
⑦郷土の発展について考える事後学習＜道徳＞ 
（福山市立常金中学校の実践例）  

 

時期 特別活動（学級活動） 総合的な学習の時間 道徳の時間 教科 行事・その他 
キャリア発達に関
わる諸能力 

 
10月 
 
11月 
 
 
12月 
 
 
1月 
 
 
２月 
 
 
３月 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ア【人間関係形成能力】
イ【情報活用野力】 
ウ【将来設計能力】 
エ【意思決定能力】 

進路学習 
職場体験のまとめ 
から 【ウ】 

①後期オリエンテー
ション 
 郷土新市の発展に
向けて【ウ】 

理科
社会

③異文化理解
  常金と沖縄の違い
  を調べる【イ】

⑤探求活動 
  修学旅行先で体験
をして確かめる

  【エ】 

⑦旅をまとめる
  アルバムづくり
  【ウ】 

 
実践例にみ 

１ 教育課程の工夫 
  本校の研究テーマである「体験活動を生かし
た指導の充実」の実践として，「総合単元的な
道徳」に取り組み，よりよく生きる力をのばす 
ため，道徳と他の教育活動を連動させることで，
道徳的諸価値の補充・深化・統合を図っている。  

  職場体験において，社会とのつながりを経験
したにもかかわらず，道徳アンケートによる郷

２ 事前・事後指導の工夫 
  校区を中心とした職場体験を行ったことに
より，生徒は，より郷土や自分の住む地域につ
いての関心を持つ。そこで，特別活動において
体験のまとめを用いた進路学習を行うととも
に，道徳の時間では，郷土愛について学習した。 

 このことにより，職場体験で出会った地域の
方々への思いを再び強くし，自分と地域とのつ
ながり，自分の役割についてより深く考えさせ
ることができる。 

３ 実践報告に取り上げた主題の設定理由 

 

②主題名
「郷土愛」 
４－（８） 
資料名 
「アップルロ
 ード作戦」
 【ア】【ウ】
美術
音楽

④主題名
「文化の伝承
と発展」４－
（９）資料名
「ものの命を
大切に」 
 【ア】【ウ】
⑥主題名
「伝統文化を
守る」４－（９）
資料名 
「木の命・木の
心」 
 【ア】【ウ】
る工夫事項 

          

土愛に関する道徳
が低かった。この
己の立場に気付か
切さを知らせると
ようする実践意欲
設定した。 

４ 本時の指導上の
  ＴＴを有効に活
どの発問を工夫し
いよう，効率的な
５ 生徒の反応・指
 （生徒の反応） 
・自分たちの地域
  い取組みがある
しっかりと関わ

 （指導者のことば
 ・地域で取り組ん
を大事にする子
生徒会選挙 
【ウ】 
社会
卒業式 
【ウ】 
                 

的価値や実践に関する数値
ことから地域社会における自
せ，多くの人々との連携の大
ともに，郷土の発展に貢献し
を育てたいと考え，本主題を

工夫 
用し，揺さぶりや切り返しな
た。また，時間をむだにしな
資料提示や配布を行った。 
導者のことば 

にも「菊作り」というすばら 
ので，大人たちだけに任せず， 
っていきたい。 
） 
だ職場体験を風化させず，地域 
どもを育てて生きたい。 



 
地域社会における自己の立場に気づく（道徳）  

 
（１）主題名：郷土愛 [４－（８）]  関連項目[４－（５）] 
（２）ねらい：地域社会における自己の立場に気づかせ，郷土の発展に尽くそうとする実践意欲を育てる。 
（３）資料名：「アップルロード作戦」 出典：自分を考える[あかつき教育図書] 
（４）学習の展開 

 学習活動 主な発問と予想される生徒の反応 留意点及び評価の観点 
 
導 
 
入 

○ 地域のボランティ
ア活動などの体験を
思い浮かべ，その時の
自分の行動について
考える。 

○ 身近な地域や町のために，ボラ
ンティア活動など人の役に立つこ
とをしたことはあるだろうか。 
また，どんな意義を感じている
か。 

○ 1年生の時の地域のゴミ拾いを
想起させる。 

展 
 
開 

○ 資料を読んで話し 
合う。 
 
 
 
 
○ 美しい町並みにし
たいという目標に向
けて，連帯感が生ま
れ，皆で協力し合う気
持ちに気づく 

 
 
 
○ 心ない人にりんご
は盗まれた。しかし，
東中の生徒が挫折し
なかった強い連帯感
を感じ取る。 

○ 東中学校の生徒は，どんな気持
ちからりんごの植樹を実行しよう
と思ったのか。 
 ・防火道路を美しくしたい 
 ・皆でやり遂げるものがほしかっ
  た 
○ １ヶ月に及ぶつらい仕事で，や
めてしまおうと思った生徒はいな
かったのだろうか。 
 ・やめようと思ったが，皆がやる
からやめるわけにはいかなかっ
た。 

