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１ 学校の概要 
 ○ 市の概要 
 大竹市は広島県西部の県境に位置する臨海工業都市である。市域はその昔，遠管郷と呼

ばれ，古代山陽道の要路にあたり遠管駅がおかれていた。中世になると厳島社領や毛利氏

の領地となり，関ヶ原の合戦以後はこの地を福島氏が治め，小方に亀居城を築いて，防長

２国を支配する毛利氏に備えたが，その後元和５年の福島氏の改易によって浅野氏がこれ

に代わり，その家老である上田氏の領地にあてられた。 
 幕末の動乱期には長州の役の戦禍を受け，沿岸部のほとんどの民家が灰じんに帰した。

明治維新以降，国家の治安が確立され，明治・大正・昭和と幾多の変遷を経て，昭和２９

年９月，当時の３町１村１地区『大竹町・小方町・玖波町・栗谷町・松ヶ原地区（友和村

の一部）』が合併し，広島県内１０番目の市として大竹市が誕生した。 
 今年は市制施行５０周年を迎えた祝賀の記念年である。 
 市域の産業は，明治には和紙生産・鰯網漁業を中核として発展したが，特に和紙は木野

川（小瀬川）の質の良い豊富な水に恵まれ全国的に高い評価を受け名声を高めた。 
 昭和に入ると，８年には三菱レイヨンの前身である新興人絹がこの地に進出する一方，

新開地には海兵団・潜水学校などの軍事施設が設けられ，第２次世界大戦中は海軍の重要

な軍事基地としての役割を果たした。 
 昭和２０年の終戦と同時に，軍事的要素は一掃され，日本経済の復興の波に乗って平和

産業としての重化学工業誘致の気運が高まった。 
 昭和２９年９月，市制施行後の積極的な工業都市建設計画により企業誘致が行われ，化

学繊維・パルプ・石油化学工業を中心とする大企業５社と既存の大企業２社を含めると，

７大企業が沿岸部に立ち並び，瀬戸内海工業地帯の一角として飛躍的な発展をとげること

となった。 
 近年は国際化・高度情報化・さらには少子・高齢化社会の到来，また地球規模での環境

問題への対応などの社会環境の変化や，多様なニーズに応えるために計画的な施策が推進

されている。 
 この大竹の地にこれまで培われてきた多様な産業，豊かな文化，美しい自然など，多彩

な地域資源を生かし「教育・子育て支援」「産業の振興」「市民参画」を施策の大きな柱に

掲げ，まちづくりが進められている。 
 
○ 校区の概要 
本校区は，南北に細長く，旧小方町のうち，山間部（穂仁原小学校区），島しょ部（阿多

田小学校区）を除いた沿岸部（立戸・御幸・小方・御園・黒川・三ツ石・港町・新陽台・

御園台）であり，距離的には半径およそ２㎞以内に入る比較的まとまった校区である。 
しかし，学校の東側は交通の大変激しい国道２号線，西側は旧国道を挟んでＪＲ山陽本

線に隣接するという交通・騒音問題を抱えた地理的条件のもとにおかれている。また，広

島岩国道路（山陽高速道路）の大竹インターチェンジも設置されている交通の要衝の地で

ある。 
また，学校の山の手には江戸時代初期に広島城の出城として築城され，本校の校歌の校

歌の一節にも歌われている亀居城の立派な石垣が残り，現在は亀居城跡公園として市民の

憩いの場となっている。 
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○ 学校の概要 
明治６年，本校の前身である小方啓蒙舎が黒川の地に創立された。その後，大正・昭和・

平成と歴史を重ね，村から町，市へと変遷し今日の大竹市立小方小学校となっている。 
前述のように，交通量の多い国道２号線がすぐ東側を通っているため，昭和４１年には，

県教育委員会から交通安全教育モデル校に指定され，児童の交通安全に努める一方で，Ｐ

ＴＡの働きかけにより，２号線を渡るための横断陸橋，及び横断地下道の設置が行われた。 
また，当時の交通安全教育の一環として始められ，現在も続けられている集団登校がス

タートしたのもこの頃である。この集団登校は地域ごとに異学年で集団が構成されるため，

高学年が低学年の世話と指導をする雰囲気が自然と醸し出され，学校教育の中でも好影響

を与えている。平成５年には創立１２０周年を迎えて記念式典等が盛大に行われた。 
児童数は戦後増加を続け，昭和５４年には最多の１０４８名を数えたが，その後は減少

傾向にあり，本年度は４５９名１６学級（内障害児学級２）である。全国的に少子化が進

む傾向にあるが，本校において今後５年間は，ゆっくりと減少するものの４００名を維持

する状況である。 
平成１４，１５年には，「生活科，総合的な学習の時間」の取組みを自主的に公開し，教

育研究会を実施した。そして，本年は，県教育委員会により道徳教育の実践研究校として

の指定を受け，その取組みを進めているところである。 
 

２ 学校教育目標とめざす児童像 
【学校教育目標】 

   確かな学力と豊かな心を育て，生きる力を持った子どもの育成 
 【めざす児童像】 
   ・よく考え自ら学ぶ子ども 
   ・やさしく思いやりのある子ども 
   ・がまん強くたくましい子ども 
 

３ 研究主題と主題設定の理由 
  
  
  

 めまぐるしく変わ

かに成長することは

学校教育の「目標」

 小学校教育の目的

自己実現を図ること

しい２１世紀を生き

めの基礎となる確か

であり，「学力」であ

 特に小学校段階で

を支えるための「根

 

「根っこ」を育てる授業づくり 

る現在にあっても，子どもたちが確かな学力をつけ，心豊かに，健や

，今も昔も変わらない「願い」であり，学校教育への「期待」であり，

である。 
は，一人一人の子どもの能力を最大限に伸長させ，発達段階に応じて，

のできる資質や能力，態度を育成することにある。そして，変化の激

る子どもたちに，自ら学び，自ら考え，生涯にわたって学び続けるた

な素地を培っておく必要がある。これが，指導要領にある「生きる力」

る。 
は，これから続く学校教育の土台となる力，「伸び」や主体的な「学び」

っこ」を育てていくことが必要である。この「根っこ」とは，具体的
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には，知識・理解，学ぶ意欲，思考力，判断力，表現力，学習への関心・意欲・態度，課

