまま、そのまと
まりの要約の活動に生きてこなかった子供が少なからずいた。何らかの手だて

が必要であったと考えている。それに比べたならば、事例２の各単位時間の
「作文推敲」の活動は、その前の読み取りの活動が生きていたと考える。



②子供の思考の流れの把握～「座席表」

「座席表」を用いて子供を理解することは、今や一般的になった。私が「座
席表」を用いるのは、それによって、子供の思考の流れがよりよく把握でき、

そのことは「問題解決的な学習」を進めていく上で、不可欠なのだという発想
からである。私は「子供の問題解決を支えるのは、教師の子供理解である」と
いう考えを持っている。

問題解決は多様な考えを許容し、一見無駄の多い活動を多く含む。したがっ
て、子供の思考を常に把握しておくことが、支援の幅を広げ、子供の主体的活
動を促すことになるのである。

本来ならば、子供の思考内容は、表に記入するよりは、「的確に暗記」する
方が時間的に早いし、対応も迅速になるであろう。しかしながら、私には、そ
のような力がない。そこで、「座席表」に「書く」ことによって、子供の実態

より明確につかみ、覚えやすくすることをねらっている。また、「座席表」を
まとめることによって、子供の学習に関する評価も容易になるし、授業記録を
取ることにもなる。子供と教師自身の「評価」を同時に行っているわけである。

事例１、２において「座席表」を記入することは、比較的迅速に、しかもポ
イントを決めて行うことができたと思う。何よりもめんどうがらずに累積する
ことができた。このことは、大きな成果ではないかと考える。また、一人一人

の子供の思考の傾向がつかめ、教師の発問に対する子供の反応がよりよく予想
でき、授業構成に役立てることができた。

（Ｃ）【問う力を育てることから】
（１）自分に問うことの善さを感じさせること

①自分なりの課題を立てること

学習課題を考えさせるとき、「自分なりの課題」を出すことが、恥ずかしい

とか、面倒だとか言う子供はいなかった。４月当初より、自分たちで課題を考
え、それをもとに勉強することが「学習」なのだという意識を、少ししつこい
ぐらい持たせ続けてきた。また、自分の課題が必ずしも直接授業で取り上げら

れないとしても、何らかのつながりを持ってかかわっていることを意識させて
きた。このような積み重ねによって、１、２双方の事例においても比較的すん

なりと課題が出され、共通課題にまでもっていけたと考えている。「問題解決
的な学習」の鍵となるところだけに、課題づくりに抵抗がなくなったことは評
価できると思う。

②「一人学び」の時間の確保し、自分なりの考えを持つこと

「一人学び」は非常に差があった。この段階で、高い理解を示し、すでに授
業で学ぶことがわかっている子供から、教材文がよく読めていないことから、

全く異なった考えを書いているものまで様々であった。（「座席表」参照）
また、読み取りの程度の差以上に、意欲の差が大きかった。一人学びに対し

ては、なかなか一人一人に的確な言葉がけができない。特に、家庭学習にして

いる場合などは、そうである。一生懸命教材文に食いついているものから、さ
らっとやり投げているものまでいる。この点には、何らかの配慮が必要だと思
うが、よい知恵が出ない。

しかし、少しずつではあるが、一人学びの質も向上していると思う。それは、
事例１の時と２の時の同じ子供を比べてもわかるような気がする。
「問う力を育てる」という観点から考察するならば、一人学びを繰り返し授

業に位置づけていくことによって、独力で解決していこうとする意欲や態度が
実について言っていると思う。

③「振り返りカード」を活用して自分の学びを省みること

この点に関しては、繰り返し活用していくことの重要さを感じている。時間
的にきつい場合があるので、事例１、２のように研究授業などの場合はともか
くとして、日ごろなかなか使用しないことが多い。したがって、自分の学習の

善さについて振り返る習慣がなかなか付かないのである。また、自分のどこを
どのように反省すればよいのかという「具体的な観点や方法」が定着しないの
である。発表したから５、しなかったから１のように、画一的になったままで

ある。特に友達の善さを見つけるところでは、発表の声が大きかったとか、回
数が多いとかに目が向きがちで、発言内容の質にまで関心がいきにくかった。
時間を意識的に作って「繰り返すこと」を続けていくのか、その他の手だて

を考えるのか、もう一度「問う力を育て、自分に問うことの善さを感じさせ
る」こと、また「問題解決的な学習を成立させる」こと、という観点から見直



すことが必要なのかもしれない。

（２）ともに問い合える学習集団づくりをすること
①グループによる意見の交流

（ア）課題選択後の任意グループによる意見交流

課題を選択して、その場で任意のグループを作って課題追究をしていく形態
は、本学級では４月当初から比較的容易であった。本学級では、４月当初から、

まず理科でこの形態をとった。確かめたい実験の方法別にグループを組んで行
った。前担任による学級経営が非常によかったからであろう、「仲良くグルー
プを作りましょう」とか「静かに移動してグループに分かれなさい」とか、

「男子と女子が一緒の方がよい」などと言わなくても自然にできた。したがっ
て、すぐに活動を開始でき、具体的な内容面の指導も可能であった。
この任意グループが問題解決的な学習に適しているかどうか、にわかには判

断できないが、子供たちは大変意欲的に行った。場所を移動することが不可欠
だし、短冊黒板に書いたり、はったりという作業が伴う関係で、見ていても活
発そうに感じる。問題解決的な学習の正否の中に、子供の「活発さ」とか「意

欲」などがあるとすれば、このグループ形態は、非常に適していると言える。
ただし、その場でグループをまとめていける子供は３分の１くらいしかおら

ず、同じ子供がリーダーとなりやすいこと、その場その場でグループの構成メ

ンバーが異なるので、小集団としての成長は難しいことなどの欠点はある。し
かし、その欠点は、通常の学習班も適宜使うわけであるし（もちろん割合から
言えば任意のグループの方が圧倒的に少ない）相補って、子供の力を伸ばして

いけばよいと考えている。

（イ）通常の学習班による意見の交流

事例２においては、通常の学習班を用いて、グループの意見の交流を行った。

この形態で行えば、話し合いの役割分担や積み上げといったものが行いやすく、
より深まった意見の交流が期待できる。時間的にも短くて済み、実質的な活動
ができた。ともに問い合える学習集団は、この通常の学習班が基礎となること

は確かなようである。あらかじめ一人学びの様子を「座席表」を用いて、把握
しているので、そのグループでどのような意見の対立が起こるのか等予想でき

るので、後の全体での話し合いに生かしやすくすることができた。

（ウ）二人組による意見の交流

ともに問い合える学習集団づくりに「二人組による意見の交流」が有効であ

ったかどうか、具体的な結論は持ち得なかった。事例２において作文の推敲状
況をお互いに知り合い、感想を述べあう中で、よりよく問い合えたかどうか子
に即して把握できなかったからである。

