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「明朗誠実な心を育てる道徳教育」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東広島市立松賀中学校　仁井　克彦

１　本校の概要  

　　

　　本校は東広島市西条町の南東部に位置し，国道４８６号線に近い高台にある。校区は，東　広

島市の都市化に伴い，団地・マンション等が建設された地域で，田園地帯と住宅地が混在　し

ている。本校は，昭和６０年４月，生徒数増加のため東広島市立西条中学校より分離し，　東

広島市立の７番目の中学校として開校した。御薗宇小学校区・東西条小学校区・西条小学校

区の一部を合わせた地域が本校の校区である。

　　本年度は，開校２０年目の節目の年を迎えている。保護者や地域住民の学校への関心や期

待は高く，学校行事などには積極的な参加・協力態勢が見られる。

２　生徒の実態  

    
本校は１１学級（内障害児学級数２）３１６名の生徒数である。開校２０年を経過し，生

徒たちは全体的に落ち着いた学校生活を送っている。生徒の問題行動も少なく学習規律もし

っかりできている。クラスマッチなど校内行事や地区清掃や資源回収など地域の行事には生

徒会が中心となり，積極的に参加している。しかしながら，指示されたことは真面目に取り

組むが自主的に考えて行動する力が不足しており，教師の支援を必要とする生徒が多い。

  

３　研究主題

　　　　　　　　豊かな心を培い，自ら考え，実践できる生徒の育成

　　　　　　　　　　　　～子どもが，楽しみながら本気で

考えることのできる道徳の授業をめざして～

  生徒の実態の中でも述べたように，本校生徒は，指示されたことはできるのだが，自ら考

え，判断し行動にうつせる生徒は多いとはいえない。そこで，本年度は，自ら考え，実践で

きる生徒の育成を目指して本主題を設定した。子どもが，楽しみながら本気で考えることの

できる道徳の授業をめざして，第一に道徳の時間の学習の充実を図りたいと考えた。昨年度

までの授業では，資料を読み感想を書かせる展開が多く，生徒たちの積極的な活動の場面は

少なかったように思われる。そこで，まず道徳教育の要である道徳の時間の学習に，生徒た

ちの体験的な活動を取り入れるなどの様々な展開例を研究し，指導法の改善を目指していき

たい。そのような多彩な授業の展開をすることによって，生徒たちが，楽しみながら積極的

に考えていくことができるようになるのではないか，そしてそれが道徳的実践力を高めてい

くことにつながるのではないかと考えた。また，道徳的実践力を十分に高めていくためには，

学校や地域・家庭での体験活動の重要性も忘れてはならないことである。道徳の時間の学習

で考えたこと，生徒たちが体験を通して考えたこと，これらがお互いに補充，深化，統合し

あって生徒たちの道徳性は育っていくものである。そして，その要となるのは，日々の道徳



の時間の学習である。そこで，本年度は，道徳の時間の学習の充実を中心にして，研究主題

に迫っていきたい。

４　重点的に取り組むべき課題

    

①生徒一人一人が「道徳の時間」を楽しみながら，授業に集中し，本気で考えることので

きる授業をめざし，心に響く新しい教材の開発や多様な指導法を研究し，実践すること

によって，生徒の道徳性を高める。

　　②総合的な学習の時間や生徒会行事など様々な体験活動との関連を研究し，工夫・改善す

ることによって，生徒の道徳性を高める。

　

５　取り組みの内容

　　

①　道徳の時間について

      ○多様な指導法の研究や開発

      　・ＴＴによる授業の研究

　　　　・副読本を利用した効果的な指導法

    　　・生徒の活動を取り入れた授業

    　　・効果的な資料提示や終末の工夫

　　　○新しい資料の収集や開発

      　・教師が感動した資料

　　　　・生徒の実態にあった資料

　　②　体験活動との関連について

      総合的な学習の時間との関連     

      ○総合的な学習の時間と「道徳の時間」との関連を考え検討していく。

        ・総合的な学習の時間での道徳的価値の捉えを明確にし，年間計画に位置づける。

　　　　　１年　「よりよく生きる」　福祉施設での体験

　　　　　２年　「みんなちがってみんないい」　国際交流会での体験

　　　　　３年　「未来の自分を考えよう」　地域での職場体験

      

