
1

平成１６年度道徳教育実践研究指定事業

定例報告会第５回　実践報告資料

「節度節制を育てる道徳教育」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福山市立向丘中学校　桒田祥子　

Ⅰ　向丘中学校の概要

　○学校・地域の実態

　　　本校は、福山市の南西部に位置し、芦田川を望む高台にある。新しく開けた三新田の住宅と古く

からの住宅とが共に共存し、北は妙見寺から、南は鞆地域に隣接する南北に細長い校区を持つ。

　　　本校は、元気のよい挨拶と全員参加の部活動、文武両道や伝統的行事の継承などが特色である。

特に、部活動が活発で、昨年、陸上、柔道で全国大会出場を成し遂げるなど、その他の部活動にお

いても、日常、積極的に活動し、中学校総合体育大会でも活躍し、その姿に地域からの力強い応援

が寄せられている。

　　　美しい自然と人々の支援に恵まれた環境のなかで、生徒たちは、学校や地域でも良く挨拶をし、

特に、大運動会や文化祭、総合的な学習の体験学習などは、大切に継承されており、地域のお年寄

りを含め、多くの方たちが楽しみにしている。

　　　ＰＴＡ活動も熱心で、参観日や学年行事、ＰＴＡ行事の参加も多く、大変協力的である。学区民

運動会などでは、生徒も補助員として参加し、ＰＴＡもその運営に協力している。更に、生徒の生

活面、学習面についての保護者は、学校に大きな期待を寄せている。

○生徒の実態

　　本校は、かつて１学年５～６クラス（障害児学級有り）で、現在は各学年３～４クラスと人数は

減少傾向にある。クラブ部活動の盛んな学校で、福山市の中学校総体では複数のクラブが優勝旗を

勝ちとって帰ったり、文化部も地域の文化祭等に作品を展示したり、演奏したりして長年ボランテ

ィアとして参加している。

　　生徒は、素直で明るく、集中できる生徒が多いが、ここ数年、特定の先輩のみに挨拶をし、あと

は挨拶をしないとか、後輩に挨拶をされても、その挨拶を無視するとか、地域からも、挨拶の声が

聞こえなくなったなど、伝統的な挨拶や礼儀などが、心のこもらない形式的にのみ行っているよう

な傾向が見られ始めた。それとともに、責任感や感謝する心、強い精神力に不十分さがみられはじ

め、物事をいい加減に捉え、自分の都合のよいように解釈をして行動し、チャイム席を守らなかっ

たり、授業中に私語が多くなったりするなど、授業規律などにもその影響が見えはじめている。

　　授業や学校生活の中で、自分中心的なものの見方により、社会のルールや相手の気持ちを推し量

って行動することができず、相手を傷つけたり、思いが伝わらないなど、友だち関係、集団の規律

等に問題が生じはじめている。

また、昨年より、３０日以上の欠席をした生徒や、悩みをもって相談室に来室した生徒の数も少

しずつ増え始める傾向にある。
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の設定理由

実態を考えて、相手の気持ちや痛みを感じとれる“心”を育て、目標を高くもち、仲間と

びていく姿勢を培っていきたいというのがテーマ設定の最大の理由である。このテーマに

、まず、生徒指導の充実を柱としながら、同時に、自己を見つめたり、相手の気持ちを考

自己と他者との両方の視点をもって考えたりすることのできる生徒を育てたい。

時間では、「道徳副読本」（資料）や「心のノート」を活用しながら、生徒が深く物事を考

工夫していきたい。自分自身の内面を見つめ、自分の気付いていない自分を発見したり、

見を聞くことで、自分にない他者の良い点に気付き自分の生活に生かしていこうとする。

間とのかかわりを大事にするために、自分と集団とのかかわりはどうなのか、集団の中で

のような言動をしていくことが大切なのか、など他者、集団とのかかわりを見つめながら、

びていこうとする姿勢を育てたい。

他の教育活動や体験活動との関連をはかりながら、実践的な生徒の育成をめざしたい。

に取り組む課題

育による、生徒指導上の課題の克服

育の充実は、生徒を変えるということを念頭に、本校の学校目標

する。

じっくりと見直す時間としての道徳の時間。

切さや生き方についてしっかりと感じ、考える時間としての道徳の時間。

志あるいは生徒と教師が本音で語り合える時間としての道徳の時間。

律しつつ、他者と協調して、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな心、生きる力を

時間としての道徳の時間。

人一人が輝ける道徳の時間。

。

心に響く道徳教育

　　―励まし合い、共にのびようとする生徒の育成―

