
1

生命を尊重する心を育む道徳教育

広島県教育委員会豊かな広島県教育委員会豊かな広島県教育委員会豊かな広島県教育委員会豊かな心育成課心育成課心育成課心育成課
説明の流れ１ はじめに２ 「学習指導要領解説 総則編（抄）」から３ 「学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」から４ 実践事例等５ おわりに

２２２２ 道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）ア 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かすイ 豊かな心をもつウ 伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るエ 平和で民主的な国家及び社会の形成者として，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展に努めるオ 他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献するカ 未来を拓く主体性のある日本人を育成する
小小小小・・・・中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 総則編総則編総則編総則編（（（（抄抄抄抄）））） 「「「「第３章第３章第３章第３章 第１節第１節第１節第１節 教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針」」」」よりよりよりより ２２２２ 道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）道徳教育（第１章第１の２）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）（３）道徳教育を進めるに当たっての留意事項（第１章第１の２の後段）小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 総則編総則編総則編総則編（（（（抄抄抄抄）））） 「「「「第３章第３章第３章第３章 第１節第１節第１節第１節 教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針教育課程編成の一般方針」」」」よりよりよりより生命のかけがえのなさに気付き，生命あるものを慈しみ，畏れ，敬い，尊ぶことを意味する。このことにより人間は，生命の尊さや生きることのすばらしさの自覚を深めることができる。生命に対する畏敬の念に根ざした人間尊重の精神を培うことによって，人間の生命があらゆる生命との関係や調和の中で存在し生かされていることを自覚できる。さらに，生命あるもの全てに対する感謝の心や思いやりの心を育み，より深く自己を見つめながら，人間としての在り方や生き方の自覚を深めていくことができる。これは，自殺やいじめに関わる問題や環境問題などを考える上でも，常に根本において重視すべき事柄である。

生命に対する畏敬の念生命に対する畏敬の念生命に対する畏敬の念生命に対する畏敬の念

２ 指導内容の重点化（第１章第４の３（２）（１）各学年を通じて配慮すること小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 総則編総則編総則編総則編（（（（抄抄抄抄）））） 「「「「第３章第３章第３章第３章 第６節第６節第６節第６節 道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項」」」」よりよりよりより小学校においては，生きる上で基盤となる道徳的価値観の形成を図る指導を徹底するとともに自己の生き方についての指導を充実する観点から，各学年を通じて，自立心や自律性，生命を尊重する心，他者を思いやる心の育成に配慮することが大切である。
２ 指導内容の重点化（第１章第４の３（２）（１）各学年を通じて配慮すること小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 総則編総則編総則編総則編（（（（抄抄抄抄）））） 「「「「第３章第３章第３章第３章 第６節第６節第６節第６節 道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項」」」」よりよりよりより生命の尊厳を感得し，生命ある全てのものを尊重しようとする心のことである。生命を尊重する心の育成は，道徳教育を進めるに当たって特に留意しなければならないこととして生命に対する畏敬の念を生かすことを示しているように，豊かな心を育むことの根本に置かれる重要な課題の一つである。いじめによる自殺などが社会的な問題となっている現在，児童が生きることを喜ぶとともに，生命に関する問題として老いや死などについて考え，他者と共に生命の尊さについて自覚を深めていくことは，特に重要な課題である。