しかし、よりよい作文を書き上げるという目標に対しては、とても有効な手
段であったと思っている。一度にたくさんの友達の作文には目を通せないし、
しかもそれぞれの時間時間でどのように推敲されていったのかという経過を見

ていくことはほとんど不可能である。しかし、題材のよく似た、また気心のよ
く知れている友達たった一人だけなら、かなり深く読むことができ、その成果
を自分の作文に生かすことも可能である。

②全体による意見の交流

一人一人がどのような考えを持っているのかをよく把握しておくかどうかが、
全体による意見の交流の正否を決定する。全体の場で、抵抗なく問い合える子

供の数は少なく、ましてや、わからないことをわからないと言い切れる子供も
そう多くはない。したがって、教師の方で意図的に意見を対立させたり、少数
意見を際だたせたりすることが必要だからである。このことによって、「とも

に問い合える学習集団」をよりよく育成していけると考えている。

③「振り返りカード」による友達の学びの意義づけ

この点に関しては、前項の③で一緒に述べた。

（Ｄ）【表現力を育成することから】

この点に関しては、今までの論述と重なる点が多いので、特に考察、反省
は行わない。



３ 道徳学習における
問題解決的な学習の実践

（１）デューイの道徳教育論の持つ特徴
１ー（１）（２）において、問題解決的な学習の展開される に必教育活動全体

要な観点として

①教育とは、経験の改造または再組織であること

②「反省的思考」（reflektive thinking）を重視していること
③単なる活動、経験と「教育的経験」を分けて考えていること

①問う力を育てること
（①ー１）自分に問うことの善さを感じさせること

（①ー２）ともに問い合える学習集団づくりをすること
②表現力を育てること

の諸点を指摘した。特に③については、新しい学力観の精神を生かして、「問
う力」と「表現力」の育成に具体化してみた。

ここでは、以上の指摘に加えて、ジョン・デューイの に関する論述道徳教育
に着目し、その特徴を整理し解釈することによって、問題解決的な学習を道徳
学習に生かすときの具体的な観点構想の基礎としたい。その観点とは、

①総合単元的な取り組みの基礎づけ
（ア）道徳教育の場を広く大きく見る。

（イ）道徳の時間を要として、諸教科との関連を図る。
②教授方法としての「参加と協働」
③「道徳的観念」育成の重要性

（ア）「道徳についての観念(ideas about morarity)」
（イ）「道徳的観念(moral ideas)」

④「性格」と「道徳的態度」

（ア）性格に不可欠な構成要素
（イ）道徳的態度

⑤実験的道徳判断による教授内容の再構成
（ア）道徳的状況
（イ）実験的道徳判断

である。
①②は、教育法方のレベル、③④⑤は内容レベルでの示唆である。

国語科の場合は、教育活動全体にかかわる観点（１ー（１）（２））をスト
レートに授業の観点として具体化したが、道徳の方は、デューイの道徳教育に
関する論述の考察をふまえた上で、具体化したい。

①総合単元的な取り組みの基礎づけ
一つ目の観点としては、総合単元的な手法を用いての授業をする際の基礎づ

けとして参考となると言うことである。
近年、道徳学習を総合単元的に指導する取り組みが盛んになってきた。筑波

大学付属小学校石黒久浩氏は、総合単元的な発想に立つ道徳授業のあり方を探

る」という論文の中で、「総合単元的な発想とは、道徳の授業を他領域におけ
る学習や課外の学習を有機的に関連させることで、それぞれの持つ特質やよさ
が相互に作用しながら、特質やよさがさらに高まっていくこと」*4と述べてい

る。この総合単元的な取り組みにデューイの道徳教育に関する思想を生かすこ
とはできないだろうか。*5

（ア）道徳教育の場を広く大きく見る。
デューイは、教育活動全体における道徳教育の役割を大切にする。彼は、道

徳教育を「間接的で生命の通った」もので「学校生活のあらゆる機関・手段・

教材を通しての性格の発展というより大きな領域」*6でなければならないと述
べている。ここでいう「性格の発展」とは、彼の言う教育の目的である「不断
の成長」と同義と解釈して差し支えない。「成長そのものが、唯一の道徳的

『目的』」*7と捉える彼にとっては自然な考え方である。
また、「教育上望ましいすべての目的と価値はそれ自体道徳的である」*8と

も述べており、直接的には道徳教育と関連の薄い教科の目的や価値も道徳と深

くかかわるべきだと考えている。
したがって、彼にとって「目的を持ち、しかも他の人々との協力を必要とす

る作業において学んだり用いたりするものは、意識的に道徳的知識であると考

えられても考えられなくても、いずれにしても道徳的知識」*9なのである。
このように、彼は各教科の中でなされる道徳教育を重視している。それだけ



各教科における道徳的な役割に期待しているといえよう。
これらの考えを現在の日本の道徳教育に生かすとするならば、現在研究実践

の進んでいる「総合単元的な」取り組みは、非常に有効な方法である。なぜな

ら、「補充、深化、統合」という道徳の時間の目的が、石黒氏の述べるように、
道徳の授業と他の領域における学習や課外の学習が相互に作用しながら、さら
に高まっていくことによって、よりよく達成されることになるからである。

デューイ等に代表される問題解決的な学習を道徳教育に生かす場合、道徳の
時間とその他の時間との関連をより意識することは大切であり、その意味から
言うならば、総合単元的な手法を使うことは非常に有効だということである。

（イ）道徳の時間を要として、諸教科との関連を図る。
デューイは日課表に道徳の時間が設定されているか否かにかかわらず、道徳

教育上の問題として「教師たち自身の性格とか、その学校の雰囲気や理想とか、
あるいは教師たちの教授法や教授内容とかが、細部に到るまで、学習した知的
成果が行動を動かす力となるほど性格といきいきと結合するものとなっていな

い」*10ことを憂慮している。言うまでもなく、総合単元的な手法を用いようと
用いまいと、道徳の時間は、道徳教育の要である。しかし、総合単元的な手法
を用いることによって、道徳の内容が今まで以上に性格と生き生き結合するも

のとなる。それだけ、道徳教育の要としての役割が明確になると考えられる。

②教授方法としての「参加と協働」

教授方法に着目し、そこに見いだされる道徳教育上の観点と特質について考
えてみる。
教授において最も重要な観点は、「参加と協働」である。このことは、単に

授業に出席し、共に学ぶという意味以上のものを持っている。具体的には、
「子供の活動力、すなわち、構成、生産、創造に関する子供の諸能力に訴える
方法」*11をとるということを指す。また、それぞれの子供が、互いに他の子供

たちの製作に参加しながら、同時に全体の共有の成果に貢献することのできる
ような、自分自身の独自な仕事を成し遂げる機会を作ることも重要であるとい
う。自分のなす仕事が、活動力を生かした自分独自の活動であること、そして

それが、全体の共同作業の一部をになっていることが、大切なのである。この
主張は、１ー（２）において指摘した「ともに問い合える学習集団づくり」の
必要性を強調することになろう。また、自分の問いと全体の問いを絡ませなが