――自律創生―――

　自ら気づき、考え、創造し実践する生徒の育成

《校訓》　明るく、正しく、たくましく
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Ⅳ　研究経過報告

　○道徳教育推進体制づくり

　　①道徳教育の全体計画を作成し、道徳を中心とした学校体制づくりを全職員で確認する。

　　②校長、教頭、各学年１名、道徳教育推進者、計６名で、道徳教育部を立ち上げ、研究体制を整え

る。部会は月２回定例化し、必要に応じて随時開く。

　　③各学年の「道徳の時間」の年間指導計画を作成し、交流、また、指導計画に変更があれば、随時

変更していく。

　　④今年度の研修計画を作成し、全職員に、計画にもとづく研修を推進する。

　　⑤先進校を視察し、その内容を全職員に還元していく。また、他校の実践に多くの職員が参加でき

るように研修体制を組む。

　　⑥全学級の「道徳の時間」をＴＴで実施する。担任、推進者のみならず、全員が道徳の授業にかか

わり、指導力を高める。

　　⑦各学年、年間指導計画に基づき、全員が分担して指導案を作成し、学年会で検討する。

　　⑧授業記録を記入し、保管整理しておく。板書事項も残しておいて、有効に活用する。

　　⑨「心のノート」の活用を積極的に行い、「道徳の時間」以外の活用方法も研究する。

　○既に取り組んだ事実

　　４月　９日（金）　　　先進校視察研修　　　加茂中学校　　　　推進者と他２名で道徳を中心と

した学校推進体制を研修する。

　　５月２０日（木）　　　先進校視察研修　　　加茂中学校　　　　３年の TT による道徳の授業を

参観　推進者他２名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学教授　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山利弘先生の講話

　　５月２５日（火）　　　校内授業研究　　　　道徳　　　　　　　１２Ｒ後藤教諭　桒田教諭

　　　　　　　　　　　　　福山市教育委員会　　村上指導主事　　　「道徳教育の推進の課題と道徳

の時間」という内容で指導講話

をお願いする。

　　６月　３日（木）　　　道徳担当者連続講座　東部市民センター　関西学院大学教授横山利弘先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「道徳の時間の学習指導の充実

に向けて」演習、講義

　　６月　９日（水）　　　道徳教育推進講座　　福山教育事務所　　実践発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「指定校２年間の成果と課題」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演習「中心発問の見つけ方」

　　６月２０日（日）　　　先進校視察研修　　　加茂中学校　　　「道徳の時間」保護者参観授業を

参観　各学年数名

　　７月　７日（水）　　　校内授業研究　　　　道徳　　　　　　　２３Ｒ友野教諭　桒田教諭
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　　　　　　　　　　　　　広島県教育委員会　　亀井指導主事　　　研究授業における成果と課題に

ついて

　　　　　　　　　　　　　福山市教育委員会　　村上指導主事　　　　「道徳の時間」のあり方につ

いて

　　７月２６日（月）　　　校内研修　　　　　　ビデオ「裏庭のできごと」をもとに研修

　　　　　　　　　　　　　福山市教育委員会　　村上指導主事

　　８月　５日（木）　　　校内研修　　　　　　指導案作成についての研修

　　　　　　　　　　　　　福山市教育委員会　　村上指導主事

　　８月１０日（火）　　　心の元気１０００人フォーラム　　　　　各学年１名参加　先進校の実践

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学　横山利弘先生の

演習、講義　　　

　　８月２７日（金）　　　先進校視察研修　　　加茂中学校　　　　教員を生徒にみたてた授業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「銀色のシャープペンシル」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学　横山利弘先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導、講話　８名参加