題への適応力をも含めており，さらには，人とかかわろうとする意欲やかかわり方，基本

的な生活習慣を身につけること，根気強さや困難に負けない意志力の育成も含まれる。 
 これまでの基礎基本定着状況調査や校内研修のまとめより考察した本校の児童の課題は，

次の通りである。 
・素直で明るい児童が多いが，人との関わりの中で自己肯定感を持ち，自信を持って主体

的に行動する児童が少ない。 
・場の設定により，児童に表現する意欲は育ったが，伝え合う力，特に聞き合い話し合う

力は不十分である。 
・基本的な知識・理解や計算などはある程度身についているが，既習事項を生かして筋道

立てて考えることを苦手とする児童が多い。 
 そこで，教師と児童の信頼関係，児童同士の人間関係の充実を図り，国語科（伝え合う

力）・算数科（考える力）を中心とした授業づくりと，各教科や領域と関連させた道徳の時

間の充実に焦点を当て，この「根っこ」を育てる授業への改善を図りたいと考えた。 
 

４ 研究内容   
 ○ 感じる心や道徳的実践力を育てる道徳の時間の指導法の工夫 
 ○ 伝え合う力をつける国語科，考える力をつける算数科の授業づくり 
○ 豊かな心を育てる環境づくり 

 

５ 取組みの視点 
（１） 道徳教育 

    ① 全体計画の改善 
     ア 全教育活動と道徳の指導の関連の明確化 
     イ 特別活動，教科，総合的な学習の時間等との関連を図った年間指導計画の

見直し 
    ② 道徳の時間における指導方法の研究 
     ア 指導態勢 
     イ 授業形態 
     ウ 資料の選択，自作資料の研究 
    ③ 環境づくり 
     ア 認め合い，支え合える学級集団づくり 
     イ 豊かな心を育む環境づくり 
     ウ 校舎や教室の整理整頓 
    ④ 家庭・地域との連携 
     ア 道徳通信の発行 
     イ 参観授業 
     ウ ゲストティーチャーの招聘 
（２） 国語科 
   ① 「伝え合う力」を育てるための授業づくりの研究 
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    ア 「話す」「聞く」内容を取り扱った授業研究，または「話す」「聞く」「話し

合う」の児童の実態が表れる授業研究 
    イ 児童の意欲を高める支援と評価のあり方について 
   ② 「話す力」「聞く力」をつけるための系統的な指導 
    ア 系統表の活用，児童の実態把握 
    イ 音読や話し合い活動などの効果的な指導 
    ウ 聞き方の指導 
   ③ ことばの力をつけるための日常的な取組み 
    ア 朝の帯タイムの活用（朝の読書・音読） 
    イ 朝会の活用 
    ウ 学習環境の整備 
    エ 掲示物の活用 
（３） 算数科  

① 考える力を伸ばす授業づくりの研究 
    ア 少人数指導・習熟度別指導などの指導法の改善 
    イ 考える方法や考えるきっかけをつかませる指導・支援 
    ウ 考える力を高めるための系統的な指導 

② 教材教具の工夫 
     ア 児童の興味関心が持続するような教材開発 
     イ 課題意識・問題意識を生かした教材づくり 
     ウ 算数的活動を取り入れた教材づくり 
    ③ 指導と評価の一体化 
     ア 指導に生かす評価 
    ④ 学習環境の整備 
     ア 算数教材室，算数教室の整備 
 

６ 道徳の具体的取組み 

（１） 道徳教育の全体計画・年間指導計画の改善 
    ① 特別活動，教科等との関連を図りながら，道徳教育全体計画，道徳の時間の

年間指導計画の立案・改善を行った。 
    ② 年間指導計画の中に，関連する教科，特別活動，総合的な学習の時間等，心

のノートの活用を明記した。 
    ③ アンケート実施で把握した児童の実態や変化に基づき，１学期末に年間指導

計画の改善を図った。 
  
（２） 道徳の時間の指導法 
 ① ＴＴ態勢による授業づくり 

         基本的に全学級でＴＴ指導を行っている。昨年度まで算数科においてＴＴ授業を行って

いたため児童は違和感なく道徳のＴＴ授業を迎え入れてくれた。しかし，教師は道徳にお

けるＴＴ授業を初めて経験するので，とまどいは大きかった。研修を積み重ねる中で徐々

に効果的なＴＴ授業を実施することができるようになったが，Ｔ１・Ｔ２の打ち合わせ時
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間をどう確保するかが課題である。道徳授業におけるＴＴの動きについてまとめると，次

のようになる。 
   

    
 
 

② 導入の工夫 

 
・資料の範読  ・さし絵提示  ・机間指導  ・板書  

・切り返し発問や揺さぶり発問  ・役割演技  ・説話  

 導入のねらいを資料への興味・関心を高めること，主題への動機づけを図ることとと

らえ，いろいろな方法を試みてきた。マイナスイメージから入らず，児童が言いたくな

るような発問を考えると共に，楽しく温かい雰囲気をつくるように心がけてきた。実際

に行った導入には次のようなものがある。 
 
 
 
 
③ 

 終

的価

で，

種類

プン

向づ

ある

 
 
 
④ 

 道

以前

る中

につ

指導

中心

発問を

資料

し，中

る発問

課題）

する 

 

・前もってとったアンケートの提示  ・現物の提示   
・絵や写真を使って  ・思いつく言葉を言う  ・資料の登場人物の紹介 
・資料に出てくる地域を地図で確認  ・ビデオを映す  ・テープを聞く 
終末の工夫 
                                   

末のねらいを実践への意欲を喚起し，今後の発展につなぐこと，ねらいとする道徳

値を印象づけることととらえ，いろいろな方法を試してきた。授業実践を重ねる中

終末をきちんとおさえて授業を終わることの大切さが分かってきた。また，終末の

としてはオープンエンドやクローズドエンドがあることも分かった。無責任なオー

エンドにならないように留意することと価値を押しつけるのではなく，実践への方

けをすることに注意しなければならない。実際に行った終末には次のようなものが

。  

道

徳

は

で

い

の

と

を

心

（

を

・教師の説話  ・詩を読む  ・手紙の紹介  ・感想の発表   
・心のノートを開く      ・視聴覚資料の提示（ビデオ・絵・写真）
徳の時間の組み立てと発問の工夫 
    