ら問題解決していくことの重要性も示唆している。
また、道徳的行為を機械的に模倣させたり、行動様式を無理矢理に押しつけ

たりする「倫理的に死んだ」*12道徳教育を否定しているのは言うまでもない。

③「道徳的観念」育成の重要性

次に、教授内容に着目してみよう。デューイは、「直接的な道徳の教授(dir
ect moral consideration)」に陥らないようにすることを強調する。なぜなら
そのような授業においては、しばしば「道徳についての観念」が教授されてし

まうと考えていたからである。彼にとって重要なのは、「道徳的観念」である。

（ア）「道徳についての観念(ideas about morarity)」

デューイは、「道徳の直接的な教授」の教育的な効果を低く見ている。「直
接的な道徳の教授」とは何かというと、「道徳についての観念」を指導してい
る授業のことである。したがって、彼は「道徳についての観念」だけの指導に

とどまっている授業を重視していない。例えば「いわゆる道徳の直接教授（い
や、むしろ道徳についての教授と呼んだがよい）の限界ないし価値については
改めて検討するまでもなく、この道徳の直接的な道徳教授の影響は、教育によ

る道徳的成長の全領域を考慮するとき、もっとも善い場合ですら、比較的、量
的に少なく、しかもその影響力も弱い、ということを基本的のものとして主張
することができる。」*13と述べている。

では、この「道徳についての観念」とはどのようなものであろうか。彼は、
これを「道徳的に無関係なものでも、不道徳なものでも、あるいはまた道徳的
なものでも有り得るもの」であり、「道徳についての観念、例えば、正直、純

潔、親切についての知識と言ったもの」を指す。このような観念または知識を
当時のエジプト考古学者の知識にたとえ、「不活発で役立たないままでいるか
もしれないような種類の観念」と皮肉る。*14「ある種の協議問答式の教授、す

なわち、道徳についての訓戒」*15がなされるような授業においては、「道徳に
ついての観念」しか習得されないと言うのである。

（イ）「道徳的観念(moral ideas)」
では、どのような観念が習得されるとよいと考えているのであろうか。彼が

重視するのは、「道徳的観念」である。これを「行動を導く推進力となる観

念」とも表現している。これは「行為に働きかけてこれを改善し、そうでない
場合よりも、より善い行為とするような類のすべての観念」であり、「性格の
一部となり、したがって、行動の生き生きとした動機の一部となっているよう

なすべての種類の観念」*16である。このような観念は①②で述べたような教育
法方によって育成されると考えているのである。



④「性格」と「道徳的態度」
（ア）性格に不可欠な構成要素

「道徳的観念」に関連して、彼の性格に関する論述にも着目してみる。彼は
性格に備わるべき要素の中から重要なものを３つを挙げている。
まず第１は、「実践力」である。これは、「力(force)」とも表現されており、

「何かを成し遂げたり、あらわな行動をしたりする」力で、例えば、自発性、
ねばり強さ、持続力、勇気、勤勉などがそれに該当する。「単に善い意図は持
つだけでなく、こうしたよい意図を実行に移すことに力を入れ続けている性

格」こそが、「実際にわれわれが教育を通して形成していこうと望むたぐいの
性格」だからこそ、この「実践力」は重要であると述べている。
第２に「判断力」である。これは、単なる知識[情報的知識のことで、単に把

持されているだけで、使用されないもの、孤立した知識とか百科全書的知識等
と言うこともある。]と対置されるもので、「目的達成に関連して方向付けられ
ている知識[知恵などと呼ぶこともある。]」を指している。その人の置かれた

状況を的確に理解し、解決する前提となるものである。「実践力」との関連で
言えば、その前提となるものであろう。なぜなら「行動が生起する事態の現実
的具体的諸要素の知識によって裏付けられ統御されなければ、行動は、それに

相応して役に立たないものとなってしまう」からである。
第３は、「感受性」である。これは「善い判断」を支えるもので、「知識の

素材が、感覚を通して供給されると同じように、倫理的知識の材料も、感情的

反応性を通して供給される」はずであり、これは、「頑固で形式張った性格よ
りも、共感的で柔軟性があり、かつ開かれた性格の方がよい」との表現に、そ
の意味が表されている。*17

「より感受性」を基礎として、「よい判断力」が育成され、それが「実践
力」となって性格を形成するとの主張は、学習指導要領における道徳の目標と
も通じるところがある。詳しくは後述するが、デューイの場合「判断力」を育

成することを重視しているのではないかと思う。

（イ）道徳的な態度

「道徳的観念」や「性格」に関連して、彼の主張する道徳的に望ましい態度
に着目してみる。
これから述べる道徳的態度は、特に学習に取り組む際の態度である。前述し

たように、デューイにとって問題解決的な学習をすることそのものが、道徳教
育的である関係上、これらの態度は、道徳的な態度であるとともに、学習に必

要な態度でもある。
４点挙げている。なおそれぞれの態度を代表している用語は、日常使用してい
るものと比べて、多少意味内容が異なっている。

まず第１は、「率直さ(directness)」である。「自分がなさなければならな
いことに、まっすぐに突き進んでいく態度」*18である。この反対の態度として、
「自意識過剰の態度（人が自分の学習の様子などをどう思っているかを常に気

にしていること）」「自己過信の態度」等を挙げている。
第２に、「心の広いこと(open mindedness)」を基本的態度として挙げている。

この態度は、「解決する必要のある状況をはっきりさせて、あれこれといろい

ろな行動の仕方から得られる結果を確かめるのに役立つような、どんな要件に
も心を向けることができる」*19態度である。知的成長、道徳的成長には、不断
に視野を拡大し、そしてその結果として新たな目的と新たな反応を形成するこ

とが重要だからである。
第３に、「誠実さ(single mindedness)」「誠心誠意(whole-heartedness)」

と表現しているものである。「興味に偏りがないこと、目的に統一がとれてい

ること」*20である。このような態度を持って学習するならば「おのずといろい
ろな問題的事態が彼[学習者]の前に展開」し、「相次ぐ暗示の流れが彼に注ぎ
込まれ」、「新しい究明と新しい解釈とが示し続けられる。彼の精神を問題に

釘付けにして彼の精力を消耗しなければならなくなる代わりに教材内容が精神
作用の前に大写しとなって現れつづけ、彼の精神の目標となって彼の注意をつ
なぎ、思考を深化することを促す」*21のである。

第４に、「責任」(responsibility)を挙げる。「どんな方策でも、その立て
られた方策から起こりそうな結果を前もって考察し、それらの結果を慎重に受
け入れようとする性向」*22を意味している。「知的周到さ(intellectual tho

roughness)」とも述べている。
２、４番目が「知的側面にかかわる態度」であり、１、３番目は「情意的側

面にかかわる態度」ということができよう。問題解決的な学習の５つの側面・

段階を支える学習者の態度、心がけるべき事柄と言ってもよいのではないか。

⑤実験的道徳判断による教授内容の再構成

前項①「よい判断力」育成の重要性に触れたが、その判断とは、どのような
ものだろうか。また、デューイはそのような判断の下される場をどのように考
えていたのだろうか。