　　９月　２日（木）　　　校内授業研究　　　　道徳　　　　　　　３２Ｒ古武教諭　桒田教諭

　　　　　　　　　　　　　福山教育事務所　　　立花指導主事　　　研究授業における成果と課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ならびに今後の研究の方向性

　　９月　３日（金）　　　道徳担当者連続講座　東部市民センター　関西学院大学　横山利弘先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「道徳の時間の学習指導の充実

に向けて」演習　講義

　　９月２４日（金）　　　広島県中学校道徳教育研究大会　　　　　加茂中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会運営に記録係として参加

　　

Ⅴ　生徒の意識

　○４月時のアンケート調査

　　第１回「道徳の時間」に関する意識調査結果報告

　　　⑴生徒の意識に関して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４：とても　　３：だいたい　　２：あまり　　１：まったく

　　　①あなたは「道徳の時間」は

　　　　「楽しい」と思いますか　　　　６，６％　　４３，１％　　　３８，５％　　１１，８％

　　　　　（全学年対象）

　　　②あなたは「道徳の時間」は

　　　　「ためになる」と思いますか　　１９，５％　　５４，０％　　２３，３％　　３，２％

　　　　（全学年対象）　　
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Ⅵ「節度・節制を育てる道徳教育」

１　今回の道徳の時間のねらい

　　○内容項目　　１－⑴

　　　望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、節度を守り、節制に心掛け、調和のあ

る生活をする。

　２　各学年の１－⑴として用いた資料

　　○１学年

　　　「魔法の呪文　アタラクシア」（出典　あかつき）

　　　入学式を終え、中学生生活のスタートとして、内容項目１－⑴「節度節制を育てる」の資料とし

て「魔法の呪文　アタラクシア」を扱った。教室で遊んでいてガラスを割ってしまい怪我をして

しまった主人公、自分自身も楽しみにしていた行事に参加できなくなったり、クラスのみんなや

先生、親に迷惑をかけてしまったという内容で、この資料をもとに、中学生として、どのような

生活態度が必要なのか、そのあり方を考えさせた。

　　○２学年

　　　「小さなこと」（出典　あかつき）　　　

　　　１０月に修学旅行があり、その前後に集団としての規律や、自分自身の生活のあり方等を考える

ために扱う予定である。　

　　○３学年

　　　「約束の時間が過ぎて」（出典　日本文教出版）

　　　実践報告資料　

　３　指導の実際

　　○指導案　　３年２組で行われたもの　　　別紙

　　○資料　　　別紙

　　○実践報告にみる留意事項

　　１授業までの事前指導

　　　３年２組の生徒の「時間」に関する意識調査をアンケートという形で行った。その結果は、指導

案の生徒観に書かれてあるように、実態把握ならびに指導のポイントとして考えていった。

　　　

　　　＊担当教師が、同じ資料を扱う他クラスに、授業参観あるいは TT として授業に参加していき、

さまざまな生徒の反応や意見を受け止めながら、自クラスの授業展開の中で生かしていった。

　　　＊福山市教育委員会　村上指導主事を招いての夏の研修会において、指導案作成の研修に全職員

で研究討議した。その際に、課題となった指導案の形式等をそろえた。

　　２他教科等の関連

　　　「約束の時間が過ぎて」の前に、内容項目２－⑴の「礼儀」を扱った資料「いただきます」を扱

って授業を行っていた。その資料は、向丘中学校の伝統のひとつである「あいさつ」について

その意味を考えさせたもので、そのことと、同時期に行われた「高校説明会」で各高校の先生
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方に「お願いします」「ありがとうございました」と生徒全体が自主的に挨拶をしたというこ

