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主体的な道徳学習の構想
～選択の場を保障する授業～

日本道徳基礎教育学会「道徳教育論集 第２号」掲載論文

坂 本 哲 彦

はじめに
本稿では、

子供一人一人が、より主体的に取り組む道徳の授業とは、どのような授業を指すの

か、そして、そのために、教師はどのような単元化の工夫や支援をすればよいか。

を課題として、その答えとなる一つの授業像（授業の持つべき条件と典型的な学習過程）

並びに、それをもとにした二つの実践事例を提起する。

道徳学習において、今、最も重要な課題は、学習を子供一人一人にとって「より主体的

なものにする」ということであろう。価値の教え込みとなっているかのように見受けられ

るような道徳学習が多いことに対して、批判が少なくないことは、周知の通りである。1)

そこで、現在の教育課程の中で、どのようにすれば「より主体的な」学びが実現できる

のか、その典型的な授業を提起したい。

主体的な道徳学習を仕組むために、基本的には問題解決的な学習過程をもとに構想する。

社会科や理科で行われるような明瞭な形での問題解決的な学習過程とはなりにくいが、子

供自身が問題を設定し、解決していくことができるような学習過程を求める。その際のキ

ーワードは、「選択の場の保障」である。子供一人一人が何をどのように選択することが

できるようにするのかを軸に、論述を進めたい。

授業像は、大きく分けて２種類のタイプに類別できる。

一つは、現在最もポピュラーな授業スタイルである、副読本資料を用いた「教師から資
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料を提示する」タイプ（Ａタイプ）、もう一つは、学びの場を子供自らが求めていく「探

求型」のタイプ（Ｂタイプ）である。

両者とも単元化した道徳学習として構想するが、前者は、単時間扱いの道徳学習におい

ても、実践が可能になるように考えた。また、Ａタイプの授業は、Ｂタイプの授業スタイ

ルに含まれており、探求型の授業スタイルであっても、読み物資料を用いる授業では、お

よそＡタイプの学習過程を踏むことになる。。

主体的な道徳学習については、以前より幾つかの報告を行っているが、その一つである

本学会の機関誌「道徳教育研究」第８３号において紹介したもの2)と本実践は、基本的な

考え方を同じくしている。したがって本稿においても、ジョン・デューイ(Jhon-Dewey 18

59-1952)の道徳教育に関する考え方を参考にして論述を進めたい。3)

具体的には、１において、子供一人一人が主体的に取り組む道徳学習の条件を設定する。

この条件が、単元化の視点となり、Ｂタイプの授業の大枠を決定する。それをもとに２に

おいて、１単位時間の道徳学習の学習過程を構想する。これが前述のＡタイプの授業モデ

ルである。３において、Ａタイプの授業実践例とＢタイプの授業実践例を提起する。

１ 子供一人一人が「主体的に取り組む」道徳学習の条件
ここでは一般的に行われている道徳学習に見られる問題点を指摘した後、主体的な道徳

学習の備えるべき条件（単元化の視点）を述べる。これが、Ｂタイプの授業の大枠を決定

することになる。

（１）一般的な道徳学習の指導過程（基本型）に見られる問題点

効果的な道徳の時間の学習方法について、最近は、様々な手法が主張されており、以前

のように一つの学習過程を踏まなければ道徳学習は成立しないという認識はなくなってき

つつある。

とはいうものの、今でも、「基本的な指導過程の４段階」（基本型）4)を踏んで学習さ

せることが少なくない。
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この「基本型」には指導法としてすぐれた点が多いが、「子供主体の学習」という点か

ら考えると、不十分なところもある。

具体的には、下記の４点である。

①導入段階で、教師の方から、「ねらいとする価値への方向付け」を、例えば「今

まで人に親切にしたときの気持ちを発表してください。」のように、かなり顕な

発問で行うため、子供は、本時でねらう価値を一方的に知らされてしまうこと。

②展開前段部分では、資料の中の中心的な場面や事実を「教師の方から選定」し、

その時の主人公の心情を想像させたり、行動を検討させたりすること。

③展開後段では、価値の一般化を図るために、資料から離れ子供の生活に戻って考

えさせるため、「子供の意識が大きくとぎれて」しまい、うまく意識の連続が図

れないこと

④学習の整理、まとめを行う終末の段階では、「教師の説話」が行われることが多

く、価値の押しつけ的な印象を受けることが少なくないこと。

その他の道徳の指導方法においても、教師主導の学習過程であるものが少なくない。子

供主体の学習になりにくいという点は、多くの道徳の指導法が抱えている問題点でもある。

（２）より主体的に学習するための条件

より主体的な学習にするためには、子供一人一人が、問題解決的な学習を保障すること

である。一人一人が問題解決的な学習の過程を歩むことができるようにするために、最も

大切なことは、次の２点であると考える。この２点は、子供一人一人に選択の場を保障し

なければならない最も大きい根拠となる。

一つは、

一人一人がその子なりの問題を持つことを保障すること

である。教師からの押しつけではない、その子にとっての「問題」である。はじめから質
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的に満足な問題を持つことはできないかも知れないが、たとえはじめには（すなわち、単