（ア）道徳的状況



道徳判断の下される場、すなわち「道徳的状況」を、彼は「目に見える行為
に先立って判断選択のなされる状況」と規定する。そこでは「幾つかの欲望が
衝突し合っており、幾つかの善と見えるものが矛盾」*23し合っていると述べて

いる。こういった状況は、「すべて」道徳的状況であるととらえる。行為を導
く判断が行われる状況をすべて道徳的状況と言い切ってよいかという点に関し
て、デューイは、「犯罪者が罪を犯すために出かける途中、または慈悲深い人

が善行をなすために出かけるとき、彼らはいずれも乗るか歩くかしなければな
らない」*24として、歩くという行為一つ選択することも、道徳的状況の一つと
みなすことができると言う。このことは、一つ一つの行為を孤立的に見るので

はなくて、行為の連続という脈絡の中で検討することによって、その行為の道
徳的意味が見いだされ得る、と考えているからであろう。
教育する場においても、子供の行為等を長い目で見て支援する必要を示唆さ

れているように考える。

（イ）実験的道徳判断

彼は、「よい判断力」は「実験的道徳判断」であると述べている。教授にお
いてこの実験的道徳判断を体験させ育成することの重要性を暗示する。
「実験的道徳判断」とは「状況の詳細な構造を観察し、これをいろいろの要

因に分析し、あいまいなものを明確にし、・・・思いつくいろいろな行為の仕
方の結果をたどり、得られた決定も、予想された結果が、・・・現実の結果と
一致するまでは、仮説的なもの、試験的なものと考え」(RP30)てなされる判断

である。このような判断力育成は、結局、前述したような反省的思考のなされ
る問題解決的な学習において可能となる。問題状況を認識し、問題を設定した
後、仮説を立てて解決していく過程は、道徳的判断を下していく過程と同じな

のである。

（２）総合単元的な手法による
道徳学習に生かす「問題解決的な学習の具体的観点」

１ー（１）（２）の指摘と３（１）における整理を総合して、道徳学習に生

かす「問題解決的な学習の具体的観点」を次のように仮定した。前述の指摘、
整理との対応が十分に明確にならないのは、それぞれの指摘、整理がそもそも
明確に分かれていることではなく、それぞれ関連を持っているからである。

（Ａ）【総合単元的な発想に立つ道徳学習の目標の性格】
①単元全体の目標は子供たちによって十分に把握されること

②単元全体の目標は「顕な活動」に関係する目標であること
③単位時間の目標には「具体的な行動」をもとに判断する内容
が含まれていること

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）】
①単元全体の指導計画と単位時間の指導過程に生かすこと

②自分で試す場（教授内容の再構成の場）を準備すること

（Ｃ）【問う力を育てること】

①自分に問うことの善さを感じさせること
②ともに問い合える学習集団づくりをすること

（Ａ）【総合単元的な手法による道徳学習の目標の性格】
デューイの道徳教育と総合単元的な手法による道徳学習は相反するものでは

なかった。むしろ幾つかの示唆を与えてくれたようである。その中で、目標レ
ベルの事柄について具体化したい。

①単元全体の目標は子供たちによって十分に把握されること
１ー（１）ー①で、問題解決的な学習においては、「子供自身がその活動の

意味（どうしてその活動をしなければならないのかという活動の理由・目的）

を知っておくことができるような配慮が必要だ」と述べた。
このことをふまえて総合単元的な発想に立った道徳学習においても単元全体

を通した「活動目標」「活動のめあて」を子供に十分に把握させておくことが

必要であると考えた。もちろんそのめあてを子供自身が設定できるにこしたこ
とはない。

②単元全体の目標は「顕な活動」に関係する目標であること
単元全体の目標を子供のものにするためには、「活動」にかかわる目標（目

当て）にすることがよいのではないか。例えば、「～について考えよう」より

は、「～について調べたり考えたりして新聞を発行しよう」の方が、子供の活
動力が生きるし、めあてが具体的である。また、「～について考えて、実際に



試してみよう」のように、具体的な行動について立ち止まって考えたり、考え
たことを生かしてその行動を試したりすることもよいと考える。
このように学んだことを「表現」したり「行動」したりすることによって、

「道徳的観念」は育っていくからである。表したり試したりすることのない道
徳学習では、「道徳についての観念」が中心に伝達されないと考える。

③単位時間の目標は「具体的な行動」をもとに判断できるものであること
すべての単位時間の目標が「顕な行動」に関連するものにはならない。むし

ろ核となる道徳の時間は、「立ち止まって深く考える時間」となることが多い。

その考える内容は、「具体的な行動」に基づいていることが重要ではないだろ
うか。自分の経験を振り返るにしても、また資料の中の人物のことを考えるに
しても、それぞれの「具体的行動」を判断することによってのみ、道徳的な判

断力、感受性、実践力が養われると考える。その場合デューイも言うように
「場の状況」を十分に理解することが必要となろう。

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）】
①単元全体の指導計画と単位時間の指導過程に生かすこと

実践における具体的活動の観点

単元全体の初めの活動１ 問題状況の認識 全

体
問 例１(表現関係) 例２（実際の行動関係）

問題状況 題 具体的な事象 日常生活での具体的な経験

活動の願い 設 調べて伝えたい もっと[上手]に～したい
～試しの行動活動のめあて 定 新聞を作ろう 実際にやってみよう

課題の設定２ 問題の設定
～を読んで考えよう 自分の～を振り返ろう

学習課題設定 各 （行動・事実をもとに考えよう）

単
各単位時間の初めの活動３ 仮説の設定 位

一人学び 時 自分の経験と比べて考える(自分に問う場)

間
各単位時間の２番目の活動４ 仮説の精密化 に

グループによる お 事実行動 考える(ともに問い合う場)具体的な をもとに
意見の交流 け

グループの形態 る 課題選択 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 通常の学習班任意

問
各単位時間の３番目の活動全体による 題

意見の交流 解 深める （ともに問い合う場）

決
各単位時間４番目の活動５ 仮説の検証１ の

】 諸【活動の具体的達成

自分に 側 自分の生活を振り返る
結果を生かす 面 ともに振り返る

活動を振り返る

各単位時間の終わりの活動
学習活動を省みる～「振り返りカード」

単元全体の終わりの活動５’仮説の検証２ 単
元【全体の願いの達成】

活動のまとめ 全 発展記事の取材 生活に生かす

体 新聞の完成 実際に試してみる
の（教授内容の再構成）

願いの達成 検 新聞の掲示・発表 自分にもできた満足感

証
願いを振り返る 感想・課題を持つ～「日記」「プリント」等

②自分で試す場（教授内容の再構成の場）を準備すること
単元の終わりの方に、学んだことを生かして「自分なりの取り組み」をする

場を準備することによって、学習内容がその子供のものになると考える。「教
授内容の再構成」の場である。「自分なりの取り組み」にはその子の創意が生
かされるし、そこで経験することによって本当の価値にまで高まると考える。