の時間の組み立ての手順については，以下に示すような流れで構成していった。

授業を考えていく時，導入から考えがちであったが，現在は児童の実態を分析す

，ねらいとする価値につなげる中心発問から考えるようにしている。また，発問

ては，「ねらいにせまる発問の工夫」を校内研修の柱として取り組んできた。ＴＴ

長所を生かし，切り返し発問や揺さぶり発問を必ず用意するようにしている。 
＜道徳の時間の組み立て＞ 

なる

おく 
分析

とな

中心

設定

発

る

問

彫

よ

的

お

導 入 を 考

える 
展 開 段 階

へ の 意 欲

的 な 方 向

づ け を 考

える 

終 末 を 考

える 
心 に 残 る

主 題 の ま

と め な ど

を考える 
基本的な

問をおく 
中心とな

発問での

題が浮き

りになる

うな基本

な発問を
く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展開の後段を考

える 
資料での話し合

いを生かし自分

たちの生活経験

を想起させるな

どの自覚を深め

る話し合いを構

成する 
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＜発問を考える視点＞ 
 

・自分

・何を

・自分

・心が

 
⑤ 

 い

考え

行っ

した

いる

  

 

 
 
 
 
 
 
⑥ 

  基

態は

他校

でに

 
・

・

・

 
 
 
 
 

 

 

 

 
の感じ方や考え方を表現でき，多様な考えが出る発問 
問うているのか明確な発問 
のこととして考えられるような発問 
揺さぶられるような発問 

効果的な発問 
 

 
 

 
適切でない発問 
 
 
 
 
 
 

 
・懺悔させる発問（例：～の失敗を隠したことはありませんか） 
・資料の筋を問う発問（例：それから主人公はどうしましたか） 
・意思表明させる発問（例：これからどうしていきますか） 
・漠然とした発問（例：～についてどうですか） 
 

指導法の工夫 
つも同じパターンの授業にならないように，多様な指導法を取り入れた授業構成を

ている。また，資料提示の方法としては，集中させるために基本的に読み聞かせを

ている。高学年においても内容がつかみにくい場合だけ資料を配るようにしている。

がって，さし絵が内容把握の大きな手だてとなるため，周到に準備するようにして

。これまで行った指導法としては次のような方法があげられる。 
・視聴覚機器の活用  ・他の教職員の参加  ・役割演技  ・動作化 
・場面絵の提示    ・実物の提示     ・心のノートの活用 
・ＢＧＭの活用    ・紙芝居での資料提示 ・ネームプレートの活用  
・心情カードの活用  ・心情曲線を使った板書  ・色カードの活用  
資料の選択 
本的には，副読本を全校一斉購入した資料の中から選んでいる。しかし，児童の実

各学年，各学級によって違いがあり，実態に即した資料選択が必要である。そこで，

の実践や道徳書籍，絵本などからさまざまな資料をさがすようにしている。これま

使った資料の種類には次のようなものがあげられる。 

副読本  ・副読本の一部改作  ・視聴覚教材（ＶＴＲ，テープ）   
新聞記事  ・自作読み物資料  ・インターネットの活用  ・絵本 
他校の実践 
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 （３） 道徳的環境づくり 
   心に響く，あたたかい雰囲気づくりのために次のような取組みをしている。 
   

① 各学年の掲示板に道徳コーナーを設置し，道徳の時間のさし絵や資料，児童の学

習プリント等を掲示している。他に，作品コーナー，言葉のコーナーも各学年用に

設置し，１か月毎に張り替えを行っている。校内にはその他に，「心の広場」コーナ

ーを設置し，心のノートの言葉や写真等を掲示している。掲示板の前で立ち止まっ

ている児童の様子が見受けられる。 
② 掲示板に季節の花をさりげなく生けて，あたたかい雰囲気づくりをしている。 
③ トイレのスリッパがそろうよう，継続的指導を行っている。トイレの入り口にポ

スターを貼ったり，保健委員会が昼の放送で呼びかけたりと，道徳の時間や学級指

導と併せて意欲付けを行っている。 
 
 （４） 家庭や地域との連携 
   学校が取り組んでいる道徳教育への理解・協力を得，連携を図るために，家庭や地

域に向けて次のような取組みをしている。 
   

① 道徳教育推進者が道徳通信「心のリボン」を発行し，道徳の時間の様子や児童の

意見や考え等を積極的に掲載している。 
② 参観日には，積極的にＴＴ指導による道徳の授業を公開している。 

  ③ 地域の方をゲストティーチャーとして招く授業も行っている。今後は保護者を招

くことも考えている。 
④ 今年度は，地域公開日にはじめて学校懇談会を持ち，道徳教育の取組みについての

意見交流を行った。 
 

７ 道徳研究推進体制づくり 
 これまでの本校の道徳教育は，指導者すなわち担任中心で考え，道徳の時間に対する指

導者の意識には差異があり，指導法の研究や教材の工夫など十分とは言えない状態であっ

た。そこで，今年度は道徳教育実践研究指定事業に参加することになり，道徳教育推進の

ための体制づくりをすすめることが急務となり，次に示すような体制づくりをすすめた。 
 
○ 研究部会を３部会に分け，それぞれ授業改善を中心に研修を行う。その１つとして

道徳教育部を設置した。 
  ・道徳教育推進者，各学年道徳教育部担当者（各学年から１名）で構成する。 
○ 各研究部の上部組織として研究委員会を設置し，研究体制づくりの中枢となる。 

  ・教務主任，研究主任，道徳教育推進者，基礎学習部主任で構成する。 
 ○ 校長，教頭，企画運営委員会と連携をとりながら研究を推進する。 
○ 道徳の時間を同時間に行わず，一週間のうちに全学級が違う時間帯で行う。 
○ 道徳の時間に，道徳教育推進者がＴＴとして加わり授業をすすめる。 
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８ 道徳教育に係る研修計画 
 
４月 

・ 研究主題の設定   
・ 研究体制のスタート（研究部会２回，研究委員会２回開催）   
・道徳教育推進計画の作成  ・道徳教育全体計画の作成   
・年間指導計画の作成    ・道徳授業のＴＴ指導のスタート 