元や１単位時間の授業のはじめには、または、低学年の頃には）十分な問題を持ちえない

としても、問題を持つ段階を保障することから、主体的な学習はスタートする。このこと

は、問題が、一人一人違うことを認めるということが前提である。４０人いれば４０通り

の問題が授業の中に存在することを承知しておくということである。もちろん、集団で学

習するのであるから、実際には、４０の全く違う「性質の問題」が授業にのるとは言いが

たい。しかし、少なくともある条件のもので（例えば、ある道徳的価値を窓口にして、ま

たはある読み物資料をもとにして、あるいはある葛藤場面をもとにして）複数の問題が出

ることを、妨げないことである。したがって、焦点化と称して、子供が考えなければなら

ない場面を教師の方から、一方的に設定することは避けるべきである。子供が考えたい事

柄を考える（あるいは選択する）学習の段階（場や時間）を保障することが、問題解決的

な学習において大前提になる。

二つ目は、

一人一人が、その子なりの問題解決の方法をとることを保障すること

である。その子なりの問題が持てたなら、その子なりの解決の方法を採ることを保障する

ことが大切である。全員が同じ手法で問題を解決しなければならない理由はない。もちろ

ん、低学年にいたずらに複数の解決方法を選択させることは無理があろう。学年発達に応

じて、学習方法の選択の場を用意することが主体的な学習成立には、不可欠と考える。

では、その２点をより具体的にしてみよう。

主体的な学びを保障するために道徳の学習においてできることは、具体的には、次の５

点であると考える。

Ａ：子供一人一人が、その道徳の時間に取り扱われる価値内容を受けとめやすい状況

（問題状況・社会的状況）をつくること。

Ｂ：学習材に出会ったとき、学習を進めていくための問題を自らつかむ活動をつくる

こと。

Ｃ：問題を解決する学習活動を、子供自らが考えことができるようにすること。
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Ｄ：高まった道徳的実践力を発揮する場を、いきなり子供の生活一般に開け放つので

はなく、道徳的実践を試す場を設定すること。

Ｅ：道徳の時間どうしの関連を明確にすること

順に、その理由を述べる。

Ａ 問題状況（社会的状況）をつくる

道徳は、「社会的状況における意志決定の仕方」5)といわれている。その内容項目の学

習が成立するためには（すなわち、ある道徳的価値が内面的に自覚できるためには）学習

内容である道徳的価値が日常の中で、意識的にしろ無意識的にしろ経験されていなければ

ならない。

問題解決的な学習には、様々なスタイルがあるが、必要なのは、問題を問題として強く

意識させるような「問題状況」が子供の側にあることである。ある状況に出会っての疑問、

当惑、自分の考えとの矛盾やずれ等が子供の側にあることが、解決されるべき必然性をも

った問題を子供の側に生じさせるのである。6)これなしには、問題は真の問題になり得ず、

教師の側から課せられた、文字どおり「課題」となってしまうのである。

したがって、補充深化統合すべき「道徳教育が行われている他の教育活動」を、教師が

もっと明確に意識することが、道徳の時間における指導を効果的にすることにつながる。

道徳の時間の立場からいえば、そのような「社会的状況」をつくることが求められている

のである。（もちろん、そのような教育活動があるのに関連させて道徳の時間の方を設定

するのであるが）

Ｂ 問題を自らつかむ活動をつくる

問題状況が子供の側にあるとしても、それだけで追求されるべき問題が子供の内面に出

現するとは言い切れない。問題状況の中で実際には感じていても、問題として強く意識す

ることはないのが普通である。

したがって、その問題を意識させるための教師の働きかけが必要である。この活動が道

徳の時間の導入にあたると考える。今までの私の実践は、前述の問題状況を設定せず、し

かも、いやそれだからこそ、道徳の時間での導入が、教師の側からの強い働きかけによっ



- 6 -

てつくられていた。子供は、学習材に出会う以前に、学習材をどう見ればよいのか、どの

ものさしを使ってそれに問題を見つければよいのか、教師の側から教えられていたことに

なる。

そこで、考えるべきは、（直接教師の側からではない）問題を子供一人一人がもつこと

ができるようにするための学習段階（言うなれば「深めるべき価値内容項目に関わる自分

なりの問題に自ら気付く活動」）を設定することである。自分なりの問題がすぐに決定で

きない学年発達の子供や、資料の場合には、教師の方から、幾つか問題を提示し、その中

から選択することができるようにする支援も必要であろう。

前述のＡの段階とこのＢの段階を合わせて、一人一人の子供にとって真の問題が成立す

ると考える。

この活動の具体は、後述するが、教師の方から投げかけられた読み物等の資料の中に問

題を見つけていく場合（Ａタイプの授業）と、事前に持った問題を解決するために、読み

物資料や体験の場を子供たち自らが求めていく場合（Ｂタイプの授業）とに大きく分けら

れる。読み物資料や体験の場を求めていった場合においても、その資料や体験に対した場

合、その資料や体験の中に問題を見つけていく場合には、Ａタイプの授業になるので、Ａ

タイプの授業はＢタイプの授業に含まれると考えることができる。

Ｃ 問題を解決する学習活動を、子供自らが考える（選択する）ことができるようにする

深めるべき問題を子供自らが見つけだしたとしても、それをどのように深め解決してい

けばよいのか、その方法がなければ学習は成立しない。

今までの道徳学習では、学習材の目の付け所を「焦点化」と称し、教師の側から提示す

ることに加えて、解決の具体的活動や方法も教師の側から提起していた。子供が好むと好

まざるとにかかわらず、全員に同じ手法で活動させていた。例えば、吹き出し、役割演技

等である。限られた時間の中で深い価値追求をさせるためには、学習方法を考えたり選択

したりする時間を与えるよりは、教師の側から投げかけた方が効率的だからである。確か

にこの方法をとった場合、全員に同じ問題を考えさせるのであるから、学級全体としての

価値追求は幅広くなる場合が多かろう。しかし、深めるべき問題を自ら設定し、できるだ

け自らの力で追求することの方が本当の力になりやすいことは言えるであろう。社会的状

況での「意志決定の仕方」を自らの力で身につけることこそが大切なのである。

問題を追求する学習方法を子供の決定や選択にできる限り委ねていくことができるよう
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にしたいと考えが、もちろん、子供に任せる学習方法の幅（選択の幅）は、学年発達や、

