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「みんなで親切について考えよう」授業記録

授業日 2005年8月6日（土）

場 所 筑 波 大 附 小 講 堂

授業最終板書

導 入

Ｔ１ じゃ、先生が号令をかけましょう。では、今から道徳の学習を始めます。礼。

Ｃ 【礼】

Ｔ２ 今日はね、みなさんとねぇ 【 親切」と板書した後】読めますか？、「

そう、今日はね、みなさんとね 「親切」について勉強しようと思っているんで、

すよね。

自己評価活動１（口頭）

みんなは友達に対してね、親切な方？それともあまり親切じゃないかかな？

どっちかというと親切かなあという人？

Ｃ 【ほどんど手が挙がらない 「わかんなあい」というつぶやきも・・】。

Ｔ３ わかんない？じゃ、どっちかというと親切じゃないなあっていう人？

Ｃ 【ほとんど手が挙がらない】

Ｃ 思いっきり親切じゃない【かなり大きな声のつぶやき】

Ｔ４ 【つぶやいた子どもの方を向いて】おう、思いっきり親切じゃないかあ？そう？

では、どっちかわかんないという人？

Ｃ 【３０人程度の子どもが手を挙げる】

Ｔ５ おう、そうかあ。多いねえ。ようし、親切かどうか自分では分からないという人

が多数だったから、今日、親切の勉強をする意味もあるというものですね。

さっき、親切だという人（手を挙げた人）が何人がいたんだけど、どうしてか教

えてくれない？

Ｃ 【手を挙げた子どもが、はずかしそうに黙っている】

Ｔ６ わかんない？
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じゃあ、親切じゃないよって言う人、なぜだか教えて？

Ｃ 【黙っている】

Ｔ７ 親切じゃないことなんだから言いにくいよね。じゃ、言うのをやめよう。

では、どっちかわかんないっていう人、なぜ？

Ｃ 【２０人以上手を挙げる】

Ｔ８ では 【一人の女の子の方を向いて】お願い。、

Ｃ１ 親切だなということもあるんだけどぉ

Ｔ９ うん、親切って言うこともあるんだ、で？

Ｃ１ 自分で、自分のことをなんか、親切っていうのは、なんだか・・恥ずかしい。

Ｔ１０ 他に？ある？【板書】

Ｃ２ あの、自分で、自分の親切、心のことだから、相手から見れば、親切か親切でな

いか分かるんだけど、自分からは見えない

Ｔ１１ ああ、なるほど、わかんないんだ。そのほかの人も同じ意見？【うなずく】

よし、じゃ、わかった。

自分が親切かどうかというのは、自分で言うのは恥ずかしいよとか、自分ではな

かなか分からないよとかいう意見が出ましたね。

そこで、今日は、それが勉強できるように「読み物資料」を準備してきました。

料金不足の時の説明↓ Ｃ２の発言を聞く子どもたち↑

「絵はがきと切手」っていうお話しです。これね、ちょっと難しいのでね、資料展開１

を読む前に、お話しを聞いてくれる？

みなさんは、お手紙書いたことある？

Ｃ 【うなずく】

あるよねえ。これ、この前、先生の所に来た「暑中お見舞いの葉書 。これ何円」

で届くの？

Ｃ 【口々に】５０円、５０円【かなりの子どもが知っている】

Ｔ１２ そう、よく知っているね、５０円だね。これ、５０円の切手を貼り忘れて出した

らねえ、届くと思う？

Ｃ 【届く、届かないなどのつぶやき】

Ｔ１３ 実はね。切手を貼らなくても、相手には届くんです。

Ｃ 【 イエイ 、や「○○先生に前に教えてもらった 「じゃ、今度から貼らない「 」 」、
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で出そうかな？」などのつぶやき】