生徒会行事等の体験活動との関連

　　　○生徒会行事等の体験活動のねらいを見直し，「道徳の時間」との関連を考え検討して

いく。

        ・それぞれの教育活動での道徳的価値の捉えを明確にし，年間計画に位置づける。

　　　　　資源回収活動，ＰＴＣ環境整備作業，地域でのボランティア清掃活動

６　研究方法

    ○毎週１回，道徳教育推進委員会を実施する。また，別に必要に応じて各学年の道徳担当

者を中心に研究部会を持つ。



    ○年度初め及び年度末に道徳性調査の実施

      ・調査結果をもとに，各学年の重点項目を定める。

    ○毎時間，学期ごとの生徒による授業評価および自己評価の実施

　　　・授業の改善に向け工夫した点について，生徒の反応，生徒による自己評価について検

証し，課題をみつける。

    ○道徳だよりを発行し，生徒・保護者の「道徳の時間」への関心を高める。

　　○行事との関連性を考慮し，実施時期や時間数・内容を検討する。

７　生徒の意識

　　①　ニューヒューマンテストの結果より

　　　本校生徒の道徳性は全国平均より望ましい傾向にあり，特に道徳的心情面では十分に

育っている生徒が多いと言える。しかし，道徳的判断力については，全国平均にとどま

っており，このことは本校生徒の課題と考えられる。視点別では「主として他の人との

関わりに関すること」が，全国平均にとどまっており，内容項目２－３（友情）につい

ては，道徳性の発達が不十分であるという結果が出た。これらのことは，周囲のものと

深く関わり，お互いを認めあい高めあっていくことを苦手としている本校生徒の実態の一

面を顕著に表している。今後は道徳の時間を中心に「お互いを認め合える」環境作りをし

ていきたい。

　　②　４月・１０月のアンケートより

ア　道徳の授業は楽しいですか

　　　
肯定的評価 消極的評価
イ　道徳の授業はためになると思いますか
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８　明朗誠実な心を育てる道徳教育