扱う価値内容によって差異が出ることは言うまでもない。

Ｄ 道徳的実践力を試す場を設定する。

道徳的実践力を育成することが道徳の時間のねらいである。道徳的実践力とは、言うま

でもなく道徳的実践を可能にする内面的力（実際に行動するときに働く動機や内面的な資

質）である。道徳の時間で高めた道徳的実践力をすぐに日常生活全般で発揮させるよりも、

「試しの場」を学校の教育活動の中に設定して、そこで発揮させ、それを教師と子供で認

め合い高め合っていくことができれば、更に確かな育成が期待できる。道徳的実践力と道

徳的実践は互いに刺激し合い、関連づけられて高まっていくことから考えると、その双方

を同一の単元で扱うことができれば、より主体的な学びが展開されるであろう。

また、このような活動を設定することは、道徳の時間を評価する際の最も大きいな拠り

所となるはずである。

Ｅ 道徳の時間どうしの関連を明確にする

道徳的価値内容は、一人の人間の中では一連のもの、構造的なものであり、一つ一つが

独立して存在しているのではない。すべてが調和的に存在し、その人らしさを醸し出して

いるのである。また、一つの行為を切り取ってみても、それがたった一つの価値内容項目

に依って成立しているということは少ない。ある一面から見ればそれは「親切な行為」で

あり、また他方から見れば「勇気」ある行為なのである。したがって、一つの行為を見た

ときに、それをたった一つの価値内容項目からのみ学習させることが、必ずしも効果的と

は考えにくい。子供の主体的な学習がごく自然に展開していけば、また、子供の学習意欲

が自然な形で発揮されるとするならば、一つの学習材から他の価値内容項目が引き出され

深められることも有り得ることである。一つの学習内容を１時間で教えるとしても、関連

価値内容をもう１時間で扱い道徳の時間同士の単元化、関連指導を行っていくことも、主

体的な学びの成立には必要となってくるであろう。子供の意識の流れに従って、いろいろ

なバリエーションが考えられる。
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２道徳の時間における主体的な学習過程を構想する（選択の場を保障することを通して）

１において述べた「子供一人一人が主体的に取り組む道徳学習の条件」をもとに、具体

的な道徳の時間の学習過程や支援の在り方を構想する。

ここでは、１単位時間でなされる問題解決的な道徳学習（Ａタイプの授業）の学習過程

のモデルを提起したい。

大きく次の５つの学習段階別に、子供の活動とそれを支援する教師の働きかけを考えた

い。

①資料（隠れている問題）と出会う段階

②資料の中にある問題に気付く段階

③自分なりに問題を解決する段階

④交流することによって、問題解決の質を高める段階

⑤学習を振り返る段階（新たな問題を設定する段階）

①資料（隠れている問題）と出会う段階

【低・中学年】 背景

共通の体験的教育活動

学習材（価値） 子供 個別の類似体験

導入で、価値への明確な方向付けを行わず、学習材を一括提示する。子供たちは、自分

の道徳的な体験をもとにして、資料に隠されている価値と出会う。資料には、いくつもの

道徳的価値が存在するが、それを子供一人一人の自由な感じ方で、引き寄せて考える。

【高学年】
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背景

共通の体験的教育活動

学習材（価値） 子供 個別の類似体験

多くの道徳的価値内容を学習している「高学年」では、学習材を提示する前に、敢えて、

ねらいとする道徳的価値内容についての「問題意識を高めるような活動」を入れ込んで、

この段階を膨らませることが有効な場合がある。学習材に出会う前に、価値に対する考え

を話し合っておこうというものである。学習前の自分たちの価値観をしっかり出し合って、

学習する前の自分の価値観を自分で把握しておこうというものである。

そして、その話し合いの中から、自分なりの問題を持ち、資料を求めて、調査的な活動

を子供たち自らが行い、読み物資料を探したり、体験的な活動を子供たち自らが求めて行

ったりする単元を組むのである。

「友を思いやるとはどういうことだろうか」「学校を愛するとはどうすることだろう

か」など、価値概念について問い、一人一人の価値観を出し合う導入になることが多いの

で、低学年より高学年に適している。

１つの主題について２～３時間の学習を行う場合などに行う場合、学びを主体的に行う

ためのエネルギーとなるような活動としても効果があるのではないかと考えている。

＊例えば、【個性伸長の授業の場合】

発問指示「自分の長所とは何だろう？自分の長所だと思うことを書いてみまし

ょう。」

（この部分が、別の資料の提示になることがある。）

発 表 （それぞれ自分の長所を出し合う。共通することを括った後）

発 問 「長所とは何だろうか？どんなことを指すのだろうか？」

話し合い（学習する前の自分たちの価値観の把握 自分なりの問題意識）

（自分は長所というものを～と捉えているのだが、みんなとは少し違

うような気がする。それに、自分にはあまりたいした長所というも

のがない。長所をどう考えたらいいのだろう。）
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示唆 「長所に対する自分たちの考えや思いをもっと深めるために○○とい