ととをふまえて、道徳で考えたことと、実際の行動が一致していてすばらしかったと生徒たち

に返していった。

　　３指導過程及び発問の工夫

　　　　　導入では、先に取っていたアンケートの集計を生徒に見せて、３年２組の実態を表から説明

する。３年２組は、時間に縛られてきゅうくつだと感じる生徒が多いが、時間を守ることは大

切だとほとんどの生徒が考えている。しかも、自分が時間を守るほうだと考えている生徒は、

他者にたいしても、時間を守って欲しいと考えており、どちらかといえば、自分が時間にルー

ズな生徒は、他者にたいしても、時間の遅れを気にしていないという傾向があることが分かっ

た。このアンケート結果を説明して、今日は、「時間」について考えてみようと展開に入る。

　　　　　展開では、駅での待ち合わせの経験がほとんどなく、伝言板の存在すら知らない生徒たち、

しかも、この作品の主人公は“仕事をもつ大人たち”である。こういうことを考えて、まず、

いかにその場の状況を想定させるか、ということで教師が大小道具を使って寸劇を演じた。

　　　　　まず、待たされる側を T１が演じる。その際「どうしても行かなければならない用事があっ

て、その場を立ち去らなければならない」という状況を演じ、伝言板に伝言を残す。その伝言

板を筆者が見て「人間の心」を感じた、という部分を最初の発問にした。待たされているのに、

相手を信頼し、事故でもあったのではないかと心配しながら、それでも会えないからまた会う

機会をつくろうとする「人間の心」を感じとって欲しかった。

　　　　　次に、『自分の都合で』（大人が仕事の都合で遅れてしまうというのを生徒にわからせるのは

難しかった）約束の時間に遅れてしまった者が、伝言板を見て、「深い悔恨の心」をもったと

いうのを T２が演じた。そして、なぜ、「深い悔恨の心」をもったのか、あるいはもってほし

かったのか、を次の発問とした。生徒たちは、自分の都合で相手を待たせたのがいけなかった。

待っていてくれた人の思いが分かったから後悔したという意見が多かった。

　　　　　そして、その両方の側を考えて、「時間を守る」ことによって自分の生活がどう変わるのか、

自分はどのように行動していったらよいのか、ということを考えさせるために中心発問をおい

た。中心発問をじっくり考えさせるために時間をとり、道徳ノートに全員考えを書かせた。そ

の書かれたものを発表させ、板書した。

　　　　　終末は、生徒からでた意見を踏まえながら、２学期のスタートにむけて、自分の生活を再度、

振り返ってみて欲しいという説話で終えた。

　　　　　発問に対して、手を挙げての発表は少なかったが、ネームプレートを使い、できるだけ多く

の生徒の意見、考えを求めた。

　　４生徒の反応

　　　　劇を参考にしながら、生徒たちは真剣に考えていた。発表は少なかったが、指名をすれば、し

っかりと自分の意見を述べていた。中心発問に対しての生徒の意見は、次のようなものがある。
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・あとの時間がずれたり、変更になったりして、決められて時間しかないのに、自分だ