Ｔ１４ でもね、お金を払っていないということなので、受け取った人がお金を払うとい

う決まりになっているんです。それはね、昔は現金だったんだけど、今はちょっ

と違うやり方をしているんだけどね、いずれにしても 「受取手が払う 。、 」

【子どもの顔をのぞき込むような感じで 】知らなかったでしょう。、

で、これは、５０円なんだけど、形が大きかったら１２０円とか、いろいろな値

段に変わるんだよね。

では、これが分かった上で、お話を配るよ。 【読み物資料配付】

６分経過

Ｔ１５ では、読むよ 「絵はがきと切手、 郵便です・・・・」。

【場面絵と重要な短冊を添付しながら読み聞かせる 】。

１０分経過

Ｔ１６ 【読み終わって、黒板の挿絵を指さしながら 】黒板見てご覧。おにいさんが、、

８０円を払って、正子さんに渡してるね。

お返事を書こうと思ったんだけど、お母さんは 「お礼だけ言っておいた方がい、

いかな」と言ったんだね。何を言わないの？

Ｃ 【８０円足りなかったって言うこと、のつぶやき】

Ｔ１７ 【朱書きで「言わない」と板書して】８０円足りなかったことを言わない方がい

いってお母さんは言っているんだね。

お兄さんは？どうだっけ？

Ｃ 【ちゃんと言ってあげた方がいいって言っている】

Ｔ１８ 【朱書きで「言った方がいい」と板書して】言った方がいいって言ってるね。

さあ、みなさんが、もしひろ子さんだったら、どうするかなあ？

Ｃ 【いわないかなあ、書く方がいいかな、というつぶやき】

Ｔ１９ お礼は書いた方がいいんだよね 【確認】それはいいよね？。

では、８０円足りなかったことを書く？それともかかない？どう？わからない？

Ｃ 【 わからない」や「口で言う」などのつぶやき】「

Ｔ２０ よし、それではね、ちょっと迷っているから、プリントを配るよ。

【プリント配布】

発問Ａ（板書）

「あなたなら書きますか？書きませんか？そして、それはなぜですか」
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資料読み聞かせ後の補説↑ ↓発問Ａ あなたならどうする？↑

ちょっと、時間をね、４分しかあげられないんだけど 「あなたなら、言います、

か、言いませんか？８０円足りなかったことを書きますか？書きませんか？そし

てそれはなぜなのか？」をプリントの１番のところにちょっと簡単にメモして。

１３．５分経過

プリントに自分の考えを書く（３分半） １７分経過

Ｔ２１ よし、それじゃ、鉛筆を置いてご覧。後は、頭の中に書いてください。

ここから２０分間は、みなさんの時間なので、自由に、書くか書かないか、８０

円足りないことを相手に教えるか教えないか、その理由も合わせてね、自分たち

でどうぞ。先生は、黒板係なので。では、あなたから。

Ｃ３ たとえば、書いてしまうと・・

Ｔ２２ どっちなの？

Ｃ３ 書かない方がいいと思います。それで、理由は、書いてしまうと、相手に気落ち

させてしまうんじゃないかと思う。

Ｔ２３ 気落ちさせてしまう？悲しい思いをさせてしまうってこと？なるほど・・次の人

Ｃ４ 私も同じく書かない方がいいと思うんですけれども、正子さんはその絵はがきが

１３０円だということが分からなかったかも知れないし、正子さんがせっかく書

いてくれたのに「８０円不足だ」と手紙に書いたら正子さん自身も傷ついちゃう

から、だから書かない方がいいと思います。

Ｔ２４ 二つほど意見が入っているよ。まず、相手が切手が不足だということを知らなか

ったのだから、いいよ、ってこと、もう一つは、傷ついてしまうってことね。
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【○○さんって相互指名】