これから以後は、国語科と同じ内容となる。くどいようであるが再記する。

（Ｃ）【問う力を育てること】
①自分に問うことの善さを感じさせること



（ア）「一人学び」の時間を確保し、自分なりの考えを持つこと
「一人学び」で行う追究は、「学習課題」に対してである。「一人学び」は、

グループや全体での意見の交流のもととなる自分の「思い」の確立を図る場な

ので、最も大切な活動となる。
そのためには、時間を十分に確保することが第一である。家庭学習で行わせ

ることにより個に応じた時間を確保したり、あらかじめ一人学びの時間をまと

めて取ったりするなどの方法を採った。

（イ）「振り返りカード」を活用して、自分の学びを省みること

「カード」の様式は右のようなも
のである。上の部分が「自分の学
び」を振り返る部分である。１は、

「楽しさ」を問うもので、「楽し
さ」という観点から授業の授業全体
の充実度を振り返る。

２が自分の「一人学び」の状況を
判断する。一人学びで持った考えが
正しかったかどうかも重要な点であ

るが、それよりも自分なりに理由の
ある合理的な意見をもてたかどうか
を問うことにした。そのときどきで

教師から具体的観点を提示すること
もある。例えば、「今日は、自分の
意見が理由を示して書くことができ

たら５にしましょう」や「今日は、
自分の意見が２とおり見つけられて
その理由もかけたら５にしましょ

う」などである。
メモは、わかったこと、まだ疑問に
等を短時間にメモすることにしてい

る。
このカードは、授業の最終場面、もしくは、休み時間に２～３分で書き、提出
することになっている。教師はざっと目を通し、必要なことは座席表に記入す

る。また、ゆとりがある取りは朱書きをいれ、半分に裁断して返却する。上半
分は書いた本人に、下半分は、友達に渡す。

３と下半分については、次項で説明する。

②ともに問い合える学習集団づくりをすること

問題解決的な学習の持つ特徴の３番目として掲げた、「経験の連続と相互作
用」を、「子供の持っている知識、経験を十分に活用することのできる場を準
備すること」「子供が能動的に働きかけ、その結果を主体的に受け取る場を準

備すること」として具体化した。そして、それに新しい学力観の意図を生かし
て、「問い」に注目した。「自分に問うこと」ともう一つ重要だと考えたのは、
「ともに問い合える学習集団」をつくり、かかわり合う場を継続して設定する

ことである。

（ア）グループによる意見の交流

まず、グループによる意見の交流の場を積極的に設定した。グループ活動に
入る前には、十分な一人学びによる自分の思いの確立が前提である。
グループの種類は、６学年という段階を考えて二とおり用意した。

まず１番目は、「課題選択後の任意グループ」である。授業で取り上げる課
題が２つ以上あり、そのどちらを追究してもほぼ同じ学習内容を習得できる場
合と、どちらとも追究する時間的な余裕がない場合は、複数の課題の中から自

分の考えたい課題を選択することにした。。そして、その場で、同じ課題を選
択した子供同士でグループを作り意見を交流する。クラスの人間関係ができて
いれば比較的楽しくグループづくりができ、意欲的に課題追究する。

２番目は、通常行われている学習班による意見の交流である。こちらの場合、
時間的にロスが少なく役割分担もうまくできるようになるし、発言を積み上げ
ていくことに有効である。

配慮したことは二つある。
一つは、どちらのグループ活動にしても、継続して取り組むことである。あ

る程度定着するのに、１学期間はかかると構えて指導する。どの教科でも基本

は一緒である。いろいろな教科のいろいろな課題に対して同様に指導する方針
を取った。
二つ目は、グループ活動では、意見を交換することが重要なので、できるだ

け「人の意見を否定しないこと」を指導する。自分の意見を聞いてもらい、人
の考えを知ることに重点を置く。ここで意見の正否を取り扱わせたら、時間的
にもゆとりがなくなるし、そもそも自分の思いを発言しようという意欲は失わ

れる。したがって、グループで無理に意見を集約する必要を迫らないことにし
ている。グループ活動では、後の全体での意見の交流が活発になるような位置



づけを与えることが重要と考えた。

（イ）全体による意見の交流

ともに問い合える学習集団としての真価が問われるのは、この「全体による
意見の交流の場」である。個々での意見交流が活発になればなるほど問題解決
的な学習がより確かなものとなる。ここでは、グループでの意見の交流を生か

して、ある程度「教師主導」で授業を進める。学習の内容によっていろいろな
ことがらに配慮して進めるが、一般的に私が留意しているのは次の２点である。
１点目は、一人一人の思いが全体の授業に生きるように構成することである。

したがって、教師は一人学びの内容を個に応じて理解しておくことが必要であ
る。それをもとに、意図的に意見を対立させたり、少数だが核心を突いている
考えを出させたりするように配慮した。

２点目は、賞揚することである。結果として「間違った考え」になったとし
ても、そのことが追究に生きていること、そして、普段あまり発言しない子供
が意欲的に発言したこと等、「それぞれの善さ、伸び」を賞揚することに勤め

た。このことは、私個人の中では、一番苦手としていることなので、特に心が
けた。

（ウ）「振り返りカード」による友達の学びの意義づけ
カードの下半分は、友達の学びの様子に着目にして記述する。友達の学習の

「善さ」を見つけることによって、それを学んで自分のものにするということ

と、その友達を励ますという役割を果たす。
上半分と同様に、教師から具体的な観点を提示することもある。記述する前

に提示することもあるが、カードを返却する際に参考になる書き方をしている

子供のカードを紹介することによって、目の付け所を暗示することもある。

（３）実践事例

総合単元的な手法を用いた道徳学習の実践事例を挙げる。指導案の書き方と

して定着したものがないので、先進校に学びながら、自分なりの様式で記述す
ることにした。

６年３組 総合単元「かけがえのない命～考えよう・伝えよう」学習指導案

指導者 坂本 哲彦

Ⅰ 単元名 いのちの大切さについて考えよう・伝えよう。

Ⅱ 総合単元的な道徳学習における単元のねらい
防府の医学者「光田健輔」の生き方について話し合ったり、長門の詩人

「金子みすゞ」の作品を読み味わったりして、生命がかけがえのないものであ
ることを理解し、そのことを手紙（新聞等）で伝える活動を通して、自他の
生命を尊重しようとする心情、態度を培う。

Ⅲ 関連指導計画（５時間）
（１）道徳 生命の尊さ 「光田健輔の生き方」 ～１時間

（２）国語科 詩の広場 「金子みすゞの世界」 ～２時間
（３）道徳 かけがえのない生命 「みすゞの思い」 ～１時間
（４）学級創意 深めよう 「金子みすゞ」と「光田健輔」～１時間