けじゃなくて他人も一人だけのためにムダな時間をまたないといけなくなるから、時

間を決めた意味があると思う。

・ 決められた時間を守ることで、自分は満足したり、「遅刻したらどうしよう」という

不安な気持ちから解放されたりする。その逆に、遅刻してしまったりしたら、それが

自分の自信をなくしていく。だけど、そんなことを経験して、人の心は変化し、成長

していくんだと思う。

・ 時間を守ったら、予定していたことが予定どうりにできる。

・ 決められた時間があると、少しでも遅れたらいけないと思って守ると思うし、時間に

縛られている感じもするけど、時間が決められていると色んなことがスムーズに進ん

でいくし、気持ちも楽になる。

・ 計画していたことができるようになる。

・ 時間を守らないと、何をするにしてもダラダラしてしまう。時間を守ることで、始ま

ることもあるし。

・ 友だちと約束した時間を守ることで、自分が信用されるようになる。

・ その約束の時間に間に合わせようと早めに行動したりする。

・ 時間を守ることは、行動にうつせるから。次の場面にうつせる。

・ 時間を守るということで、相手に信頼感をもってもらえることができ、自分だけのこ

とを考えずに、相手のことも考えているとわかってもらえる。

・ 待ち合わせだけじゃあなくて、日々の生活とかも多少は過ごしやすくなるし、それだ

けで、１日が少しは明るく過ごせると思う。

・ 約束の時間を守れば、これからも守ってくれると思われて信頼される。

・ いろいろ時間が決められているのは、その数の分だけ忙しいけれど、逆に決められた

時間がないと規則正しい生活ができないと思う。

・守らなかったら、相手も自分も嫌な気分になるので、時間を守ることで、両方が気持

ちよく始めることができると思います。学校でいうと、チャイム席は、先生と私たち

生徒がきちんとしたかたちで授業を始めることができて、気持ちがいいと思うし、授

業をやる姿勢も変わってくると思います。時間通りにではない授業は、遅れてきた人

のために注意する時間がかかり、みんながやる時間も遅れて、分からなくなる人が多

くなってくると思うけど、ちゃんと守っていたら、注意する時の時間に変わることが

できるので、より多くの人に分かりやすい授業になると思います。

・時間を守ることによって毎日の生活が成り立っていると思う。もし、学校で生活して

いて、時間にきまりがなかったら、守る人も少ないと思う。時間が決まっているから、

みんなもその時間を守ろうとして人に迷惑をかけることも少なくなるのだと思う。

・約束された時間がなかったら、私たちの生活は成り立たないと思う。起きるのも、学

校へ行くのも、クラブをするのも時間の中でだし、バスや電車も約束された時間で動

いて当たり前だと思っているけど、絶対くると思うから安心できる。

・ 時間を守るということは、自分たちにとって当たり前になっているし、少しくらいな

ら遅れてもかまわないと思う気持ちもあると思う。少し早めに来ることは、相手を待

たせたくないという気持ちがあるからだと思う。当たり前のことができなくなると、

相手を思う気持ちや自分の気持ちが薄れてくる。時間を守ることで自分たちの暮らし

が成り立っている。だから、時間を守るということは大切だと思う。

・約束した時間を守ることで、人としたら人間関係を円滑にすること。一方的に決めら

れたスケジュールなら、その時間内を効率良く過ごせることがあると思う。人間関係

でいえば、待った方は、待つ方に信頼・信用をおいていられるからこそ待っていられ

る。待たせる方は、待ってくれている人が待ってくれていると信じて、守ろうと努力

する。約束は、人間同士では、信頼関係の証だと思った。

・人の人生は、決まった時の流れの中で生きている。もし、時間を守らないということ

は、そのずっと待ってくれていた人の大切な時間を使わせてしまったということにつ

ながるだろうと思う。もしかしたら、その人の今後の人生へ狂いが生じるという可能
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性は否定できないのである。何が言いたいかと言えば、人に与えられて短い時間を大

切にして生きなければならない、人は時を知らなければ行けない時が必ずくる。そし

て、その大切な時間を使わせてもらっているということを自覚して、それを守るとい

うことは、待っている人に対しての必要最低限の礼儀といっても過言ではなおのであ

る。もちろん、これは、待ち合わせに限ったことではないということも知っていてほ

しい。

　

　　○授業後の反省と課題

　　　　授業後の研修の中で出たいくつかの意見の中で、発問１，２と中心発問の間が飛躍しすぎるの

ではないかということが課題として上がった。指導者側は、内容項目１－⑴、時間を守ること

で、自分の生活が豊かになると感じる、あるいは、時間を守っていこうとする気持ちが芽生え

ることをねらいとしていたが、約束の時間を守らないと相手にたいして失礼であるという２－

⑴「礼儀」の内容項目と重なってしまい、受験生として、約束された時間を守ろうとする、あ

るいは、限られた時間を有効に使おうとする自分のこととしてのとらえが不十分であった。発

問１，２から中心発問までに何か必要であったか、また、中心発問の提示の仕方がほかに無か

ったか等今後の課題が残った。

５授業後のフォローアップ

　　９月の学校目標として、新学期が始まったのでまた改めて、「時間を守ろう　服装を整えよう

　　あいさつをしよう」ということを生徒会を中心に教職員含めて学校全体で取り組んでいこうと

いうことになった。そして、生徒会は、チャイム着席点検を始め、その目標を各教室ならびに

廊下に掲示していった。

　　３２Ｒでは、学級通信で生徒あるいは保護者にみんなの意見を返していった。
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第３学年２組（生徒数３３名）２ 学 年