う資料があるのだが、読んでみませんか。この資料は、きっとみな

さんが考えている長所についての捉え方を大きくしてくれると思い

ますよ。」

＊資料提示を教師から行わないで、子供が複数の資料から自分の問題解決

にふさわしいものを選択したりする活動にしてもよいと考える。

資料提示（子供は、自分の長所に対する価値観とひき比べながら、資料を読む。

発 問 「この資料の中で、長所に対する考えを深めてくれそうなことを出し

合いましょう。どの人物のどの行為、どの感じ方が参考になります

か？）」

最終の意識「手塚治虫のように、自分の長所とは、自分が好きなことと考えて

いいのだと言うことを初めて知った。長所は、人と比べて優れて

いるところという意味だけでなく、自分の中で、大切にしたいこ

と、得意なこと、好きなこと、と考えてもいいのだな。それなら

僕にも長所が幾つかあるよ。」

②資料の中にある問題に気付く段階
＊学習の方向を自ら選択したり、決めていく段階

【低・中学年】

一つの価値に対する２～３の価値観が隠れている場面から１つを選択する

（教師側からの提

示）

例えば次のような場面（いろいろなパターンがある）

十分でない価値観が
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描かれている場面

教師

学習材（価値） 価値観が揺れている 子供

場面 選択

より高い価値観が

描かれている場面

●教師の発問

○ 低学年

「どの場面の○○さん（主人公）とお話ししたいですか」

「どの場面の○○さん（主人公）の心を覗いてみたいですか」等、

資料の登場人物と会話したり、かかわったりすることを促す発問を工

夫する

○中学年

「すばらしいなと感じたり、自分とは違うぞ、変だなと感じる場面を選び

ましょう。」

「考えてみたい場面を選択しましょう。」等

自分の価値観との相違を意識させるような発問を工夫する。

【高学年】様々な価値観が隠れている場面を、ある程度自由に子供の力で選ぶ。

場面あ

場面い

学習材（価値） 場面う 子供
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場面え

場面お

●教師の発問 （低学年・中学年のような発問に加えて）

「考えてみたいところを選んでみましょう。」

かなり開いた形での問いをする。

前述のように例外的な資料提示、発問は考えられる。

③自分なりに問題を解決する段階
＊考えをつくるための学習方法（手法）の選択を含めて、自らの考えを生み出していく

段階

【低（１つ）・中（１、２程度）・高（２、３程度）では、選択可能な手法の数が違

う】

主人公の行為心情 価値観 子供

一人学びの手法

【低学年】考える手法を教師の方から提示（全員同じ手法）

○主人公と話をしてみる・・・・・鉛筆対談（質問ごっこ）、役割演技、

○主人公の心情を想像してみる・・吹き出し、動作化

【中学年】低学年の手法以外に以下の手法から２、３を提示し、子供が選択

○主人公の行為の善し悪しを判断してみる・・・道徳めもり スケール

○心情を想像してみる・・・心の色分け、シナリオ作り、劇化、
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【高学年】深める手法を複数提示するが、それ以外も自由に選んでもよい。

○自分の考えの変化を見る・・・心の地図つくり、

○価値観を高める交流の場を子供たちでつくる・・○○会議

○考えを深める資料を自分たちで見つける・・調査活動、

④交流することによって、問題解決の質を高める段階
＊自らの考えをもとに、多様な価値観に気付く よりよい価値観を共に創り出す段階

【低・中・高で違うだけでなく、扱う資料等によっても、違ってくる】

ここの発問は、資料の性格によってずいぶん違うので、一般化 子供

した形式で示すことが難しいが、次のような方法が考えられる 全体で出てきた

価値観の中から

●登場人物そのものやある行為に対して、（すなわち③で 自分なりの納得

考えたことを交流して共有したものに対して） が得られる価値

「よいか悪いか」「好きか嫌いか」「自分ならするかしない 観を取り入れる

か」「できるかできないか」等自分をかかわらせる活動 ○や□や☆

（自我関与）で話し合いを深める

例えば

「主人公のことをどう思いますか？」 「あなたならどうしますか？」

「どの考え方が、みんなのために最も良い結果を生み出しますか？」

「すばらしい考えがたくさん出ました。そうは言っても、簡単にできないぞ、自分は

できないで悩んだことがあるぞ、というものはありませんか？」

●資料の中の価値的な言葉や登場人物の行為、心情、発言 ・『心のししゅう』とは

等で、話し合いを深める。 とは、何だろう？」

・子供の考えからはなかなか気が付かない点を教師から ・「最後の一葉」とは何
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提示することによって、考えを深める。 を指しているのか」

全体

○

例えば３つの場面を選択した場合 ↑ ●高学年に限っては、

●□☆ 一つの価値に対して幾

子供 探った価値観● つかの価値観を知るだけで

はなくて２つや３つの価値

観の関係について認識する

場合もある。

子供 探った価値観□ ●□☆

例えば・・・

手品師では一般に約束

を守る誠実さに焦点が

子供 探った価値観☆ 当てられる。場面を自

由に選択すると他の価

共通の体験的教育活動との関連 値についても扱うこと

になる。例えば「努

●全体で高めるときに、教師の方からの比較的 強い 力」の価値と「信頼友

支援として、事前に仕組んだ「共通体験」に関する 情」の価値と「誠実」

映像や作文等の提示を行い、「自分はどのように感 の価値の関係について

じていたのか、自分はどのように行動したのか」等 考える場合が出てく

について、振り返ることができるようにする。 る。（価値観の構造化）

⑤学習を振り返る段階（新たな問題を設定する段階）

●「自己を振り返る」（今までの価値観、今までの行為等）ことを大切にする道徳学習で
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は、学習の振り返りの段階で「学び方」の振り返りを行うとともに、自由記述を中心