 ・いたが，やり抜こうと努力した
人の方が多かった。 

○ １，５００人もの生徒が3年間
 も働いたのに，りんごが盗まれた。
 みんなは，どんな気持ちだったの
だろうか。 
・悔しい，でもここであきらめた
ら今までの苦労が水の泡にな
る。 
・ここでやめたら自分に納得がい
かない。 

○ 現在も，りんごの木の世話を東
 中の環境委員会が続けているとい
う。どんな気持ちで続けているの
だろうか。 
 ・りんごの木はみんなのものとい
う気持ち 

 ・地域の多くの人に喜んでもらお
うと思っている 

○ 東中学校の生徒の気持ちを考え
させる。 

 
 
 
 
○ 困難を乗り越えながら，植樹に意
味を見出していったことに気づか
せる。 

 
 
 
 
 
○ 心ない行動から「くじけないで
ほしい」という気持ちを持たせ，
東中生徒の行動に共感させる。 

 
 
 
 
 
 
○ 長く続けた活動は人々に認めら
れ，地域の伝統になる。価値のあ
る行動がこの地域にもあることに
気づかせる。 

 

ま
と
め 

○ 自分でも実行可能  
 な地域の活動を考え 
 る。 

○ 地域の人たちのために行ってい
 る活動，あるいはこれから実行で
きそうな活動にはどのようなもの
があるか。また，実施するために
大切なことは何か。 
 ・皆で協力して，続けていくこと

○ ３年生が毎年行っている「にっ
こり笑おう会」に気づかせる。 
 
☆ 郷土，地域に対する気持ちに課
題意識を持ち，行動する意欲が持
てたか。   【将来設計能力】

 

 
 



 
 