 
５月 

・１回目道徳アンケート調査の実施  
・研究部会１回，研究委員会１回開催 

 
６月 

・校内授業研究（５年道徳・指導主事招聘） 
・校内授業研究（３年算数・指導主事招聘） 
・研究部会１回開催  ・１回目道徳アンケート調査の分析 

 
７月 

・校内授業研究（４年道徳・指導主事招聘） 
・研究部会２回，研究委員会１回開催 

 
８月 

・理論研修（大竹市道徳教育推進連絡協議会を兼ねる・講師招聘） 
・校内研修２回（研究会の指導案検討） 
・研究部会１回開催 
・年間指導計画の見直しと改善 

 
９月 

 
・研究部会１回，研究委員会１回開催 

 
１０月 

・校内授業研究（１年道徳・指導主事招聘） 
・研究委員会１回開催  ・２回目道徳アンケート調査の実施 

 
１１月 

・教育研究会＜１１月１８日（木）＞ 
全学級授業公開 
（１年国語，４年算数，つくし学級生活単元，２・３・５・６年道徳） 

・研究委員会２回開催  ・２回目道徳アンケート調査の分析 

１２月 ・校内授業研究（６年算数・講師招聘） 
・年間指導計画の見直しと改善 

１月 ・校内授業研究（２年国語・指導主事招聘） 
 

○平成１６年度道徳教育全体計画の立案   ○家庭・地域との連携の推進役

○各学年の年間指導計画の作成にかかわる  ○道徳通信の発行 
○道徳資料の整理と収集          ○環境づくりの推進役  
○道徳の時間の学級担任とのＴＴ指導    ○先進校視察  
○担任との授業反省と授業記録の記入    ○道徳の校内研修の立案と  

○学年会での指導案の検討          具体的な推進 

 
道徳教育推進者の役割 
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２月 ・３回目道徳アンケート調査の実施と分析 
・年間の反省とまとめ 
・研究部会１回，研究委員会１回開催 

３月 ・研修のまとめと次年度の計画 
・研究委員会２回開催 

 
９ 意識の変容 
 （１） 児童の意識の変容 
   １ あなたは道徳の時間は「楽しい」と思いますか。（１年～６年 合計４５０人） 

 ５月 １０月 

とても楽しい ５７．９％ ５３．３％ 

だいたい楽しい ２９．８％ ３３．４％ 

あまり楽しくない ７．５％ ９．６％ 

まったく楽しくない ４．８％ ３．７％ 

 
  ２ あなたは道徳の時間は「ためになる」と思いますか。（５，６年 合計１４４人）  

 ５月 １０月 

とてもためになる ３４．３％ ３１．９％ 

だいたいためになる ５７．３％ ６１．１％ 

あまりためにならない ６．３％ ４．９％ 

まったくためにならない ２．１％ ２．１％ 

 
  ※あなたは道徳の時間は「楽しい」と思いますか。（理由） 
    （○・・・とても・だいたい  ●・・・あまり・まったく） 

 ５月 １０月 

 
低 
 
学

年 

○書く 
○気持ちを考える 
○発表する 
○話を聞く 
○絵がいっぱいあってうれしい 
○道徳の先生の話がおもしろい 
○道徳の先生といっしょに勉強でき

る 

○お話が聞けるのが楽しい 
○話を想像するのが楽しい 
○一学期より二学期の方が楽しい 
○危ないことやしてはいけないことを

教えてくれるから楽しい 
○いつも楽しみにしている 
○いっぱい考えられるようになった 
○お話の最後はいいことが起こるから 
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●考えているけど思いつかない ●考えるのがむずかしい 
 

中

学

年 

○自分の考えが発表できる 
○自分の言いたいことが言える 
○人の気持ちになって考えられる 
○友だちの意見が聞ける 
○自分の意見と人の意見を比べるの

が楽しい 
○先生が二人いてうれしい 
○劇をするのが楽しい 
○お話の読み方が分かりやすい 
○先生の話がいい 
○プリントに書く 
○絵があるのがいい 
○道徳の時間はワクワクする 
○もっといろんな話を聞きたいと思

う 
●自分の考えが思いつかなくてつま

らない 
●人に意見を言われてしまう 

○人の意見を聞いたり考えたりが楽し

い 
○自分を反省してやる気が出る 
○自分が見直せる 
○意見が言える 
○自分のためになる 
○分かりやすい 
○先生たちがやさしくていい 
○大切な授業だと思う 
○いろんなことが分かる 
○発表ができる 
●発表したいけどはずかしい 
●発表したり聞くだけはつまらない 

高

学

年 

○他の勉強より発表できる 
○道徳の先生がいるから楽しい 
○図や絵があって分かりやすい 
○人の気持ちが分かる 
○いろんなことが考えられる 
●自分の意見がはずかしくてなかな

か言えない 
●人の意見を聞くのは疲れる 

○分かりやすく楽しく教えてくれるの

でいい 
○人の考えが聞ける 
○いろんな話が聞けて楽しい 
○道徳の先生の本を読む声が楽しい 
○人の考えを聞くとどんどん考えがふ

くらむ 
○みんなの気持ちがよく分かる 
○先生がおもしろいし，よくある話題な

ので発表しやすい 
○いろんなことが発表できるから，のび

のび授業できる 
○絵が大きくて分かりやすい 
●感想を書くのが楽しくない 
●まじめすぎて楽しくない 

 
 道徳の時間に対して，よい印象をもつ児童は多い。その理由を見ると，絵や話が楽し

い等の他に，自分のことをみんなの前で話せる，人の意見が聞ける，いろんなことが分

かる等，話し合いによって自分と友だちの意見の交流ができることをあげる児童も多い。

しかし，道徳の時間に対して否定的な反応を示す児童もいる。その主な理由として，話

し合いに価値が見いだせない場合が多い。道徳の時間の意義をしっかりと児童につかま

せることと併せて，考えたり人の意見を聞くことが楽しくなるような話し合い活動の方

法や支援を考えていく必要がある。また，日々の指導者と児童との信頼関係づくりや，

何でも言える，人の意見が聞ける学級づくりの大切さも改めて感じさせられた。 
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（２） 教職員の意識の変容 
 １ あなたは，児童にとって道徳の時間が「楽しい」時間となるよう工夫をしていま