として「学んだ価値」についての振り返りを行う。

子供

全体で出てきた価値 ＊共通の体験的教育活動

観の中から、自分な 感想、手紙、ビデオ、

りの納得が得られる 振り返りの段階 Ｇ・Ｔ

価値観を取り入れた

状態（○や□や☆） ＊個別の類似体験

共通の体験的教育活動との関連

●学習を振り返る段階では、体験的な教育活動でふれあった人からの働きかけ（

手紙、ビデオレター、ゲスト）を行うことにより、道徳的な心情を深めたり、

道徳的実践意欲を高めたりする。このことによって、共通体験を振り返り、

「不十分な自己の自覚 」や「これからよりよく生きたいくための自分の課

題」をより明確に意識することができると考える。また、この道徳の時間の後

に単元化する「実践の場」を意識させる ことにより、よりよい課題が待て

るようになる。

３ 実践事例（１）
Ａタイプの授業実践例】【

第 １ 学 年 道 徳 学 習 指 導 案
１年２組 指導者 坂本哲彦

単元 たのしい１の２



- 16 -

１ 単元について

道徳学習は、よりよく生きたいという人間本来の願いを実現するために、道徳的な諸価

値の内面的な自覚を通して、生きて働く道徳性を養うものである。この期の子供は、半年

間にわたる仲良しの友達との遊びや学習などを通して、自分の所属する学級や学級の友達

に愛着を持ち始めている。したがって、この期の「学級愛」を扱う道徳学習では、クラス

全体で知恵を出し合い、めあてに向かって協力して自分の力を発揮する活動に、しっかり

取り組ませることが大切となってくる。このことが、子供たちの心の交流を促進し、活動

の成就感や自信等を育むとともに、自分の所属する学級への愛着を高め、今まで以上に学

級を好きにさせることにつながると考えるからである。更に、この思いを膨らませること

は、高学年においては、学校を愛し価値ある学校を求め、よりよい校風を創造していこう

とする意欲をもった子供を育成することにつながると考える。

本単元では、子供一人一人が、よりよい劇発表を目指して行う国語科の学習と、より楽

しい１年２組になるための「仲良し集会」を企画運営する学級活動を軸に、学級の友達と

一緒に協力して学習や生活を創り出す楽しさ、活動を重ねる毎にますます自分のクラスが

好きになっていくことを実感する楽しさを味わわせることを目指している。体験が蓄えら

れている道徳の時間１では、子供一人一人が、自ら価値に気付き高めるなどの主体的な学

びを展開し、よりたくましい実践力を培っていくものと考える。道徳の時間２では、それ

までの二つの体験的教育活動において発揮された「個人のよさ」に着目させることにより、

子供一人一人が、より豊かに、学級を愛する心情を温めていくものと考える。

そこで、本時では、次のような支援をすることで、上記の課題の解明を図りたい。

・事前の体験的教育活動で育んだ道徳的価値に、自ら気付く活動を活性化するための資料

提示や発問の工夫をする。

・気付いた価値内容を自ら進んで、深めることができるような、一人学びや話し合いの工

夫をする。

・生活を振り返り、確かに自分を見つめることができるようにするための手だての工夫を

する。
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２ 目標

○楽しい学級を作るために、自分たちの力を出し合い、協力してよりよい劇発表や仲良

し集会の活動に関わることができるようにする。

○学級に愛着を持ち、学級の生活を進んで楽しもうとする心情や態度を培う。

３ 指導計画（道徳の時間２時間、国語科１７時間、学級活動３時間）

単元構成の工夫・・・国語科で、「１の２オリジナル劇～きりかぶの赤ちゃん～」を

創作発表した時期に合わせ、道徳の時間１を行うことによって、「学級愛」という道

徳的価値に気付く活動を活性化し、自らの思いをもとに学習を進めることができるよ

うに工夫した。また、高まった道徳的実践力を、「１の２仲良し集会」で発揮できる

ようにした。劇発表と仲良し集会で発揮された「一人一人のよさ」について、道徳の

時間２において補充深化し、道徳の時間１との統合を図ることとした。

単元構成・学習活動 学びの楽しさに迫る意識 主体的な学習への支援

・おもしろいお話だな。続 ○道徳の時間に自ら価値

国語科（１７時間） き話も作るのかあ。楽し に気付くことができる

『きりかぶの赤ちゃん』 みだ ように、クラスで協力

第１次（３時間）お話を ・劇にして発表会をしたい して発表劇を作る活動

読み ,劇の計画を立てる な。だれに見てもらおう との単元化を図るとと

第２次（８時間） かな。 もに、心が動く場面を

場面毎のおもしろさを ・「１の２オリジナル劇」 選択する活動を設定す

話し合い,劇練習をする ができあがっていくぞ。 る。

第３次（６時間） ・場面を想像することはと ○学んだ道徳的価値を実

続き話を創作し、劇の ても楽しいな。おもしろ 生活の中で実現するこ

発表会を開く。 い続き話ができたなあ。 とができるように、道

・練習して発表会だ。やる 徳の時間の後に、実践

ぞ。 的活動（仲良し集会）

・力一杯発表できたな。 を仕組む。また道徳の
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時間では、主人公と関道徳の時間1学級愛4-(3) ・私は、３の場面の「ぼく

わる活動を設定し、役資料『はっぴょうかい』 」とお話をするよ。

割取得を促すとともに（青葉）を読み、主人公 ・「ぼく」はクラスの友だ

自分なりの価値観を高と対話したことをもとに ちみんなと仲良しだから

めることができるよう学級のよさについて話し 元気を出すことができた

にする。合う。（本時） んだね

・私もこのクラスが楽しい

○学級愛は、子供が学校よ。もっと楽しくなると

生活を楽しむよりどこいいね。

学級活動（３時間） ・みんなで力を合わせて ろとなるものである。

みんなで考えを出し合 「 仲良し集会」を開こ 他を思いやる心情が基

い、よりよい仲良し集 う。 楽しい会にしたい 盤となっている。道徳

会を開く。 な。 の時間では、自らの価

・思い出に残る、とっても 値観を交流し合い、自

楽しい集会ができたね。 他をより深く理解する

ことができるようにし・みんなよいところがある

たい。道徳の時間2学級愛4-(3) んだね。劇や集会でがん

資料『みんながちゃんぴ ばったところはチャンピ

○道徳の時間において、おん』（日標）を読み、 オンだと思うよ。ぼくは

場面の状況や資料の粗一人一人のよさを見つけ 何チャンピオンかな？友

筋が理解しやすいよう合う。 達は何かな？みんなチャ

な手だての工夫を行うンピオンだな。

発展 『おたんじょうかい』（文渓） ４ー（３）学級愛 （２年）

４ 本時案（道徳の時間 １/２）

（１）ねらい 資料『はっぴょうかい』を読み、主人公との対話をもとに話し合いを

することを通して、クラスが楽しいという心情を高める。
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（２）学習過程