Ｃ５ 私は、二人と違って、書いた方がいいと思うんですけど、もし、書かなくて同じ

ことをしてしまったら、次の人に、次の人にも、あの何か ８０円不足でしたっ

て書かれちゃって、同じことが起こるかも知れないから。あの間違いは直した方

が、あの、最初はいいんだけど、直した方がいいから。書いた方がいい。

２０分経過

Ｃ６ ぼくは、あのう、わからないんですけど、理由は、あの、それは、あの、あっち

の気持ちも考えるとあの、人の気持ちはだれでも見通せないから、僕は分かりま

せん。

Ｔ２５ 相手の気持ちはわからないからなあ。人と違う意見を堂々と言うのはすばらしい

なあ。すごいなあ。

Ｃ７ 私の、あの、書かないと思うんですけど、代わりに大きめの絵はがきにお礼を書

いて、正子さんに５０円切手を貼ったら相手も分かると思う。

Ｔ２６ 教えないけど、同じようにして知らせてあげる。今までたくさん同じ授業をして

きたけど、こんな意見は初めてだ。すごいことだねえ。

Ｃ８ 私は、書くんだけど、教えなかったら、また失敗しちゃったときにかわいそうと

いうか何か （聞き取れない・・・）言われちゃうからそれで、教えてあげた方、

がいい。

Ｔ２７ 他の人にどうせ言われる。なら自分が知らせようってこと？ああ、そうかあ。

なあるほど・・・では、次。

Ｃ９ 私は書いた方がいいと思うんですけど、なぜなら、もし相手に「足りないよ」っ

て書いたとして、相手がそれを「足りなかったんだなあ、ごめんね」って、そう

いうふうに思ってくれれば、自分だって「ああいいよ」って許すし、またまちが

えたりもしないし、○○さんが言うように、そういう風にした方がいいと思いま

す。

Ｔ２８ 分かってくれるっていうんだね、言っても。

相手が悲しくなると言う意見と反対だけど、話した方がいい。

Ｃ１０ 私は、書いた方がいいと思うんですけど、急に８０円足りませんでしたと書くん

じゃなくて、やさしく８０円足りなかったから、あのぅ、今度から気をつけた方

がいいよって、やさしく言えば○○さんが言ったように相手も分かってくれる。

Ｔ２９ やさしく書けば分かってくれる。では、一番後ろの・・・

Ｃ１１ 僕は書いた方がいいと思います。なぜかというと、ずっとそのまま書かないとど

んどんどうしたらいいのかという気持ちが、どんどん重なっていって、どんどん

最後には、大変なことになるから、あのう、何か、どんどんたまっていってどん

どん重くなっていってしまうから、僕は、書いた方がいいと思います。

２５分経過

Ｔ３０ ちょっと聞かせて。だんだん重くなるとかたまってくるっていうのはどういうこ

とを言うの？誰の中に何がたまるの？

Ｃ１１ ひろ子さんの中に、どんどん・・・切手を、あの、切手の不足金額を教えたりし

ないとあの、ひろ子さんの心にどんどんどうしたらいいのかっていう気持ちが重
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なってきてしまうので、あのう、書いた方がいいと思います。