すか。 （合計２４人） 
 

 ５月 １０月 

とても ６．３％ ７．１％ 

だいたい ９３．８％ ９２．９％ 

あまり ０．０％ ０．０％ 

まったく ０．０％ ０．０％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ あなたは，児童にとって道徳の時間が「ためになる」と思える時間になっている

と思いますか。 （合計２４人） 
 

 ５月 １０月 

とても ６．３％ ７．１％ 

だいたい ８７．５％ ９２．９％ 

あまり ６．３％ ０．０％ 

まったく ０．０％ ０．０％ 

 
 
 
 
３ あなたは，道徳教育が生徒指導上の諸問題の解決に効果があると思いますか。 
                              （合計２４人） 
 

 ５月 １０月 

とても １１．８％ １４．３％ 
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だいたい ８８．２％ ８５．７％ 

あまり ０．０％ ０．０％ 

まったく ０．０％ ０．０％ 

 
  職員室や学年会の中で，道徳の時間のことや気になる児童のことが話題として上がる

ようになってきた。そのことから，道徳の時間を通して子どもを見る，子どもの実態から

道徳の時間の指導を考える等，道徳の時間の意義が教職員に共通認識として芽生えてきて

いる。 
  また，道徳の時間だけではなく，他の領域，教科との関連，特に国語科，算数科との

関連において，児童の育ちが少しずつではあるが見えるようになってきている。 
  しかし，さらに道徳の時間を充実するためには，職員間の打ち合わせ時間をどう確保

していくかという課題も残っている。多忙な現状の中，効果的な時間の使い方を模索して

いく必要がある。 
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国を愛する心を育てる道徳教育 

道徳学習指導案 
                           指導者 大竹市立小方小学校 
                               Ｔ１ 城子 勇志 
                               Ｔ２ 益田 由起子 
１ 学 年 第６学年１組  ２７名（男子１４名 女子１３名） 
 
２ 主題名 文化財を守るために（内容項目４―（７）） 
 
３ 資料名 「仁王像 平成の大修理」（ＮＨＫ『プロジェクトＸ「東大寺仁王像大修理」より』） 
      一部改作  自作教材 
 
４ 主題設定の理由 
 ○ 国際化が進む社会で，自国の文化や伝統を正しく理解し，誇りを持つことは必要である。

自分の住んでいる国の文化や伝統を大切に思っているからこそ，他の国の文化や伝統を尊

重することができるからである。日本には多くの文化遺産が残されている。古来から引き

継がれてきた文化や伝統をはじめ，美しい自然風土に触れる中で，我々の祖先が残してく

れたそれらの遺産の心を感じ取ることは，文化や伝統を大切に思うだけでなく，自分の住

んでいる国に誇りや愛着を持つことにつながる。さらに，日本人として自覚と誇りを持っ

て，すぐれた文化や伝統を守り，次世代にも残していこうとする心情を養うことは大切な

ことである。 
 ○ 本学級の児童は，少し幼い面を持っているが明るく素直な児童が多い。しかし，みんな

の前で自分の意見や思いを発表することが苦手で，授業中の発表は一部の児童しかしない

こど多い。しかし，６年生になって最上級生としての自覚を持ち，色々なことに対して前

向きにがんばっていこうと意欲を見せている。 
   日本の文化に対して思い浮かぶことのアンケートをとると，「忍者」や「武士」「刀」と

いったような時代劇から連想することをあげる児童が多かった。小学６年生の時点で，日

本の文化を大切にする気持ちを意識させることは，大変難しいことと思われるが，本学級

の児童もそのような意識を持っていない児童が多い。 
 ○ 本資料は，ＮＨＫ『プロジェクトＸ』で放送された「東大寺仁王像大修理」を児童にわ

かりやすいように，構成し直したものである。東大寺南大門の金剛力士像については，修

学旅行で訪れているので，児童にとってはイメージしやすい。京都美術院国宝修理所の小

野寺さんが金剛力士像の修理に携わった時の思いを通して，文化財を守っていくことの大

切さを考えることができる話である。日本の文化財は，このような人たちの努力によって

守られていることを児童が知ることができる。この資料を通して，自分たちが実際に見て

感動や驚きを持った文化財は，現代に引き継がれ，人々の手によって大切に守られている

ことを知ることを通して，他の日本の文化財も大切にしなければいけないという心情を芽

生えさせたい。 
 ○ 指導に当たっては，ビデオやプロジェクター，写真を使って仁王像のすごさや文化財と

しての価値を視覚を通して感じさせたい。小野寺さんが仁王像の修理をおこなっている時

の気持ちを考えさせることで，文化財に対する思いに気付かせ，みんなが日本の宝である

文化財を守っていき，後世に残していかなければいけないという心情を持たせたい。この

心情が，将来，国を愛する気持ちへと育っていくと考える。 
   授業では，Ｔ１が主な発問をして，Ｔ２が板書をしながら，意見を活発に出させた後，

意見や価値の類型化をおこなうことで，児童の考えを整理し，深めさせていきたい。また，

必要に応じて，児童の発言に対しては，Ｔ１・Ｔ２で切り返しをして，理由を考えさせた

り，思いをより深めさせていきたい。 
 



５ 本時のねらい 
 ○ 日本のすぐれた文化財がみんなの努力で大切にされていることを知り，文化や伝統を大

切にしようとする心情を育てる。 
 
６ 本時の展開 （事前授業１ ３組） 

 学習活動 主な発問と予想される児童の反応 
（○発問 ・児童の心の動き） 

指導上の支援・留意点 
（※評価の観点） 

 
導 
 
 
 
入 

 
 
 
１ ビデオを鑑賞す

る。 
 

○ 修学旅行で印象に残った場所を

教えてください。 
・東大寺 ・海遊館 ・金閣寺 

・本時の学習内容を意識

させる。 
・仁王像がボロボロで修 
理をしなければいけな

いということをわから

せる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展 
 
 
 
 
 
 
 
開 

２ 自分が修理する

立場になってどう

したいか考える。 
 
 
 