学習内容・学習活動 学びの楽しさに迫る意識 評 価 と 支 援

①資料『はっぴょうかい』を ・大きな声で歌えてよかった ○興味を持って資料を

聞き、主人公と対話したい ・「ぼく」とお話したいな。 聞くことができるよ

場面にネームカードを張る ・３つの場面から選ぼう。 うに、場面絵を用い

△ぼくは、緊張している１の て語り聞かせたり、

・話のあらすじ (10) 場面の「ぼく」を励ました 粗筋が理解できるよ

・主人公と話したい場面 いな うに、黒板に場面絵

を決めること □わたしは、いろいろ思い出 や短冊を添付したり

・対話への意欲 している「ぼく」にどんな する。

・価値内容への気付き 気持ちか尋ねてみたいわ。 ○子供が心を動かされ

○よく歌えたことをほめたい る３つの場面を設定

△元気を出してがんばれ！今 し「どの場面のぼく

②選んだ場面の主人公と鉛筆 まで、皆で練習してきたか とお話ししたいです

対談をする。(10) ら、きっとうまく歌えるよ か？」と問い、自ら

□友達が増えてクラスの皆と の価値への気付きか

○「ぼく」への思い なかよしになってよかった ら学習を始めること

・緊張していることへ たつや君に励ましてもらっ ができるようにする

の理解 て元気が出てきたんだね。 ○鉛筆対談で、主人公

・みんながいることの □１年２組の皆と遊んだり勉 に対する共感的な理

楽しさ、協力のよさ 強したりするのが楽しいん 解を促すとともに、

・クラスみんなでがん だね。 資料から得た価値へ

ばったすがすがしさ ○皆が声を合わせたので、と の気付きを自分なり

○価値内容に対する自分 ってもうまくいったね。も に深めている子供を

なりの理解 っと１の２が楽しくなると 価値づけ賞揚すると

いいね 共に、そのよさを他

・「ぼく」は友達に励まされ に広める。

③対談したことを発表し、話 て元気を出すことができた ○対談内容をもとに、
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し合う。(15) んだ。 主人公ががんばって

・仲良しの友達がいるのはと 歌うことができたわ

・がんばれたわけ・よさ ってもいいよね。楽しくな けなどに焦点を当て

・仲良しの友達のいるよ る。 て話し合い、クラス

さ・すばらしさ ・だから「ぼく」は１の２が のみんなのことが好

・クラスが楽しいという とっても好きになって、が きな主人公の心情を

心情 んばれたんだよね。すばら 捉えさせ、求める価

しいな。 値内容に迫りたい。

・わたしもこの前の劇発表で ○高めた価値観をもと

④体験を振り返り、感じたこ は協力してがんばれたよ。 に主人公と比較する

とをノートに書く。(10) ・本番は、すごく緊張したよ 問いをし共通体験で

ね。 ある劇発表の様子を

・道徳的価値から自分の ・ぼくは、毎日学校に来るの 振り返ることができ

体験を振り返ること が楽しいよ。クラスの友達 るようにするととも

・クラスが楽しいという と一緒に遊ぶのが大好きだ に自分なりの課題を

心情の高揚 ・もっともっと仲良しのクラ 記述している子供を

スになるといいなあ。 捉えよさを広める

読み物資料『はっぴょうかい』青葉１年生

きょうは、はっぴょうかいです。ぼくたち一ねん二くみは、うたを うたうことに な

っています。

二くみの みんなが ぶたいのうえに あがって ならびましたが、ぼくは

あしが ふるえて きます。 １

となりに いる まことくんに、 場

「ぼく うたえるか しんぱいに なって きた。」 面

と、ちいさな こえで いいました。
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すると、まことくんも、