Ｔ３１ □□君（Ｃ１０）の言うこと分かる？【 わかんない」のつぶやき】「

□□君の言うことが「分かるよ」って言う人、手を挙げてご覧？【数人挙手】

これが、みんなで学んでいるって言うことの意味だよ。

□□君、もう一度説明してくれる？すまん。

Ｃ１１ ひろ子さんの心の中に、あの、どうしたらいいかっていう気持ちが

Ｔ３２ どうしたらいいのかっていうのは 「伝えた方がいいのか、伝えない方がいいの、

か」っていうことだよね 【割り込む】。

Ｃ１１ どうしたらいいのかっていうのがどんどん増えていってしまって最後には、重く

なってしまうので 【 心が？ 】うん 【 暗くなる 】うん、暗くなって、友達、「 」 、「 」

関係が切れてしまうかもしれないので、僕は、書いた方がいいと思います。

Ｔ３３ 友達関係が切れてしまう・・・今、□□君の言うことが分かった人？

【先ほどの挙手よりかなり増える】

おう、さっきより増えたぞ□□君、すごい。□□君の言うことが広がってるぞ。

はい 【手を】下ろして。先生も分かったぞ。では、次の人。、

Ｃ１２ 僕は書いた方がいいと思うんだけど、なぜなら、書かないと最後には、千円や一

万円が郵便局に・・・・足りなかった金額が千円や一万円になって、盗まれたよ

うな気がするから。

Ｔ３４ 足りなかったのが・・・そうやって、足りないのがそうやって、たくさん出ちゃ

うと郵便局が困っちゃうっていうことだな。決まりを知らない人がいっぱい出る

。 。と困る 決まりは決まりとしてちゃんと教えなくちゃいけないっていうことだね

Ｃ１３ 僕は書かない方がいいと思います。

Ｔ３５ みんな今、ずっとこっちの方に（つまり「書く」の方）流れていっているところ

に、自分はこっち（つまり「書かない」の方）がいいって、なかなかいいこと言

うねえ。どうぞ。

Ｃ１３ なぜかと言うと、あの、もし、切手なしの葉書を相手に送ったら、あの、郵便局

の郵便局の約束なんだから、ちゃんと守らないと、守らなくっちゃだめ。

Ｔ３６ で、言わないんだね？

Ｃ１３ 書かないんだけど、言葉で伝える。

Ｔ３７ なるほど、書かないんだけど、言葉で伝えるんだよね。分かったよ。まだ言いた

いよって言う人いますか？【１０人程度まだ手を挙げている 】。

はい、では、どうぞ。

Ｃ１４ 私は、書いた方がいいと思います。なぜかというと、ひろ子さんのお兄さんが言

ったように、他人には言えないことが、友達には言えることだから、友達なんだ

から言ってあげた方がいいと思う。

Ｃ１５ さっき言わない方がいいと言ったんだけど、やっぱり言った方がいいと後から思

ったんだけど、

Ｔ３８ 【黒板を示しながら】理由は何だったかなぁ？

Ｃ１５ えっと、知らなかったんだから教えてあげる、という理由

、 。 。Ｔ３９ そう そうだったねえ 知らなかったんだから教えてあげるっていうんだったね
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３０分経過で変わった、どう変わった？

Ｃ１５ あの、みんな、あのう、反対意見の人の意見を聞いていると、やっぱりあのう、

後で、正子さんがだれかに手紙を書いたときに、その人にも迷惑がかかってしま

うし、あの、手紙に正子さんに教えてあげる口調を言い方をやさしくしてあげれ

ば、書いてもいいと思う。

Ｔ３９ なるほど、じゃその前の人

Ｃ１６ 私は 「書かない方がいい」と思います。なぜならぁ・・、

Ｔ４０ ちょっと、ストップ。書かない方がいいよの方の理由をちょっと、簡単に見てみ

るよ。

「相手が悲しくなる」ほぼ、この理由だ。また 「不足していることを知らなか、

ったから言わなくてもいいのではないか、つまりわざとじゃないから言わなくて

もいいよね」とか 「同じように５０円で正子さんに送り返す」っていうのも理、

由にあるね。

今のところこれが【 相手が悲しくなる」の板書に花丸を付けながら】一番大き「

いね。

書かないの理由の整理

Ｔ４１ 【Ｃ１６の子どもに向かって】はい、どうぞ。

Ｃ１６ もしも自分がこのような、あのう、８０円不足だったということを書かれたら、

私ならすごく嫌なので、あのう、心を込めた手紙に、そんなことを返事で書かれ

たら嫌なので、あのう、相手の気持ちを考えてみたら、多分嫌だと思うので、私

は、書かない方を選びました。

【 相手の気持ち」と板書】「

、 。 、Ｔ４２ 今 新しい観点が入っているんだねえ 相手の気持ちは自分と置き換えてみたよ

っていうんだね。自分ならやっぱり言われるのが悲しい、悲しいというので、自

分は書かないって言うんだね 【 自分なら悲しい」と板書】。「

じゃどうぞ。

Ｃ１７ 私は、さっきと同じで、書いた方がいいと思うんですけど、あのう、あのう、も

しも書かなかったら、受け取ったもう一人にも５０円切手を貼って渡しちゃった

ら、その人からまた来て、私は５０円の切手をひろ子さんにもやったんだけど、

返って来なくって間違いがまた増えちゃったからやだっということもあるかもし
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れないし、正子さんにも嫌な気持ちがどんどんたまっていっちゃうかもしれない