３ 資料を読んで話

し合う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 本時の授業の感

想を書く。 

○もし自分が仁王像の修理を頼まれ

たとしたら，どんな風に，どんなこ

とに気をつけて修理をしますか。 
・こわさないように ・きれいに 
・元通りに ・ピカピカに 
・丈夫に長持ちするように 
○ 小野寺さんは仁王像をどう思っ

ているでしょうか。 
・あこがれている 
・何とかしたい 
・すごい 
（８００年前につくられたから） 
（国宝だから） 
（計算されつくしてつくられている

から） 
◎小野寺さんはどうして反り返って

しまった８００年前の材木を使う

ことにこだわったのでしょうか。 
・できるだけ元のままにしておきた

いから 
（○ 根幹材は見えないからわから

ないよ） 
・新しい材木にすると文化財として

価値がなくなるから 
・造った人の思いや技術をそのまま

残しておきたいから 
○本時の授業の感想を書きましょ

う。 

・自分ならどういう目的 
を持って修理するかを

考えさせる。 
 
 
 

・Ｔ２が資料を読んで， 
Ｔ１は児童の様子を観

察する。 
・簡単な答えには，切り返

して理由も考えさせる。

・仁王像のすごさを具体的

に押さえる。 
 
 
・ワークシートに書かせて

考えを深めさせる。 
 
 
 
・高い価値が出ない場合は

左の発問をして，気付か

せる。 
※小野寺さんの思いを深

く考えることができた

か。 
・Ｔ１・Ｔ２で机間指導し

て，小野寺さんの思いを

感じ取っている感想を

発表させる。 

 
終 
 
末 

５ 小野寺さんの話

を聞く。 
○小野寺さんの言葉です。 
「文化財を修理する喜びは，我々修

理するものだけが，その文化財の

感触を味わえることです。それが

特に名人と呼ばれる人がつくった

ものだととてもうれしいんです。」 

・今日の授業を思い出しな

がら，余韻を持って終わ

る。 

 



６ 本時の展開 （事前授業２ ２組） 
 学習活動 主な発問と予想される児童の反応 

（○発問 ・児童の心の動き） 
指導上の支援・留意点 
（※評価の観点） 

 
導 
 
 
入 

 
 
 
１ ビデオを鑑賞

する。 

○修学旅行で印象に残った場所を

教えてください。 
・海遊館 ・映画村 ・東大寺 

・ 理由を聞く。 
 
・仁王像がボロボロで修

理をしなければいけな

いということをわから

せる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開 

２ 資料を読んで

話し合う。（前

半） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 資料を読んで

話し合う。（後

半） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 本時の授業の

感想を書く。 
 
 
 
 
 
 
 

○小野寺さんは修理の依頼を受け

たとき，どんな気持ちになったで

しょうか。 
・仁王像をさわれるなんてうれしい 
・しっかり修理しないといけない 
・元通りに直さなければ 
○根幹材が反り返ってしまった時，

小野寺さんはどう思ったでしょ

うか。 
・困ったな。どうしよう 
・ このままでは修理ができない 
・新しい材木を根幹材にしよう 
・何とかこの木を使えないだろうか 
◎小野寺さんはどうして反り返っ

てしまった８００年前の材木を使

うことにこだわったのでしょうか。 
・できるだけ元のままにしておきた

いから 
（○根幹材は見えないからわから

ないよ） 
・新しい材木にすると文化財として

価値がなくなるから 
・ 造った人の思いや技術をそのま

ま残しておきたいから 
 
 
 
 
○本時の授業の感想を書きましょ

う。 
・今までそういう人たちの思いを気

付かずに文化財を見てきたな。こ

れからは，しっかりと見ていきた

いな 
・後の時代の人も同じ仏像を見られ

るように大切にしていかないと

いけないな 

・Ｔ２が資料を読んで，

Ｔ１は児童の様子を観

察する。 
・ 仁王像のすごさを具

体的に押さえる。 
 
・ 困った小野寺さんが

どのようにして修理

をするかを想像させ

る。 
 
 
 
・「何の意味もない。」と

いう言葉を提示し，ど

うしてなのかを考えさ

せる。 
・ワークシートに書かせ

て考えを深めさせる。 
・意見が出ない場合は，

（）の発問をして，考

えを深めさせる。 
※小野寺さんの思いを深

く考えることができた

か。 
・古い材料だから残した

いのではないことを押

さえる。 
・Ｔ１・Ｔ２で机間指導

して，小野寺さんの思

いを感じ取っている感

想を発表させる。 

 
終

末 

５ 修理し終わっ

た仁王像を見る。 

○修理し終わった仁王像を見てく

ださい。 
・本時に学習したことを

思い出しながら余韻を

持って終わる。 



６ 本時の展開 （本時 １組） 
 学習活動 主な発問と予想される児童の反応 

（○発問 ・児童の心の動き） 
指導上の支援・留意点 
（※評価の観点） 

 
導 
 
 
入 

 
 
 
１ ビデオを鑑賞す

る。 

○修学旅行で印象に残った場所を

教えてください。 
・海遊館 ・映画村 ・東大寺 

・ 理由を聞く。 
 
 
・仁王像がボロボロで修理

をしなければいけないと

いうことをわからせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開 

２ 資料を読んで話

し合う。（前半） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 資料を読んで話

し合う。（後半） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 本時の授業の感

想を書く。 

○小野寺さんは仁王像をどう思っ

ているでしょうか。 
・あこがれている ・何とかしたい 
・すごい 
（８００年前につくられたから） 
（国宝だから） 
（計算されつくしてつくられてい

るから） 
○根幹材が反り返ってしまった時，

小野寺さんたちはどう思ったで

しょうか。 
・困ったな。どうしよう 
・このままでは修理ができない 
・新しい材木を根幹材にしよう 
・何とかこの木を使えないだろうか 
◎小野寺さんはどうして反り返っ