「うん、ぼくも むねが どきどきするよ。」と いいました。

そのとき、みぎがわに いる たつやくんが、

「二くみの みんなが いっしょだよ。みんなで れんしゅうしてきたじゃないか。 げ

んきを だして がんばろう。」

と いって、ぼくの てを にぎりました。

にゅうがくした とき、ぼくは ともだちが いなくて ひとりぼっちでした。

でも、たつやくんや まことくんたちが やさしくして くれました。 ２

ボールの とりあいを して けんかを することも あるけれど、いまでは 場

二くみの みんなと なかよしに なりました。だから この クラスで 面

べんきょうしたり あそんだりするのが、たのしくて たまりません。二くみが

だいすきに なったのです。

ぼくは、たつやくんの てを ぎゅっと にぎりました。そして、

「二くみの みんなで がんばって うたおうよ。」 ３

と、はんたいの てで、まことくんの てを にぎりました。まことくんは、 場

ぼくを みて にっこり しました。 面

まくが あきました。みんなが いっしょに おおきな こえで うたいました。

一ねん二くみに おおきな はくしゅが おくられました。みんな えがお

いっぱいです。

実践事例（２）
Ｂタイプの授業実践例】【

第 ４ 学 年 道 徳 学 習 指 導 案
４年２組 指導者 坂本哲彦

単元 思いやりとは？
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１ 単元について

児童期の中でも最も活動的で、グループで行動することが多くなるこの期の子供は、社

会的な認識能力が発達することから、自他の行動を客観的に見つめ、行為の善悪について

ある程度反省しながら把握できるようになる。したがってそのような子供たちに、互いに

温かい心を持ち、人の気持ちを理解して親切にしようとする心情や態度を養うことは重要

だと考える。特に、やさしい行為をすることが親切であるという考えに加えて、相手のこ

とを考えてあえて厳しく接することや、反対に何もしないで見守ることが親切な場合もあ

る、という考えにまで広げ深めさせることが大切である。このことによって他の人の思い

を考えて、自分の行為を見つめる力が更に高まり、思いやりを大切にできるよりよい自分

の姿が描けるであろう。そのことは、将来、人や社会のために自分ができることを自ら考

え出し、主体的に行動することのできる子供を育成することにつながると考える。

「思いやり」において最も大切なことは、「互いに違いを認め、助け合いながら、共に

生きる」という願いを持つことである。相手を見下して行う行為は、真に思いやりのある

行為とは言えない。人間平等の精神、独自性の尊重、互助互譲の精神、他者理解に支えら

れてこそよりよい行為となろう。したがって、相手の立場を尊重し、自分を生かすという

視点で捉えさせることが大切である。自発性、公益性、無償性という原則があり、身近な

生活の中で実践することによって価値を持つボランティア活動は、思いやりの心を発揮す

るのにふさわしい活動である。子供たちはボランティアの体験を重ねていく中で、道徳の

時間に高めた考えを確かにしながら、思いやりの心を自らの中に豊かに膨らませることが

できると考える。そして、自ずと、人や社会の役に立っている自分を見いだし、頼もしく

感じるようになるであろう。

そこで、本時では、次のような支援をすることで、上記の課題の解明を図りたい。

・自分なりの考えをもとに更に追求したいという意欲を高めるための導入の工夫をする。

・自分の考えを主体的に深め、人の立場を実感として理解できるようにするために、疑似

体験の場の 工夫をする。

・一人一人の子供に、思いやりの意味をしっかり膨らませることができるようにするため

の話し合い の工夫をする。

・深めた思いに照らして、自分を振り返り、自分なりのめあてや課題を持つことができる

ようにする ための手だてを工夫する。
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２ 目標

○ボランティア学習を進める中で、感じた思いを話し合ったり詩に表現したりするこ

とを通して、相手の立場を思いやり、勇気を出して進んで行動しようとする心情を

養う。

３ 単元構想（道徳３時間、学級活動４時間、国語科６時間、総合活動４時間）

この単元は、学級活動でボランティア学習を進めていく中に、単元構成のポイント

道徳の時間を３時間組み込み、国語科を関連させた構成にしている。総合活動「クリ

ーンハイク」で初めてボランティア活動を体験した子供たちは、ボランティアに興味

や関心を持ち始めている。ここではその思いを発展させ、実際に車椅子に乗っている

人と触れ合ったり、お年寄りに手紙を出したり、また手話の学習をしたりするなどの

体験を通して、「本当の思いやり」とはどのようなものなのかについて、道徳の時間

を中心に主体的に追求させていくことにした。また国語科では、ボランティア学習の

中で感じたことも詩に表し、「４の２詩画集」を作成する過程で、個々人の思いを交

流し合うことによって、活動や体験に対する満足感、達成感をより一層感じ取らせた

い。

学びの楽しさに迫る意識 学 級 活 動 国 語 科 総合活動

たくさんのゴミに満足したよ

自分から、人のためにできる 総合活動

ことをするのはすてきだな。 学級活動１

そんなクラスになれたら学級 第４回総合活動 (4)

がもっと高まるよ。ぼくにも ボランティアって(1) クリーンハイク

いろいろできそうだけど、ま ・ボランティアの特徴

ず触れ合うことが大切だと思 ・可能な活動例
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う。 国語 詩の広場 (6)

この絵の場合、車椅子を押す

方がいいのかな。できるだけ

助けてあげればいいと思う。 道徳の時間１(30分) ＊思いやり・親切 2-(2)

そうかな。そうさ、それが親 車椅子に乗っている人の描かれた場面絵を見て話し

切というもんだ。車椅子の人 合い、思いやりのある行為について自分なりの考え

と話したり、車椅子に乗って を持ち、追求の方法について話し合う。

みたら考えが深まると思うよ

車椅子の人は、できるだけ自

分でやりたいという気持ちが 学級活動2

あるんじゃないかな。ぼくな 単元：「４の２

らどうかな。とてもつらい気 車椅子に乗っている人 詩画集をつくろう」

がするけどな。すごいな。 と話し合おう、触れ合 １次：金子みすヾの３

一緒に遊んで楽しかったこと おう。於：体育館 (1) 編の童謡を読み味わ

を詩に表してみたい。思いが い、そのよさについ

伝わるかな。

車椅子を押してもらうと助か

るな。自分でやりたいという 道徳の時間２(60分) ＊思いやり ・親切 2-(2)

願いは大切だぞ。親切にもい 車椅子乗ったりトラストウォークを体験したりして

ろいろなわけがあるな。「か 感じたこと考えたことをもとにして、相手の立場を

わいそうだから」というのは 思いやるとはどのようなことなのかについて話し合

相手に失礼だぞ。おもいやり う。 【本時 道徳の時間 2/3】 於：中講堂

の発揮できる自分になりたい

学級活動3ぼくは～だったけど～ことが

て話し合うとともにできそうだぞ。

お年寄りに元気メールを出し お年寄りに元気メール 詩画集作りの計画を

て、話をしてみよう。返事が を送ろう。 (1) 立てる。 (2)

来るといいな．

なことを相談してみようかな 日常活動 ２次：ボランティア学

今度は手話で話をしてみたい 学級活動4 習から感じたことを
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ね。「協力してください」は 詩と挿し絵で表し発

こうするのかわかったぞ。思 手話で話そう。(1) 表した後一冊の詩画

いが伝わるかな。 集にまとめる。(4)

よし、気に入った詩が書けた

友達のも聞きたいな。発表会 日常活動

をしよう。

いい詩画集ができたな。

人に親切にするといってもな 道徳の時間３(1) ＊勇気1-(4) 「心の信号機」( )学研

かなか勇気を出して声をかけ 主人公の葛藤場面から困っている人に対して勇気を

ることは難しいな。でもでき 持って話しかけることの大切さについて話し合う。

るとすばらしい。そんな自分

になれるといいな。

４ 本時案 （道徳の時間 ２／３） 於：中講堂

（１）ねらい 車椅子やトラストウォークの体験をもとに話し合うことを通して、相手

の立場に立って親切にしようとする心情を高める。

（２）学習過程

学習活動・学習内容 学びの楽しさに迫る意識 支援と評価

①今までの自分の考えと本 ・ぼくは前の時間、できる ○道徳ノートから親切にす

時の自分のめあてを発表 だけ押す方が親切と考え る際の迷いや、親切にす

する。 (5分) ていたけど□□さんの話 るわけ、追求意欲が出て

を聞いてどうするのがい いる記述を価値づけたり

思いやりや親切につい いのかよくわからなくな 対比したりして本時のめ

て考えること ったよ。今日は車椅子が あてをより明確にさせ学

課題追求への意欲 どんなに大変なのか実際 習への期待感を高めたい

に確かめたい。 ○車椅子に乗る側・押す側
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・歩くのなら何でもない段 の両方を体験させ、それ