６年３組 道 徳 学 習 指 導 案 （1/5時間）

１ 主題名 生命の尊さ ー光田健輔の生き方ー
２ ねらい 光田健輔の生き方から、生命がかけがえのないものであるという

考えを深め、家族に手紙を書く活動を通して、自他の生
命を尊重しようとする心情を育てる。｛高ー３ー（２）｝

３ 準備 光田健輔の読み物資料、伝記（光田健介の生涯）



４ 展開

学 習 活 動 ・ 内 容 指導上の工夫と支援上の留意点

１ 資料を読み、すばらしいと感 ・国語の学習で学んだことをもとにし
じたところを出し合い、本時の て、人の生き方に学んで命の大切さ

めあてを設定する。 について考えていくことを意識づけ
る。（前日の朝の会で簡単に導入し
ておく。）

○健輔の生き方の中で、すばらしいと感じたことをもとに、そのわけ
（もととなる考え）を友達と話し合おう。

２ 健輔の行動でもっともすごい ・具体的な行動に焦点を当てて考える
と思ったことを選び、そのわけ ように助言しながら机間指導する。

をプリントに書く（一人学び） ・自分と比べたり、日ごろ感じている
３ 同じ行動を選んだもの同士で ことと比べたりして考えられるよう
グループを作り意見を交流する に配慮する。

４ 全体で意見を交流する。 ・一人一人の考えがわかるように、ネ
○すばらしい行動 ームプレートを黒板に張り、グルー
・お金を取らなかったこと プを作る。

・博士号をとらなかったこと ・グループでは、お互いの意見を否定
・養育院に勤めたこと等 し合わないようにし、根拠を尋ね合

↓↓ わせるなどの指導をする。

○生命の尊さ ・思いを明確にするために、交流した
・思いやりの心 意見を短冊に書かせ、みんなに伝え
・やさしさ る場を設定する。

・弱いものへのいたわりの心 ・振り返りカードで、自己評価する場
を設ける。

終わりの会
５ 健輔の学習を通して学んだこ ・健輔の行動のすばらしさ（価値）を
とをもとにして、自分の考えを 内面化するために、日記に短作文を

短作文にまとめる。 書く。
○健輔⇔自分 ・夕食の時などに、光田健輔のことを

・健輔から学んだこと 家族に紹介してみるよう促す。
【生命の尊さ】

実践の記録（主要部分のみ）
【学習活動３、４】

○各班の子供たちの選んだ光田健輔の行動（生き方）と
話し合いの内容

（１）お金を取らない医者でありつづけたこと
１班 ふつうだったらそんなことは考えられない。資料に野口英世のことが

出ていたけど、野口英世よりすごい。お金を取らないなんて。
２班 ふつうだった手術代とか薬代とかもらうのになあ。光田健輔って人は

貧しい人からお金を取るような医者になりたくないと少年のころ心に

決めてその決心を貫き通したした医者だからすごい。
（２）博士号をとらずに患者の治療をつづけたこと
３班 わたしだったらねぇ、患者を無視してでも絶対に論文を書いて博士号

をとる。わたしは、一応患者のも診て、論文も書くかなぁ。わたしも
先に患者をみといて、適当に論文書くよ。でもこの人やさしすぎるよ
うな気がする。

４班 ふつうだったら博士号をとって偉そうにするのに、健輔は患者の方を
とっていろいろと研究している。それだけライ病のことを憎んでいた
のかも。というか、やっぱり病人のことを何とかしたいと思ったとい

うか。
（３）体力の続く限り自分のすべてをライ患者の治療にささげたこと
５班 病人のためだけに、体力の続く限り、自分のすべてをささげるなんて

すごい。自分だったら自分のすべてをささげることまではできない。
ちょっと想像がつかないのでもう少し調べてみないとよくわからない。

（４）働きながら勉強したこと

６班 考えてみればあんまりすごくない。わけは、今の人でも働きながら勉
強しているから。１８歳ぐらいならだれでもできると思う。

（５）養育院にいやがらないで進んで勤めたこと

７班 養育院にはライという病気の人がいるのでふつうの医者はいやがるの
に、健輔は、進んでいったのですごいと思うし、なぜなら、わたした



ちだったら病気がうつるから行かないと思う。それだけ患者の命を大
切に思っていたのだと思う。やっぱり命は大切なんじゃないかな。

８班 養育院は病気の人や貧しくて住む家のない人や、親のない子供などが

６００人ほどいて、ふつうのお医者さんはそこでは働くのをいやがっ
ているのに、健輔さんはいやがらないで働こうとするのがすごいと思
った。

等

国語科の指導 （2-3/5時間）

主題名 金子みすゞの詩を読もう

ねらい 好きな詩を選んで、金子みすゞの詩を読み味わう。

2/5時間 学習活動

１ 「お魚」「土」を読み、好きな方を選ぶ。
２ 好きなわけを手がかりに、詩の意味を考える。

（一人学びーグループ・全体での意見の交流）

３ 詩の意味をまとめる。
４ その他の詩を知る。

3/5時間 学習活動
１ その他の詩から自分の好きな詩を選ぶ
２ 好きな詩ごとにグループになって、詩の意味を話し合う。

３ その詩の持つ意味を紹介し合う。

６年３組 道 徳 学 習 指 導 案 （4/5時間）

１ 主題名 かけがえのない生命ーみすゞの思いー
２ ねらい 金子みすゞの生き方や作品から、生命がかけがえのないものであ

るという考えを深め、家族に手紙を書く活動を通して、自他の生

命を尊重しようとする心情を育てる。｛高ー３ー（２）｝
３ 準備 金子みすゞの読み物資料（ ）、ＶＴＲ（みすゞの生涯）自作資料

４ 展開

学 習 活 動 ・ 内 容 指導上の工夫と支援上の留意点

１ みすゞの詩のいくつかをもう ・国語の学習で学んだことを生かして
一度読み合い、本時の学習のめ 本時はみすゞの作品のいくつかに共

あてをつかむ。 通する思いに焦点を当てることを意
識づける。

○みすゞの生き方や作品から、みすゞの「思い」について話し合い、
自分の一番伝えたい人に手紙を書こう。

２ 資料やビデオを通して、みす ・みすゞの思いがより豊かに理解でき
のゞ生涯 の概略（幼少期の様 るように、みすゞの生涯についてま

子・人柄）について 知り、感 とめた番組の一部を視聴する場を設

想を発表し合う。 ける。(95,8,27,NHK)

３ みすゞが、作品を通して読者 ・プリントや掲示を使って、本単元

に伝えたかったこと（もととな （ 道徳や国語）での学習の様子が分
っている考え）について話し合 か るように配慮することによって、
う。 一 人一人の主体的な取り組みを促