・・・

Ｔ４３ 正子さんにも・・・ああ、さっきの□□君の意見とよく似ているね。□□君は、

ひろ子さんにいやな気持ちがたまってくる

Ｃ１７ だから、私は、書いた方がいいと思う。

Ｔ４４ 迷っている。隣の隣の人

Ｃ１８ さっきの意見と比べて、あのう、書かない方がいいなと思ったんですが、書き方

の問題で、８０円足りないと書くんじゃなくて、切手が足りないときには相手が

払うんだよっていうことを手紙の中に、あのう、やさしく書いたら、別に８０円

が足りないよっていうことじゃなくて、不足のことを教えてあげるということ。

Ｔ４５ ではね、ずっと話し合って、まだ、発表したいという人がたくさんいるようなん

だけど、ちょっと、整理してみるよ、みんなが言っていることを。いろんな意見

が出たもんね。頭の中がごちゃごちゃになっている人がいるんじゃないかな。ち

ょっと整理してみようね。

「教えない」という人の意見の理由の一番大きいのは、やっぱり相手が「悲しい

気持ちになる 、ほぼこれ１点。相手が悲しくなる。それが、自分と置き換えた」

らそういうふうに思うと言っている人もいるし、自分に置き換えなくっても一般

的にはそうなんじゃないのかと 【聞き取れない】が続いているので・・・、

３５分経過【 相手の気持ち」を黄色で囲み①とする】「

では、こっち側【教える】です。教えるという人の意見にはいろいろな理由があ

るよ。こちらにはねえ。まずねえ、区別しにくいところがあるんだけど 「他の、

人にも出したら、他の人も迷惑をする」というように「他の人」に焦点を当てて

いる、ものもあるね 【 他の人」の文字を黄色で囲み②とする】自分とひろ子さ。「

んの間柄だけじゃなくて、他の人のことも考えているという意見がある。

それから 「友達なら言える」とか「分かってくれるはずだ 、これは同じなんだ、 」

けど、これ③ね 【③と板書】。

それから 「きまりはきまりなんだから教える」④番ね。、

そして、□□君が一生懸命説明していてくれたんだけど、迷っていると、いつま

でも迷っちゃうので、それならはっきりさせた方がいい、ということだね。

↓それぞれ全体の発言の整理↓【⑤と板書】
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Ｔ４６ まとめると、これくらいの意見があるね。

どちらかというと理由としては、教える側の方が数としては多いんだね。

では、もう一つ聞くよ。展開２

Ｔ４７ 相手が悲しくなったり、自分が迷ってだんだん心が沈んできたりというのもあっ

た、また、他人のことも書いているんだけど、一番最初【導入の時のこと】みな

さんは、相手が受け取ることなので、親切については、相手の立場にならないと

分からないと言ったよね。３０人くらいの人の理由はほとんどこれだったよね。

じゃ、これをここに引っ張ってきて、さっきと同じことをくりかえして聞くよう

なものなんだけど、相手の立場にたって、正子さんの立場に立って考えたらどう

すればいいか。そしてそれはなぜ？悲しくなるが二つあるね。

もう一回言うよ。相手の立場、正子さんの立場

に自分が立ったとしたら、どうしてもらうの

が正子さんは一番うれしいだろうか？

発問Ｂ（板書）

「相手の立場に立って考えたらどうすればいいか。そして、それはなぜか」

発問Ｂ

ちょっと時間をおくよ。自分が【聞き取れない 。今度は自分を正子さんに置い】

てみてください。

３８分経過

、 、 、もし 自分が正子さんだったら ８０円足りなかったことを言われるのがいいか

言われない方がいいか 【くどく発問を繰り返す】。

もう少ししたら、聞くよ。考えがまとまった人は、手を挙げてください。

【３０秒程度待つ】

よし、じゃ聞いてみよう。どうぞ・・・

Ｃ１８ もし私が正子さんの立場に立ったら、一番初めの人たちに言われた方が、いろい
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、 。ろな人に訴えられる前に 言われた方がこれから気を付けられるからいいと思う