てしまった８００年前の材木を

使うことにこだわったのでしょ

うか。 
・できるだけ元のままにしておきた

いから 
・（○根幹材は見えないからわから

ないよ） 
・新しい材木にすると文化財として

の価値がなくなるから 
・ 造った人の思いや技術をそのま

残しておきたいから 
 
○本時の授業の感想を書きましょ

う。 
・今までそういう人たちの思いを気

付かずに文化財を見てきたな。こ

れからは，しっかりと見ていきた

いな 
・後の時代の人も同じ仏像を見られ

るように大切にしていかないと

いけないな 

・Ｔ２が資料を読んで， 
 Ｔ１は児童の様子を観

察する。 
・仁王像のすごさを具体的

具体的に押さえる。 
 
 
 
・ 困った小野寺さんが

どのようにして修理

をするかを想像させ

る。 
 
 
・「何の意味もない。」とい

う言葉を提示し，どうし

てなのかを考えさせる。 
・ワークシートに書かせて

考えを深めさせる。 
・意見が出ない場合は，（）

の発問をして，考えを深

めさせる。 
※小野寺さんの思いを深

く考えることができた

か。 
・古い材料だから残したい

のではないことを押さ

える。 
・Ｔ１・Ｔ２で机間指導し

て，小野寺さんの思いを

感じ取っている感想を

発表させる。 

 
終

末 

５ 修理し終わった

仁王像を見る。 
○修理し終わった仁王像を見てく

ださい。 
・本時に学習したことを思

い出しながら余韻を持

って終わる。 

 



【授業の様子】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

導入 ビデオの鑑賞 Ｔ２による資料読み 
発表 板書 
ワークシートに書く 
 

終末 修理し終わった仁王像 



大竹班教育研究会道徳部会 

授業後の協議 
 
                         
 

助言者 名越 早苗先生（廿日市市立佐方小学校） 
授業者 Ｔ１ 城子 勇志（大竹市立小方小学校） 

   Ｔ２ 益田 由起子（大竹市立小方小学校） 
 
１ 授業者より 
 【Ｔ１】 
 ・普段なかなかできないことをやろうと思っていた。愛国心でやりたかった。資料がいいも

のがなかったが，プロジェクトＸで仁王像をやったので使えると思ってやった。修学旅行

で見ているので，子ども達も身近に感じられると思った。 
 ・事前に２つ授業をやってもらって，練ってやったのだが，発問が細切れになったので，発

問を変えてやってみた。 
 ・発問を変えたのが，かえって中途半端になってしまった。仁王像をどう思っているのかと

いうのは，資料なしでは難しかったような気がした。 
 ・愛国心を育てるというのはすぐには難しいので，伝統ある古い物を大切にしていこうとす

る気持ちを育てていくことによって，つながっていくと思ったが，発問の仕方によって子

どもが変わるということがよくわかった。 
 【Ｔ２】 
 ・発問によって，三者三様に子ども達の反応が違ってくるのがよくわかった。 
 ・たくさん授業をしすぎて堅くなりすぎてしまい，ダイナミックに切り返しができなくて残

念だった。緊張感の中で，いつものように切り返しができなかった。 
 ・一番高い価値としてつくった人の思いを残していきたいということをねらっていたが，子

どもの中から出なかった。価値順に板書に書いていく計画だったが，うまくいかなかった。 
 ・クラスの実態による発問の大切さが，３クラスやってみてよくわかった。 
・自分だったらどうしたらいいかという発問の方が，自分のこととして子どもたちにはとら

えられたと思う。 
 
２ 質疑・協議 
 ・番組を見て，技術のすごさやチームワークのよさに感動した。それを思い出した。今日の

授業は準備がとてもよくできていたと感心した。発問のことだが，最初「小野寺さんがど

う思っているか」と言われて，やはり資料を探したくなった。資料を見た方が発表がしや

すかったと思った。文化財に対する畏敬の念や大切にしていこうとする心情も出ていたと

思う。 
 ・ねらいとして子ども達にとって難しいテーマだなと思った。それを道徳でやろうとしたこ

とはすごいチャレンジだと思った。みんなが大切にしているから自分も大切にしようと思

うのは，すぐには結びつかないと思う。それに結びつくのは，そのもものすごさに触れて

初めて気がつくのだと思う。だからこういう教材を扱う時には，そのもののすごさに触れ

させながら考えさせるのがいいと思う。 
 ・自分だったらどうする？というような問いかけが必要だったと思う。資料と子ども達の意

識が少しかけ離れているような気がする。 
 ・今回のふり返りには自分についてふり返るという項目は必要でないと思った。 
 →よく考えられたかという内容があった方がよかった 
 ・前回同様自作資料で，タイムリーな物を用意されていて，感心した。普段からいろいろな

ことに目を向けられていると思った。授業の内容はさておいて，子ども達には先生の努力 
  や思いは伝わったと思う。 



 ・この番組を扱う時には，不撓不屈系に流れていきやすいのに，そうならなかったのがよか

った。 
 ・子ども達に少しはふり返らせる場面が欲しかった。小方の身近な所に同じように感じさせ

られる物を用意して，そこに目を向けさせることができればよかった。 
 ・２人の先生がいい雰囲気で進めることができていたが，高い価値について，きちんと考え

させることがもう少しできたらよかったと思った。低い価値も高い価値も同じような扱い

で終わってしまっていた。「新しい物を使うことがもったいない」という児童には，くいつ

いて，やはりそこは違うということを押さえてほしかった。８００年続いてきたものをあ

きらめてしまうことの方がもったいないということ，価値を深める場面があった方がよか

った。 
 ・最初は自分でふり返りをもっていこうと思って，錦帯橋や宮島などの写真も用意をしてい

たが，仁王像にしっかりひたることができれば，ふり返りは十分できると考えた。 
 ・準備をすることが大切だと思った。普段の授業から自作資料を使ったり，映像を使ってみ

ようと思ってやっておられると思う。自分の普段の道徳をふり返って，やはり，準備が大

切だと思った。写真や映像を使って視覚に訴えると子ども達には残ると思う。 
 ・最後に仁王像を見ながらふり返らせるというのはよかったと思う。余韻を残しながらふり

返りができたと思った。 
 ・説話で終わろうと思ったら，どうしても訓話になるので，今回は余韻を持って終わらせた

かった。２つも書かせたので，時間的には苦しかった。 
 ・せっかくこれだけの物にふれたのに，錦帯橋や宮島に行ったのでは，ただ言っただけで終

わるので，そうはしたくなかった。 
 ・最後一人だけでなく，他の子どものも紹介してもよかったかも。 
 →同じような意見をたくさんあてても仕方ないと思った。 
・板書計画や長い映像をうまく生かして授業をされていた。いいものを授業に取り入れてい