（一人学び→グループ→全体） す。・生命尊重以外の価値についても
○生命の尊さ 積極 的に取り上げ、それらのどれも
・生きることのすばらしさ が「 生命を尊ぶ思い」につながって

・思いやりの心 いる ことに気づくことができるよう
・やさしさ に配 慮する。
・弱いものへのいたわりの心

４ みすゞの学習を通して学んだ ・「みすゞの思い」（価値）を内面化
ことをもとにして、自分の考え するために、みすゞ本人、友達、家
を短作文にまとめる。 族、自分自身のだれかを相手に選ん

・みすゞ⇔【自分】⇔相手 で手紙を書く場を設定する。
・みすゞから学んだこと ・振り返りカードで、自己評価する場
【生きることのすばらしさ】 を設ける。



実践の記録（主要部分のみ）
【学習活動３】

○それぞれが選んだ詩をもとに作ったグループでの話し合い。
その「善さ」（作品を支える考え方・主題）の発表

（１）つもった雪（１班）
・全体が気に入っている。どうして中の雪は、上の雪も下の雪もいるのにさ
びししいのかな。この作品のよいところは、「何に対してもやさしい」と

ころだと思う。
（２）星とたんぽぽ（２班）
・「見えぬけれどもあるんだよ 見えぬものでもあるんだよ」というところ

が気に入った。どうして星とたんぽぽを例に出しているのかよくわからな
かったけど、星もたんぽぽも見に見えないところで役に立っているとか、
見えなくても大事な役目をしている。だから大切にする。例えば、心臓、

空気、とか。・・・心と心の結びつきなんかも、伝えたいんじゃないか
な。見えないものを大切にすることを教えているような気がする。

（３）土と草（３班）

・最後の４行がみんな気に入った。主題がよくわからなかった。話し合った
結果は、全然知らない他人でも、野郎としている。自分がどうなってもや
ろうとしている。そんなことを知らせたいのかな、それから、育ててくれ

た親を大切にして、恩を持ちなさいと言っているのだと思う。やさしい考
えがもとにあるとは思うのだけど。

（４）大漁（４班）

・よくわからないところは別になかった。最後の「浜は～とむらいするだろ
う」というところが気に入っている。片方ではとても喜んでいても、もう
片方ではとても悲しんでいるということは人間にもあるということが言い

たいのだと思う。いろいろな見方というか。
（５）しば草（５班）
・最後の２行が気に入っている。みすゞは、しば草のことを書いといて、本

当は、「縁の下の力持ち」みたいにかげで支えているいる人もいるんだよ、
その支えている人がいるからこそ、わたしたちは生きているということが
伝えたかったんだと思う。（なぜ急に８行目から１１行目に違うことが突

然でてきたのか、それがしば草のことを引き出すために書いたんじゃない
かと思う。）どうしてしば草のことを例にだしたのかなと考えてみた。何

か印象的に残っていたかな。資料にあるように、小さいころに山に言った
とあるのけ、それが印象に残っていたのだと思う。

（６）日の光（６班）

・意味がよくわからない、とっても難しい詩だった。特に、「きよいたまし
いののぼるそり橋」とは何なのかよくわからなかった。もっとよく調べて
みたいし考えてみたい。なぜ残った一人はかげを作りにいくのに寂しそう

なのか。結局「この世に入らないものはない」ということが言いたいのだ
と思った。だから、どれも大切なものというか、命のあるものは大切とい
うか。いや命のないものも大切と言うことを言っているのだと思う。



【学習活動４の手紙の一部】



【授業をした日の子供の日記 一部】



学級活動の指導 (5/5時間）

主題名 考えを深めよう・伝えようー健輔とみすゞの思いー

ねらい 光田健輔と金子みすゞの生き方や作品について、さらに調べる
活動を通して、命を大切にすることの尊さを味わう。

学習活動
１ どんなことを調べたいか考える。
２ 調べ活動をする。（選択）

（１）金子みすゞ
・ＶＴＲ ・その他の詩（詩集）

（２）光田健輔

・伝記（文庫本、絵本、その他の道徳資料）
・郷土の社会科資料等

３ 意見の交流をする（友達に伝えよう）

【調べた事柄の例 自主勉強ノートから】



（３）実践の考察
（２）で提起した「具体的観点」にしたがって、簡単に考察を加えたい。

（Ａ）【総合単元的な発想に立つ道徳学習の目標の性格】
①単元全体の目標は子供たちによって十分に把握されること

今回の実践で、総合単元的な道徳学習の単元全体の目標（めあて）を明確に
するとともに、それを子供に十分把握させることは、概ねできたと考えている。
ただし、子供の中には、教科の枠を超えて何かを学んでいくのだということを

すんなり受け入れていない子供もいたようである。特に、金子みすゞの詩につ
いて国語で学んで、その延長として、今度は道徳で学ぶといったようなことは、
今まであまり例がなかったからである。子供にとっては、どちらも国語のよう

に感じていたのではないかと思う。

②単元全体の目標は「顕な活動」に関係する目標であること

今回の実践の場合、「顕な活動」として教師側は「新聞づくり」のようなこ

とをねらっていた。しかし、最後の学級創意の中では「新聞づくり」までやる
ゆとりがなく、個人的に調べ、自主勉強ノートにまとめるなどの活動にとどま
ってしまった。もう少しゆとりのある指導計画を立てなければ難しかったと考

える。

③単位時間の目標には「具体的な行動」をもとに判断する内容が含まれて
いること

光田健輔の時にしても、金子みすゞの時にしても、事実に基づいた資料を用
いて、それぞれの生き様、考え方等を知らせたので、生命の尊さというねらい
によりよく迫れたのではないかと考える。フィクションではないだけに、子供

も真剣に読みとることができたし、人物に共感しやすかった。フィクションで
あっても、その人物の置かれている状況、環境等具体的な事実が比較的明瞭な
ものならば、同じような効果が期待できると考える。今回の事例の場合は、郷

土の人物であるだけに親近感もあって、役割の取得なども容易だったと思う。

（Ｂ）【反省的思考の５つの側面（段階）】

①単元全体の指導計画と単位時間の指導過程に生かすこと

道徳の場合は国語と若干異なり、「１、問題状況の認識」 「５'、仮説の検

証１」の側面だけが単元全体の前後に位置付き、「２、３、４、５」が各単位
時間に展開されるように仕組んだ。国語の場合 「２、問題の設定」について
は、単元のはじめにまとめて行ったが、これを道徳では、各単位時間のはじめ

に行うことになった。国語のように、共通課題としてあらかじめ各単位時間に
取り上げる課題をまとめて設定できないのは、総合単元的な取り組みをしてい
るにしても、あくまでも教科領域が異なっていること、また、国語のようにあ