　中学校学習指導要領では，「誠実」について内容項目１－（３）で次のように述べてい

る。「自律の精神を重んじ，自主的に考え，誠実に実行してその結果に責任をもつ。」

生徒自身，誠実に生きることが望ましい生き方であることは理解しているものの，現代

の風潮として，すぐに安易なほうに流れたり，打算的に損得を考えたり，無責任に人任せ

にしてしまう傾向があり，なかなか誠実に行動することができにくいのが現状であると考

えられる。誠実に行動することは，自分だけのことではなく，社会を支え，人間関係を円

滑にしていることを理解させ，責任をもった行動がとれるように指導することが必要であ

ると考えられる。

９　明朗誠実の授業の実践

　１年生

　「おじいさんのハーモニカ」　心の元気Ⅱ（広島県教育委員会）

　自ら考え，誠実に実行して，責任をもって行動しようとする態度を養う。

　２年生

　「償い」　さだまさしＣＤ

　過ちに対する主人公の行為を見つめることを通して，真に誠実な謝罪についての道徳的心

情を養う。

　３年生

　「取り戻せない過去」　生きる力を育む（日本更正保護協会）

　困難に対して自分と向き合うことの大切さに気づかせる。



道徳学習指導案

東広島市立松賀中学校　

　　　授業者　　高井　基子　　印

仁井　克彦　　印

１．日　　時　　平成１６年６月１６日（水）　　４校時

２．学年・学級　　第２学年２組　　（男子　１７名，女子　１３名　　計３０名）

３．場　　所　　視聴覚室

４．主 題 名　　誠意ある行動　　１－（３）誠実・責任感

５．ね ら い　　過ちに対する「ゆうちゃん」の行為を見つめることを通して，真に誠実な行

　動についての道徳的心情を養う。

６．資 料 名　　楽曲「償い」　作詞・作曲　さだまさし

絵本「償い」　作　さだまさし　　絵　おぐらひろかず

７．主題設定の理由

　≪主題観≫

人間としての誇りを持って生きていくためには，自ら考え，判断し，実行し，自己の行為に責

任をもつことが求められる。しかし，私たちは，日々，大小の差こそあれ，いろいろな過ちを犯

しながら生きている。思いやりを持ち，自分の言動に注意していても，時には選択を誤ったり，

人を傷つけてしまったりする。そんな時，逃げたり，ごまかしたりするのではなく，自分の過ち

と正面から向き合い，誠実になることで誇りを取り戻し，堂々と生きていけるようになることは

大切である。周囲の人とのより深い付き合いを求め始めた２年生にとって，単に求めるだけでな

く，自分自身が誠実であることの必要性を考えることは大切であると考え，本主題を設定した。

　≪生徒観≫

本学級の生徒は，明るく朗らかな生徒が多い。穏やかな生徒が多く，大きなもめ事はなく日々

を過ごしている。しかし，その反面，物事を深く考えることが苦手で，軽い気持ちで相手を傷つ

けてしまうような言動をとってしまうことがある。そんな時，相手に対して悪いと思っても適切

な対処ができず，適当に謝ってその場を濁し，また同じ事を繰り返すことが多々ある。また，何

かを失敗した時，正面から向き合わず，ごまかしたり隠したりする傾向があり，誠意をもってや

り直したり，同じ失敗を繰り返すまいとする意識が弱い。そこでこの授業で，人との付き合いに

おいて，自分自身の行動に責任をもち，過ちを犯してしまった時にはそのことに対して誠意をも

って対応することの大切さを知らせたい。また，誠実な行動は，たとえかたくなになってしまっ

た人の心も変える可能性があることや，人間の心を変えるのもまた人間の心であることをあわせ

て考えさせていきたい。

≪資料観≫

資料「償い」は昭和５７年の作品で，実話をもとにしている。交通事故で人を死なせてしまっ

た「ゆうちゃん」がその償いに毎月被害者の奥さんに送金している。被害者の奥さんは許せるは

ずもないが，その誠実さに，思いやりと広い心で「ゆうちゃん」を理解し，毎月の送金を断る。

しかし，彼は償いきれない罪を自覚し，送金を続けるという内容である。ゆうちゃんの誠実さに

触れることにより，ねらいに迫っていきたい。



　≪指導観≫

本授業では，まず被害者の奥さんの憎しみの心をとかしたゆうちゃんの誠実な行動に気づかせ

る。その上で，奥さんの許しを得た後のゆうちゃんの行動を考えさせ，相手の気持ちを考えた誠

実な行動とは何かを考えさせたい。なお，指導にあたっては，情報機器を活用し，美しいメロデ

ィにのせて歌われる楽曲とその楽曲を題材にした絵本を融合させ映像として流す。このことによ

り，「償い」の歌詞が生徒たちの心により効果的に響き，考えを深めさせるものであると考える。

８．学習指導過程

学習活動 教師の主な発問と生徒の反応 Ｔ１ Ｔ２
指導上の留意点（●）と

評価の観点（☆）

導

入

展

開

１．さだまさしに

ついて知る。

２．歌詞の前半を

聴く。

３．奥さんの気持

ちを考える。

４．送金を続ける

ゆうちゃんの

気持ちを考え

る。

５．手紙を出した

理 由 を 考 え

る。

○「さだまさしという人についてど

んなことを知っていますか。」

・ 知らない

・ 北の国からの主題歌を歌って

いた人

○「今から，さだまさしさんのある

歌を流します。」

○「人殺し」とののしった奥さんを

どう思いますか。

　・大切な人を殺されたのだから，

仕方ない。

　・自分でも同じように言う。

　・言い過ぎだと思う。

　
○「一回も休まず送金したゆうちゃ

んはどんな気持ちで送金を続け

たのでしょうか。」

・ 自分にできる精一杯のことだ

から頑張って送金しよう。

・ いつか許してもらいたい。

・ たとえ許してくれなくても，

命を奪ってしまったのだか

ら，そのおわびとして送金し

よう。

◎「どうして奥さんは手紙を出した

のでしょうか。また，どんな内容

だったでしょうか」

・ もういいと思ったから。

・ ゆうちゃんの気持ちが通じた

から。

・ 七年間欠かさず送金したゆう
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板書

支援
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板書

●歌詞の前半部分のみを

配布し，そこまでをＣ

Ｄで流す。(資料１)