「約束の時間が過ぎて （出典 日本文教出版）３ 資料名 」

望ましい生活習慣 １－（１）４ 主題名

時間の意義を考え、これを大切にするとともに、有効に使う態度を養う。５ ねらい

６ 主題設定の理由

① 主題観

人間の一生も、毎日の生活も 「時間」という有限の枠の中で営まれている。青年期の若、
者たちは、この時間の有限さに気づかず、無計画な生き方をしたり、反対に有限さの中であ

。 、 、 、せりを感じたりして生きている しかし 時間が有限であるからこそ これを有効に活用し
自分の人生を生き生きとしたものにするかを考える必要がある。また、時間を大切にするこ
とは、自分の生き方を豊かにするだけでなく、友人や他の人の生活を尊重するうえでも大切
なことである。この期の生徒において、さまざまな機会をとらえ 「時刻を守り、きまりよ、
い生活をする 「時間を有効に活用する」という両面の指導が大切であると考える。」

② 生徒観

昨年度の労働体験学習では、どの生徒も時間を守ることの大切さを実社会の中で学ぶこと
ができた。また修学旅行では生徒たちは時間をよく守り、すべての行程が予定通り進み、ゆ
とりすら生まれる状況であった。学校行事において計画通り実行されてはじめて有意義なも

、 、 、のとなることを身をもって経験をした彼らであるが 現在では授業の始まり 掃除の始まり
ＨＲの始まりなどのチャイムや下校時刻がややもすれば守れない状況が増え、夏休み直後で
学校の生活リズムに戻れていない生徒も多く、貴重な経験が生かされていない。アンケート
によると日々の生活の中で時間にしばられて窮屈だと思っている生徒が８０％以上であり、
もう少し自由でありたいと願っている。また、一方ではほとんどの生徒が時間を守ることは
大切だと思っている。しかし実際に時間が守れていると感じている生徒の割合は６０％に減
少する。そのことが、時間を守らない人を見ても注意できなかったり、何とも思わなかった
りする原因であろうと思われる 「休みを計画的に過ごす 「受験に向けて学習する」など、。 」
時間の大切さを実生活の中で強く感じているにもかかわらず、行動が伴わない揺れる生徒
の年代に、時間の大切さをじっくりと人と人とののかかわりの中で考えさせ、自覚させるこ
とは重要なことである。

③ 指導観

本資料は駅の伝言板を見た筆者が、自分が長いこと待たされていることを忘れ、一つの伝
言について思いをめぐらすものである。友人との待ち合わせという、誰にでもある経験を通
して、時間の流れの中には様々な人の心の動きや生き方がぎっしりつまっているものである
ことを教えてくれる。主題の指導に適切な資料であると考える。導入段階では、まず事前に
とった時間に関するアンケート結果を見せる。気づきなどをやりとりする中で生徒の時間に
対する現在の意識をつかませ、本時の学習課題に迫る。次に指導者が駅で友人を待つという
状況を劇化して見せることで生徒たちを資料の世界へ引きこむ。展開前段では、伝言を残し
た人の心、自己都合でつい遅れてしまってこの伝言を見た人の心を深く掘り下げさせる。展
開後段では、資料から離れて「時間を約束する」ことで時間をめぐっての人と人とのあり方
について生徒自身の問題として道徳ノートにまとめさせる。終末段階では心のノートを利用
して現在の自分の基本的生活習慣の見直しをさせ、希望を持ち、やる気に満ちた２学期のス
タートを切れるよう説話も入れながら援助したい。