らかじめ「教材文」が子供の手元にないことによるのではないかと考える。
したがって、各単位時間で学習課題設定から取り扱わなくてはならないので、

時間的に余裕がなくなるという悩みがあった。そこで、押谷氏も述べているよ

うに「はみ出す指導」を行うことにした。学習課題設定を前の日の朝の会や終
わりの会に行っておくことである。また、「５ 仮説の検証」の段階を終わり
の会や家庭学習で行うようにした。それによって、課題追究の時間がたくさん

確保できたと思う。このような指導は、今までも「結果」として（時間が足り
なくなって、やむを得ず）行っていたことはあるが、現在のように、はみ出す
ことの方がよいのだといわれると、計画的にはみ出すことができ、ゆとりのあ

る学習活動を仕組むことができる。

②自分で試す場（教授内容の再構成の場）を準備すること

授業で培った道徳的実践力を実生活の場で試す場、繰り返し行う場を準備す

ることは、デューイのいう「教授内容の再構成の場」である。これに関しては、
今回の単元の構成パターンが、「学んだことを表現し、伝える」というものだ
ったので、計画の段階からうまく設定することができなかった。

例えば、お手伝いなどの内容では、生活科で手伝いを実践し、それをもとに
立ち止まって道徳で深く考え、再び学んだことを生活科で実践に移すというよ
うな手順を踏むことによって、うまく計画できたのではないかと考える。

今回の事例では、発展学習として人物を広く深く調べることを、再構成の場
として位置づけた。このことが、本当に再構成の場となるのか吟味が必要だと



思う。
生命尊重に徹した行動を実践に移す場を設定することの方がよかったのかも

しれないが、光田健輔や金子みすゞという人物の生き方を教材に選んで学習し

たあとで、子供たちに「自分にできることはないか」と尋ねても、学んだこと
と自分のできることの差が大きいため、具体的な行動にならないのではないか
と考えて、発展的に人物について調べる活動を「再構成の場」としたのである。

調べ活動によって、学んだことが子供個人の中で納得いく（腑に落ちる）よ
うな状態になったかどうかが、吟味の観点だとは考えている。

（Ｃ）【問う力を育てること】
①自分に問うことの善さを感じさせること

国語に比べて、道徳の場合は、一人学びの記述内容の差が大きい。それ「言
葉」にこだわる国語と、「体験」通して考える道徳の違いだと思う。健介のす

ばらしいところを考えるにしても、金子みすゞの思いについて考えるにしても、
それぞれの子供の持っている生活経験の差が大きく出てくる。健介の学習で、
「働きながら学んだこと」を追究したグループは、結局「それは、たいしてす

ばらしいことではない」との結論を出した。これなどは、そのような経験をし
たことがなく、うまく役割取得ができていなかった証拠だと思う。このような
結果になった子供は、自分に問うことの善さを感じることはできなかったので

はないかと考える。何か個に即した支援の方法が必要なのではないかと思う。

②ともに問い合える学習集団づくりをすること

道徳においては、国語以上に友達が考えていることがらに自分の意見が左右

される。したがって、国語科以上に意図的に意見を対立させたり、少数意見を
際だたせたりする工夫が重要になってくると考える。健介の方では、比較的主
題に迫る発言を引き出しやすかったが、みすゞの方の実践では、うまく思いを

まとめていくことができなかった。 これは、前者が同じ資料をもとに考えてい
るのに対して、後者は、それぞれのグループが異なった童謡を選択して課題追
究していたことにもよる。自分の動揺以外はあまり読み込んでいないので、全

体による話し合いは知識として知らされたというレベルの活動でしかなく、深
く納得するところまではいかなかったのではないかと思う。

Ⅴ 研究の成果と今後の課題

について、簡潔にまとめておきたい。研究の成果

（１）単元全体の目標の持つべき性格・条件等に言及できたこと

各単位時間の目標ではなく、単元全体の目標の方を重視して、①子供によっ
て把握されること、もしくは設定されること ②活動にかかわる目標にするこ

と 等を問題解決的な学習を充実するという観点から提起することができた。
単元全体の目標を意識して（子供も教師も）学習していくことは、問題解決

という大きな脈絡の中で各単位時間の役割や位置づけを明らかにすることにつ

ながるので重要だと考える。

（２）反省的思考の５つの側面（段階）を単元計画に具体化できたこと

国語でも道徳でも重ねて述べたが、今回の研究で自分なりにもっともよかっ

たと考えていることは、５つの側面（段階）を子供たちの具体的な活動として
規定できたことである。例えば、「仮説を設定すること」「仮説を精密化する
こと」「仮説を検証すること」を、それぞれ「一人学び」「グループによる意

見の交流」「全体による意見の交流」の場として提起した。理科や社会などの
ような顕な行動や実験によって仮説を検証できない教科や領域では、どのよう
な手順を踏むことが、仮説の設定・精密化・検証になるのか、今まで自分なり

の考えを持っていなかったからである。一つの提案としてはそれなりに意味が
あったのではないかと考える。

（３）問いに着目して、授業を構成したこと

５つの側面の中でも、「問い」に着目して、「問うことの大切さ」を子供た
ちに意識づけたことである。課題は、与えられるものではなく見つけ出すもの
だということ、学習は、教師に指示されて行うことではなく、自分たちで進め

ていくものであること等の意識は、「問い」にこだわることによって可能にな



ったのではないかと思っている。問う力を授業で育てることは、生きるという
問題解決にも必ず役に立っていくと思う。
「問う力」は、個人の力だけで養われるものではない。むしろそれは非常に

小さな割合であって、多くは友達との関係において伸びていく。したがって、
学習集団をつくることの大切さも感じた。

について以下の点を挙げて本論を閉じる。今後の課題

（１）反省的思考の５つの側面（段階）の再考

反省的思考の５つの側面を、指導計画や単位時間における具体的活動に置き
換えることによって、問題解決的な学習を生かす観点を提起してきた。しかし、

いささか形式的にすぎたのではないかとの反省が残っている。特に仮説の設定、
精密化、検証の各側面（段階）をどのように授業におろしていくのかという課
題は大きい。今後、さらに様々な単元において具体化し、そこで得られた結果

を整理していきたいと考える。

（２）子供の学習観育成との絡み

問題解決的な学習の生きる授業では、子供の学習観が育っていくと考えられ

る。現在「子供の学習観」を育てることが教育研究の大きなテーマになってい
る。このことと、問題解決的な学習とはどのような関わりがあるのだろうか。
問題解決的な学習を展開していけば、それはそのまま、子供の学習観を育て

ることになるのか、子供の学習観は系統的な学習では育ちにくいのか等、子供
の学習観をどのように定義するかなどの作業を前提として、今後の課題とした
い。

（３）総合単元的な手法を用いた道徳学習研究の推進

総合単元的な手法を用いた道徳学習は、まだこれという定まった形式・パタ
ーンは明らかになっていない。それぞれの研究者、研究校で独自の取り組みが

なされている。もちろん画一的な方法を定めて研究が進むことは、現在の学力
観の精神と反するが、いろいろな研究の交流は必要だと考える。道徳学習が総
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