●奥さんの哀しみ・怒り

を意識づける。

●ワークシートを使用

し，しっかりと自分の

意見・思いを書かせる。

●お金ではなく，ゆうち

ゃんの誠実な気持ちが

奥さんの気持ちを変え

たことに気づかせる。



６．歌詞の後半の

途中までを聴

く。

７．ゆうちゃんの

これからの行

動について考

える。

ちゃんの気持ちが通じたか

ら。

　（手紙の内容）

・ ゆうちゃんを責め，７年経っ

ても許せない…という内容。

・ 少しはゆうちゃんを許せる気

持ちが出てきた…という内

容。

・ ゆうちゃんの誠実な気持ちが

伝わり，完全に許した…とい

う内容。

○「続きを聴きましょう。」

○「手紙をもらったゆうちゃんは，

来月もお金を送るでしょうか。」

〈送る〉

・自分にはこれしかできない。

・許してもらったからといって

　も自分の罪は消えないから。

〈送らない〉

・許してもらったから。

・奥さんがつらい思いをするか

ら。

・自分の生活を取り戻したいか

　ら

提示

発問

机間

指導

配布

操作

支援

机間

指導

板書

☆誠実な気持ちが人の心

を変えることに気づい

たか。

【発言・ワークシート】

●後半の途中までを流

す。(資料２)

●ネームプレートを黒板

に貼らせる。

☆理由の中に，誠実な気

持ちが見られたか。

終

末

８．曲を最後まで

聴き，感想を

書く。

○「今日の授業を振り返って，感想

を書きましょう。」

○「この歌のタイトルは『償い』

といいます。最後に，曲の全部

を聴きましょう。」

指示

提示 配布

操作

●絵本「償い」をプロジ

ェクターで映しなが

ら，曲を流す。＜資料

３＞

☆誠実に生きていくこと

の必要性に気づく。

　　【ワークシート】



 

９．生徒の感想より 

・すごい人間がかなしいと思いました。失う人がいれば，かわいそうな人もいる。そのあと誤

魔化す人と立ち向かう人がいる。すごいかなしい詩でした。その人を見守るさだまさしさん

はその人の気持ちを痛いくらいわかっている人だと思いました。人間というほどかなしい生

き物はいないと思いました。 

・今日は人の優しさについてすごく学べた。人間にはミスは必ずあるけれど，対処をしていけ

ばなんとか立ち直れることが分かった。 

・すごく感動しました。人間は支えあったりしているんだと思って，なんかすごかったです。 

・その後，彼はずっと送金を続けたのかなと思いました。この彼の償いの優しい気持ちがとて

も伝わってきました。 

・この人は，償いのためにまだお金を送っているのはなぜだろうと思いました。自分で手紙を

書いたりしてとてもいい勉強ができました。 

・ゆうちゃんは，結局仕送りを続けたけど，奥さんを悲しませていると思う。ゆうちゃんも切

ない気持ちでいっぱいだったと思う。だけど，「罪をつぐないきれてない」と思うから，ゆ

うちゃんは仕送りを続けたと思います。 

・それからも，働いて，心の中で償い続けていると思う。 

・人間は，本当にすごく弱くて，すごく強いと思いました。自分の罪を認めて，それをつぐな

おうとすることはすごいことだと思いました。 

・罪をおかしたことは悪いけど，人間のやさしさがすごく分かった。 

・ゆうちゃんの責任感を感じた。「償う」という本当の意味が分かった。 

・罪を犯しても，それを反省する心が大事だと思いました。反省すれば，いつかは許してくれ

ると思います。人を思いやる心が大事だと思います。 

 

 

 

 

 

・効果的な資料提示や終末の工夫      

 資料提示については，視聴覚機器を活用し，感覚

に訴えるものとした。 

 また，終末では絵本「償い」と楽曲「償い」を重

ね合わせた映像を見せて終わった。このことによっ

て，絵本の絵のもつ力と楽曲の力が融合してより深

く余韻を残して終えることができた。その結果，生

徒は授業が終わってからも歌を口ずさんだり，授業

の内容について話をしている様子が見られた。 

                                                                    

・ＴＴによる授業の展開 

  ゆうちゃんのこれからについて考える発問において，Ｔ１・Ｔ２がそれぞれの立場に分かれ

て，生徒を支援する方法をとった。このことによりＴ１・Ｔ２がそれぞれの気持ちを代弁して

 



 

ぶつけ合う様子を見せることが出来，考えを深めるのに効果的であった。また，机間指導の際

に，Ｔ１・Ｔ２が互いに座席表を持ち，観点を決めてチェックした。このことは意図的指名を

しやすくし，生徒の意見を効果的に発表させるのに役立った。 

 

 

 

 