資 料 

アップルロード作戦（「自分を考える」あかつき） 
  

9 月のある月曜日，（長野県飯田市立東中学校）全校１５００人の先

生と生徒は一団となって，いよいよ年来の夢を実現すべく，植樹に取

りかかることになりました。 

全校企画「アップルロード作戦」の始まりです。 

 市の協同組合の技術員の指導のもとに，２，３年生は，市役所から

借りてきたつるはしやスコップを振りかざして，防火道路のまん中の

緑地帯に，穴掘りの作業を始めました。肉体労働に慣れない町育ちの

生徒たちにとって，深さ２メートル，直径3 メートルの穴を掘ること

は，容易なことではありませんでした。土の中から水道管が飛び出し

てきたり，蔵の厚い敷石が現れたりするので，作業は予想以上に困難

でしたが，みんなで励ましあって働きました。1 年生は緑地帯の草を

たんねんにむしり取る係です。それを穴に埋めて，肥料の代わりにす

るためです。 

 それから1ヵ月後の日曜日に，3年生の一部は，トラックに乗って，

市の費用で前の年に買い付けておいたりんごの苗木４０本を，近くの

村の果樹園から引き取ってきました。苗木といっても，どれも実のな

るのも間近な，５，６年生の若木でしたから，根を傷めないように，

４０本も掘り取ってくることは，生徒たちにとって，ずいぶん，骨の

折れる仕事だったようです。 

 こうして，引き取ってきた苗木は，防火道路の緑地帯に，9 メート

ルの間隔をおいて，移植されました。移植が終わると，それに水を注

ぐ者，苗木の支えを立てる者，竹のさくをめぐらす者など，それぞれ

手分けしてやったので，仕事はどんどんはかどりました。これで，ひ

とまず，目的の第一段は達成されたわけです。生徒たちは，慣れない

力仕事なので，へとへとになりましたが，しかし，ずらりと並んだ緑

の列をながめると，疲れもどこかへ飛んでいってしまいます。 

 だが，かれらの仕事は，まだ終わったわけではありません。むしろ，

これからの手入れが大変です。環境委員会の生徒たちは，当番を決め

て，毎日，植木の虫を取ったり，枯葉をむしったり，水をやったり，

観察記録をとったりしました。どんな天気の悪い日でも，1 日だって

休むことはありませんし，夏や冬の長い休みの間でも，それはずっと，

続けられました。また，月に２～３回は，各学年の生徒たちが交替で，

草取り・消毒・追肥なども行いました。しかし，それらのことは，当

然やらなければならない植樹の後の仕事なので，それほど苦労とは思

いませんでしたが，困ったことは，町の人々がりんごの並木を愛して

くれないことです。心ない人々が，花の咲いたりんごの枝を盗んでい

ったり，緑地に空き缶やゴミを捨てたりするのです。そればかりか，

盆や暮れの大売出しのときなどには，商店の大きな旗が木の幹に縛り

付けられたこともありました。 

 このような無理解，無協力は，それからも，なお続きました。どう

も町の人々の多くは，自分たちみんなの並木であることを，ほとんど

理解していないように思われます。ところが，それにも増して，もっ

と困ったことが起こりました。それは，約1 年の後に，植えた木のう

ち，１９本が枯れてしまったことです。水やりが十分でなかったこと

や，土の中に，不熟肥料を入れたことなどが原因だったようです。 

「あんたたちの手では，とても栽培はできませんよ。」 

と言った前の助役のことばが，今さらのように思い返されました。し

なびた葉がたれさがっている枯れ木を前にして，生徒たちは沈み込ん

でしまいました。 

 けれども，まじめにやった仕事には，そう悪いことばかりが続くも

のでもありません。しばらくすると，今まで全く予想もしなかった新

しい光がさしはじめました。それは，東中学校生徒のりんご植樹のこ

とが，朝日新聞に掲載されたのがきっかけとなって，「成功を祈る。」

「がんばれ，がんばれ。」などという見ず知らずの人々の激励の手紙が，

続々と学校に送られてきたからです。ことに，信州大学農学部の高馬

教授は，りんご栽培についての詳しい注意を書き送ってくれたばかり

でなく，自身，わざわざ学校に訪ねてこられ，生徒といっしょにどろ

んこになって，直接実地の指導までしてくれました。また，ある人は，

手紙に添えて苗木の寄付を申し出てくれましたし，来年の修学旅行に

は生徒を連れて，りんごの並木を見に行きます，と言ってきた学校の

先生もありました。それから，りんごの花が咲いたら，押し花にして

送ってください，と書いてきた少女，肥料を買う足しにでもと言って

お金を送ってきた卒業生など，こうした人々の，温かい厚意によって，

自信をなくしかけていた生徒たちは，どれだけ元気を取り戻すことが

できたかしれませんでした。 

 これも，あるいは新聞の影響かもしれませんが，そのころから，り

んごの並木に対する町の人々の理解も，だんだん深まってきました。

なにしろ，雨の日も雪の日も，1 日だって見回りを怠ったことがない

のですから，この生徒たちの仕事ぶりを見ていると，これは，物好き

や，遊び半分にやっているものではないということが，町の人々にも

自然にわかっていったものと見えます。 

 その翌年，つまり生徒が植樹の計画を立ててから，まる3年目の秋，

約20 本の木に48 個の実がみのりました。その実は日増しに大きさ

を増し，しだいに赤みを加えていきました。生徒たちの長い間の努力

が，文字通り実を結んだのです。そして，「たとえ実がなっても盗まれ

るに決まっている。」と冷笑していた大人たちを見返すように，48 個

のりんごは，往来の真ん中で，美しいほおを輝かせていました。 

 もう半月ほどしたら，実を取り入れる日がきます。生徒たちはうれ

しさに心をはずませながら，取り入れたりんごの処理方法を，相談し

あっていたほどでした。 

 ところが，りんごは，やっぱり，盗まれてしまいました。人出でに

ぎわった花火大会の晩にいくつか盗まれ，それから4 日後の，祭りの

晩にも，また，もぎ取られて，あとには，たった6 つしか残っていま

せんでした。 

 町の人たちの理解も深まり，地域の連帯感が高まってきたかと思っ

ていたのに，その夢は，むざんに打ち砕かれてしまいました。たぶん，

酒に酔った人のいたずらと思われますが，それにしても，あまりに心

ないしわざです。 

 この事件は，新聞にも報道されたので，単に飯田市内だけの問題で

なく，全国的に関心を集めるようになりました。 

 ところで，生徒たちの方はどうだったでしょう。かれらは，さっそ

く全校集会を開いて，対策を協議しました。 

 1500 人の者が泥まみれになって，3 年間も働き続けてやっと立派

な実をみのらせたのに，それをわけもなくもぎ取られてしまったので

す。生徒たちの中には，興奮して泣き出す者もありました。また，自

分たちのめざしている心までも，踏みにじられたように憤慨する者も

ありました。 

 すると，一人の生徒が立ち上がって，言いました。 

「今度のようなことが起こったのは，実に残念だけど，でもこれは，

全然予期しなかったわけじゃないし，このことがあったからといって，

いまさら，がっかりするようでは，恥ずかしいと思う。僕らは理想を

かかげて立ったんだから，その理想が，すぐに実現すると思うのは甘

すぎる。何度もぎ取られても，何度妨害されても，僕らはこの仕事を

続けていくべきだと思う。それは，確かに骨の折れる仕事だし，根気

のいる仕事だけど，でもそこにこそ，『アップルロード作戦』の精神が

あるのではないか。」 

 この発言で，まちまちだった議論が，一つにまとまっていきました。

そして，りんごの栽培は，今後，どんな妨害があっても，生徒会で継

続していく。毎年，卒業する者があり，新入生があって，交替するこ

とはあっても，最初の理想を堅持して，これを貫き通す，ということ

を満場一致で決議しました。 

 これは，山間の小都会におけるりんご栽培という，小さな事柄です。

事柄は小さいように見えますけれども，その目ざすものは，決して小

さいものではありません。東中学校の生徒たちの決意と努力に対して，

今でも激励の手紙が絶えないということです。 

                             