Ｃ１９ えっと、私は、正子さんの立場だったら、私は８０円のことを言った方がいい。

それで、ちょっとそれについて、付け足ししたいんだけど、あの、もし、教えて

あげないでそのままにしといたら、今教えてもらって、少し正子さんが悲しい思

いをしただけだったらいいけど、教えてあげないでほっといたら、あとで、それ

を知らない正子さんは他の人にやっちゃって、あとで一番つらい思いをするのは

正子さんだから、今、正子さんに少しだけ悲しい思いをさせても、そのことを伝

えておいた方が後で役に立つ。

４０分経過Ｔ４８ 役に立つんだね。同じだね。

。【 。 、伝えた方がいいって言う人は手を挙げて ほとんどの人が手を挙げる つまり

ほとんどの子どもが自分なら足りなかったことを伝えてもらって方がいいと重い

っている】

そうねえ、今、どうしても【伝えたくない】っていう人は、結局一人なんだね。

いや、二人？

【二人のうち一人（Ｃ２０）の方を向いて 】、

やっぱりそれでも「伝えたくない」なんだね？【と確認する。すると 】、

Ｃ２０ 言い方をやさしくすればいい 【ということで伝える方がいいと言う。そこで 】。 、

【もう一方の子ども（Ｃ２１）の方を見て】

Ｃ２１ それでも、あなたは、言われたくないんだね。

Ｔ４９ じゃ、みんな、こっち向いてくれる？Ｃ２２さん立ってみてください。

【伝えられたくないという一人の子ども（Ｃ２２）を立たせてみんなの方を向か

せた後】

この人のそれでも、やっぱり言われたくないんだよっていう気持ちは分かります

か？分かるという人手を挙げて。それでもやっぱり言われたくないんだよってい

う気持ち分かるよって言う人？【多くの子どもが挙手】

【Ｃ２２さんを見て】みんだは、あなたの気持ち、分かってくれてるよ。みんな

あなたと同じような気持ちは心の中にあるんだけど、伝えた方がいいと考えてい

るんだね。

、 、【 】 「 （ ）じゃ 今度は Ｃ２２の方を見て 他のみんなが それでも 悲しくなっても

やっぱり伝えた方がいい、自分なら伝えられた方がいい」と考えている気持ちは

分かりますか？

Ｃ２２ 【うなずく】

Ｔ５０ よし、それでは、今みんなの話し合いは、最終的にこうなったよ。

言う方も言われる方も、沈んだり悲しかったりすることはあるんだけど、それで

結局言った方がいいという意見がほとんどになった。それにしても相手のことを

しっかり心配してあげて、相手のことをしっかり思いやってあげて、その上で、

やっぱりその人が間違っていることを言ってあげる方がいいね、という風にまと

まった、みんなで。いいですか？

、 。 。 、 、終 末 では 最初に戻ろう こっち見て 一番最初に皆さんは 自分が親切かどうかは
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Ｔ５１ 相手に聞いてみないと分からないよぉって言うことだったね。でも、今みなさん

の話し合いでは、相手のことを十分考えて、十分考えて言ってあげたことだった

ら、相手につらいことだったり、自分が言ってつらいことだったりしても、それ

は、親切の仲間だよっていう風に言っているんだよね。

発問Ｃ（口頭 ・・・自己評価活動２）

みなさんは普段相手に親切にするときに、相手につらいこととか、相手にプ

ラスになることだけど、相手につらいこととか厳しいことを言ったりしたこ

とはある？ある？

発問Ｃ

Ｃ 口々に「ある」とか「ない」とかつぶやく

Ｔ５２ 責めるとかけんかするとか言う意味じゃないよ。

そんなことがあるよって言う人、手を挙げて？

Ｃ 【４，５人挙手】

Ｔ５３ そうねえ、あんまり人には厳しいこと、相手が間違っていても厳しいこと言えな

いなあっていう人？

Ｃ 【挙手なし】

Ｔ５４ 普段そんなこと考えたことなかったなあって言う人は？厳しいことを言っている

かどうか考えたことないって言う人？

←

「相手のために注意した

ことがある人？」

→

「そんなこと考えたこと

少数 多数なかったという人？」
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Ｃ 【ほとんどの子ども挙手】

Ｔ５５ 分かりました。

、 、「 、 、それではね 今日は 相手のためになることだったら お互いに注意し合って

高め合っていこうね」ということについての勉強をしました。

これからね、夏休み、２学期、今みなさんが発表したことを生かして、友達に本

、 、 。当にやさしい 注意することもやさしい という人になってほしいなと思います

４５分経過それでは、授業を終わりましょう。