たと思った。 
・番組から，文章を上手に起こして資料にしていたのがすごいと思った。伝統という難しい

テーマについてプロジェクターを使ったりして，子どもの意欲を呼べるような工夫をされ

ていたので，自分も使っていきたいと思った。 
・「背骨だから見えない」という切り返しがよかったと思う。それをきちんと受け止めている

子どもがいた。修学旅行の時と違う印象を持ったかという質問にうなづいている子どもが

いた。子どもの心に残る授業だったと思う。 
 
３ 助言者より 
 ・先生の思いがある教材は子どもに伝わる物だと思う。 
 ・子どもの発言を受容的に受け止めて，温かい雰囲気で授業が進んでいた。 
 ・子ども達が仁王像にどんな思いをもっていたか，それによって，この資料でどこまで考え

られるかなと思った。意識を連続させるなら，教室に仁王像などの掲示をしておくのもよ

かった。 
 ・仁王像がボロボロになっているところを知らせて，自分に引きつけてから授業に入ると，

小野寺さんの思いに寄り添えたと思った。いきなり小野寺さんの仁王像への思いを聞くの

は難しいし，資料から探すと，国語的になってしまうと思った。 
 ・この資料で焦点になってくるものが伝わってこなかった。小野寺さんの気持ちが書いてあ

りすぎるのもよくないが，ねらいにせまるためには，ある程度，子どもが行間が読めて，

よりどころになるような表現がほしかった。 
 ・道徳をする時に大切なのは，ねらいをしっかり持っておくこと。では，今回の授業のねら

いを子どもの言葉でいうと，どんな言葉が出ると今回のねらいが子ども達におちたのかを

考えながら，資料をつくっていかなくてはいけない。 
 ・机間指導をしながら，発言をさせる時は意図的指名をしたらよかった。 
 ・「新しい木がもったいない」という発言に対して，「この意見についてどう思う？」などの

切り返しがほしかった。 



 ・「このままで残していきたい」＝次に引き継いでいきたいということで，それが文化伝承を

大切にしていくということだから，切り返して深めていきたかった。 
 ・発言の意図をきちんとつかんで，何か価値にせまれるものがないか，切り返しなどをして

いけるようにしていきたい。 
 ・発問を精選して，時間内に終わらせたい。そのためには，わかっていることは子どもに聞

いて返るのを待たなくても，こちらから言えばよい。状況把握に関する発問はできるだけ

削る方がいい。 
 ・身近なところに返すのは，社会の時間や総合の時間にでもできる。資料の余韻にひたって

終わるのも一つの手段。パターン化してはいけない。子どもの考えに沿った，自然の流れ

で終わるといいと思う。そこに教師のねらいがあればいいと思う。 
 ・道徳の時間だけでやっていくのではなくて，他教科などと関連づけながら進め，心を耕し

ながら実践に結びつくように意識しながらやっていく。道徳の授業はタイムリーなもので

ある必要がある。 
 ・めざす道徳的実践を念頭に置いての授業計画も大切。そうすることによって，無理なふり

返りをさせたりすることはなくなると思う。 
 ・低い価値の児童を高めるのは事後指導である。日々の実践の中で，少しでも高い価値に近

づいた場面を見つけて認めながら，より高い価値に高めていくことが大切である。 
 
 



別紙様式４ 

          実践報告にみる留意事項 

 
１ 授業までの事前指導 
  修学旅行で，京都や奈良の歴史的建造

物を見ることを念頭において，この指導

案を立てた。修学旅行での見学の際には，

東大寺の仁王像を意識させるような声か

けを軽く行った。 
  
２ 他教科等との関連 
  社会科の歴史学習の中で，歴史物の名

称やその由来については学習を積んでき

ている。しかし，物としてだけの意識し

かなく，その一つずつにどんな人たちの

思いがこめられているのかは知るよしも

ない。この道徳の時間に，東大寺南大門

の仁王像制作にかかわった人たちの思い

を知ることから，日本のすばらしさへと

目を向けさせることができるのではない

かと考えた。 
 
３ 指導過程及び発問の工夫 
  本資料は，ＮＨＫ『プロジェクトＸ』

で放送された「東大寺仁王像大修理」を

児童にわかりやすく構成し直したもので

ある。導入では，ボロボロの仁王像を，

終末では修理し終わった仁王像をビデオ

で見せることで，視覚を通して感じさせ

たいと考えた。また，京都美術院国宝修

理所の小野寺さんが金剛力士像の修理に

携わった時の思いを通して，文化財を守

っていくことの大切さに気づけるように，

発問を工夫した。３学級で授業を行った

が，学級の実態や反応を見ながら，より

ねらいにせまれるよう，展開の部分の発

問を変えていった。 

４ 児童生徒の反応 
  導入から大きな仁王像をスクリーンに 
プロジェクターで映し出したので，迫力

感を実感することができたようである。 
  また，資料を通して小野寺さんの強い

思いを感じることはできたのではないか

と思う。 
・修学旅行へ行ったときは，「すごい像だ

なあ。昔の人でもこんな大きな像ができる

んだな」と思うだけだったけど，今こうし

て見ると「金剛力士像は一回修理されてい

たんだ。今と昔の人の協力プレイだな。」と

思いました。こういうのは，最初につくら

れるよりも修理する時の方が大変だなあと

思いました。歴史はこうして続いていくん

だとつくづく思いました。 
・物をずっと大切に守っていくことが大

切だと思いました。小野寺さんは八百年前

の仁王像の見えない部分でも残しておきた

いと思っているのがすごいです。私は仁王

像が修理されていることは知らなくてはじ

め見たときは，少しこわかったけど，今は

すごく大切な像なんだと思いました。 
     
５ 授業後のフォローアップ 
  社会科の歴史学習での歴史物を見る視

点が，物だけからそれに携わった人々へ

と広がっていけることを願っている。 
  修学旅行のまとめをする時には，ぜひ，

本時で学習したことが生かされるように

支援していきたいと考える。 
   
  