②車椅子に乗ったり、トラ を乗り越えるのに一苦労 ぞれの心情を実感として

ストウォークを体験した するよ。ぼくは、押して 捉えさせたい。

りして、感じたことを道 あげたいと思うよ。・車

徳ノートに書く。(25分) 椅子を押してもらうと助 ○本時の自分のめあてに対

かる してどのような示唆を得

考えの変化とそのわけ ・見えないから恐い。少し ることができたのかとい

体験による実感 手を添えてもらうと助か う点も踏まえて考えをま

・段や坂道の苦しさ るなあ。 とめさせ、後の話し合い

・見えない危険、不安 ・ちょっとしたことで頼り に生かすともに、考えの

・手を添えられる安心 にされるなんてうれしい 変化を自分で確かに把握

・手助けする気持ち よ。押したい・乗ってみ することができるように

て初めてわかった。やは したい。

り何かしてあげるのが親

③車椅子の人の話や体験を 切だ。 ○体験から得た車椅子で行

もとに思いやりや親切に ・車椅子だと不便だから押 動することの不便な思い

ついて話し合う。(25分) したいけど、できるだけ と車椅子に乗る人の真の

自分でやりたいという願 願いに目を向けた発言を

手伝う親切（押す） いは大切にしなければい 捉え価値づけるとともに

・車椅子は大変だから けないと思う。難しいな 板書上で対比させ、相手

・かわいそうだから ・～さんは自分がしてほし の立場を考えることの大

・自分ならしてほしい いことから親切を考えて 切さと難しさを強調した

から相手にもしたい いるんだな。・実際にや い。

見守る親切（押さない ってみて～と思っている ○わけをいくつかの考えに

・されるのを相手が望 ～君の考えは僕と同じだ まとめ、それぞれのよさ

んでいないから ・いつも押すのはおせっか を認め合わせながら、

・しない方が相手のた いだよ。 「 かわいそうだから」と

めになるから ・かわいそうだから押すと い う主旨の発言を取り上

相手を思いやることの いうのは相手がいやな気 げ その考えの善し悪しを

大切さ、難しさ がすると思う。ぼくだっ 自 分の体験と比較させな
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てそう思われてされるの が ら考えさせ、相手の気

はいやだ。相手に失礼だ 持 ちをより深く捉えさせ

・ふつうに助け合えばいい た い。

④学習を振り返り、今の思 んだよ。そんな親切はす

いをノートに書く｡(5分) ばらしいと思うよ。 ○□□さんがされてうれし

・今までの自分は～だった かった体験を語ってもら

前と今の考えの違い と思う～なことで思いや う(VTR)ことによって、

思いやりの心情の高揚 りのある行動ができそう 思いやりのすがすがしさ

自分なりの課題 だぞ。思いやりについて を一層印象付け、そのよ

ときどきは考えられる自 うな人になりたいとのあ

分でありたいな。 こがれを持たせたい。

おわりに
主体的に道徳学習に取り組むことができるようにするために、Ａタイプの授業では、教

師から提示された資料（その多くは読み物資料であるが）の中に、子供一人一人が、共感、

疑問、憤り等をもとに「問題」を設定し、それを解決すべく学習の手法を選択しながら考

えを深めていくことができるように学習過程を構想した。

Ｂタイプの授業では、ある問題意識（前述の事例では「人を思いやるとはどうすること

か？」「道で車椅子に乗った人とすれ違ったときどうすればいいのか？」等の問題意識）

から、その問題を解決すべく、体験の場や（「車椅子に乗っている人と交流の会を持つこ

と」や「車椅子に試乗してみる」などの体験の場）読み物資料を子供自らが求めていく横

断的な授業を構想した。

それぞれの実践について座席表などをもとに、子供一人一人の思考の過程などを明らか

にしていく必要もあると考えるが、紙幅に限りがあるため、授業構想のみにさせていただ

いた。7)

一人一人の問題意識を大切にすることによって、一人一人の主体的な学びを保障するこ

とは、必ずしも集団での学びを必要としないことが多い。したがって、一人一人の主体的

な取り組みのよさと集団で学ぶよさの双方を子供に実感させることが大切となって来よう。



1) 批判は多く見受けられるが、例えば、諸富祥彦「我が国における「価値の明確化」の

実践に関する研究」（『道徳教育論集 創刊号』 日本道徳教育学会編 平成８年３月）
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めており、一単位時間の道徳の授業が、具体的にどのように変わるのか、変わるべき

な のかについての記述が少なかった。このことから、この論をより発展させ、いつも行

わ れる道徳の授業が発問や資料レベルで、どのように構想されると「より主体的な道徳

の 授業」となりうるのか、その一つを提起したいと考えた。

そのため、学術論文というよりも、実践研究という意味あいが強くなる。このような
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4)様々な指導資料が出版されているが、例えば代表的なものとして、 青木孝頼『道徳授

業の基本構想』（文溪堂 1995年）がある。私は、この基本型による道徳の授業がすべ て

問題であると考えてるのではない。価値の一般化や４類型など優れた学習過程や手法 があ

ることは認めている。ただ、本稿の主眼である「主体的な学習」という観点に立っ たとき、

不十分さがあると主張しているのである。
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集団化の工夫については今後の課題といえる。
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g to The Educative Process - Rwvised edition,D.C.Helth and Canpany,1993.PP.155

-116.

反省的思考（reflekctive thinking）には、５つの段階ないしは側面があるとされて

いるが、特に「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」がその第一の段階として

重要であると述べている。問題解決的な学習を組織するとき、見落とされがちな段階で

あると考える。