駅の背景、伝言板、携帯電話（レプリカ 、効果音、範読資料、アンケート結果７ 準備物 ）
道徳ノート（自己評価付 、心のノート）



８ 学習展開

過 学習活動 教師の発問及び予想される生徒の反応 留意点

程 Ｔ１ Ｔ２

導 １ 本時の学習内容 ○ アンケート結果を見てみよう。気 ・黒板付近を
に気づく。 づいたことはないだろうか。 駅に見立てて

・アンケート結果を 伝言板やいす
入 聞く。 などを置いて、

○ 今日の資料の場面を見てみよう。 その前で友人
を待つシーン
を演じる。

展 ２ 資料を読んで筆 ○ 筆者が伝言板の言葉の中に感じた ・範読する。
者の気持ちを中心 「人間の心」とはどういうことか。伝 ・役割読みに

開 に話し合う。 言をかいた人の気持ちになって考え 参加する。
てみよう。 ・資料の「人

前 間の心」を○・友人を思いやっている。

で囲ませる。・もう待てるだけ待った。

・友人が事故や事件にまきこまれていないことを祈段
・意見を出さ・発問は黒板る。

せる。 に張る。・もっと待っていたいんだというなごり惜しい気持

ち。

・長いこと会っていない友人だからぜひ会いたい。

・主な意見を・友人を責める気持ちはない。

板書する。・次の機会にぜひ会いたい。それを楽しみにお互い

これからも仕事などを頑張ろう。

・相手を許している。

・もし相手が来て自分がいなかったら困るだろうと

思って気を遣っている。

○ 少しぐらい遅れてもと考え、つい
遅れてしまったら、なぜ「深い悔恨
の心」がおそうのだろうか。先生の ・演技したＴ・Ｔ２が遅れ
演技を見て考えてみよう。 ２の気持ちを て駅にやっ

をしっかり考 てきて伝言・長いこと待ってくれた友人を裏切ってしまったか

えさせるよう 板を見るシら。

する。 ーンを演じ・相手が自分のことを本気で心配してくれたことが

る。わかるから。

・急な用事でもできて遅れたと思ってくれた相手の

心に触れて申し訳ないと思ったから。

・相手は用事があるのに自分と会う約束をしてくれ

たことがわかったから。

・相手は自分を全く責めていないし、次の機会に友

人として遅れた自分に会おうと言ってくれている

から。

３ 資料から離れて ◎ 「約束した時間を守る」ことで自 ・学校生活や、
展 自分の生活を深く 分たちのくらしはどうなっているだ 家庭、地域で

見つめ、自分の問 ろうか。 の生活の中で
開 題として考える。 約束された時・規則正しい生活ができる。健康で安全な生活にも

・道徳ノートにかき 間の場面を思つながるだろう （自分もみんなも快適だ ）。 。

後 こみ、発表する。 い出させてな・時間を守る・安心した生活ができそうだ。

がら考えをま ことがなぜ・物事が計画的に能率よく進むだろう （充実した。

段 とめさせる。 必要かと問生活につながるだろう ）。

・机間指導 いかける。・行動に制約や規制を受けるだろう。

・意図的指名・時間を守るために余裕を持った生活ができ、学習

などが進めば本当のゆとりが得られるだろう。

・時間を約束した相手との信頼関係ができる。

・心のノートを利用して夏休みが終わ４ 心のノートｐ１ ・現在の自分の基本的生活習慣を見直
ったこの時期に自分の生活を見直す機５、１６に記入す し、反省をふまえて、２学期の決意
会とさせ、希望を持ち、やる気に満ち終 る。 を固めていく。
た２学期のスタートを切らせたい。説

話には、中学校生活最後の文化祭の成末
功、進路決定に向けての学習には基本５ 説話を聞く。
的生活習慣という大きな土台が必要で

あることをこめたい。



　
　
①あなたは日々の生活の中で時間にしばられてきゅうくつだと思うことが多い。
②あなたは時間を守ることは大切だと思う。
③あなたは時間をよく守るほうだ。
④あなたは時間を守らない人を見るといやな気分になる。
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まったく思わない