生命を尊重する心生命を尊重する心生命を尊重する心生命を尊重する心
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２ 指導内容の重点化（第１章第４の３（２）（２）生命を尊重する心や自分の弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 総則編総則編総則編総則編（（（（抄抄抄抄）））） 「「「「第３章第３章第３章第３章 第６節第６節第６節第６節 道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項道徳教育推進上の配慮事項」」」」よりよりよりより近年，生徒を取り巻く社会環境や生活様式も変化し，自然や人間との関わりの希薄さから，いじめや暴力行為，自殺・自傷行為など生命を軽視する行動につながり，社会問題になることもある。人間としての生き方についての関心も高まるこの時期の生徒に，乳幼児や人生の先輩たちと触れ合ったり，医師や看護師などから生命に関する話を聞く機会をもったり，生命倫理に関わる問題を取り上げ話しったりすることなど，生命の尊さを深く考えさせ，かけがえのない生命を尊重する心を育成する取組が求められる。生命を十分に尊重できていない自らの弱さに気付くとともに，それを克服して気高く生きようとする心を育てることにもつながる。人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培っていくことは，豊かな心を育むことの根本に置かれる課題の一つである。
Ｄ 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること19  19  19  19  生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより〔〔〔〔第１学年及び第２学年第１学年及び第２学年第１学年及び第２学年第１学年及び第２学年〕〕〕〕生きる生きる生きる生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。ことのすばらしさを知り，生命を大切にすること。ことのすばらしさを知り，生命を大切にすること。ことのすばらしさを知り，生命を大切にすること。〔〔〔〔第３学年及び第４学年第３学年及び第４学年第３学年及び第４学年第３学年及び第４学年〕〕〕〕生命生命生命生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。〔〔〔〔第５学年及び第６学年第５学年及び第６学年第５学年及び第６学年第５学年及び第６学年〕〕〕〕生命生命生命生命が多くの生命のつながりの中にあるが多くの生命のつながりの中にあるが多くの生命のつながりの中にあるが多くの生命のつながりの中にあるかけがえのかけがえのかけがえのかけがえのなななないいいいものでものでものでものであることをあることをあることをあることを理解理解理解理解し，生命を尊重することし，生命を尊重することし，生命を尊重することし，生命を尊重すること。。。。（中学校）（中学校）（中学校）（中学校）［生命の尊さ］［生命の尊さ］［生命の尊さ］［生命の尊さ］生命生命生命生命の尊重について，その連続性や有限性などもの尊重について，その連続性や有限性などもの尊重について，その連続性や有限性などもの尊重について，その連続性や有限性なども含含含含めてめてめてめて理解し理解し理解し理解し，かけがえのない生命を尊重すること，かけがえのない生命を尊重すること，かけがえのない生命を尊重すること，かけがえのない生命を尊重すること。。。。

小小小小・・・・中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより生命を大切にし尊重することは，かけがえのない生命をいとおしみ，自らもまた多くの生命によって生かされていることに素直に応えようとする心の表れと言える。19191919 生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ■■■■内容項目の概要内容項目の概要内容項目の概要内容項目の概要
そうした生命のもつ侵し難い尊さが認識されることにより，生命はかけがえのない大切なものであって，決して軽々しく扱われてはならないとする態度が育まれるのである。
ここで言う生命は，・連続性や有限性を有する生物的・身体的生命・その関係性や精神性においての社会的・文化的生命（中学校のみ）・人間の力を超えた畏敬されるべき生命

小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりよりこの内容項目は，主として人間の生命の尊さについて考えを深めることが中心になるが，生きているもの全ての生命の尊さも大切に考えなければならない。19191919 生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ
生命の尊さを概念的な言葉での理解とともに，自己との関わりで，生きることのすばらしさや命の尊さを考え，自覚を深められるように指導することが求められる。生命の尊さについて考えを深めていくよう指導することが大切である。

小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより19191919 生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ生命の尊さ【生命のかけがえのなさを考えさせる側面】・家族や社会的な関わりの中での生命・自然の中での生命・生死や生き方に関わる生命の尊厳など。発達の段階を考慮しながら計画的・発展的に指導し，様々な側面から生命の尊さについての考えを深めていくことが重要である。
小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより（（（（２２２２））））指導の要点指導の要点指導の要点指導の要点■第１学年及び第２学年生命の尊さを知的に理解するというより，日々の生活経験の中で生きていることのすばらしさを感じ取ることが中心になる。例えば，・「体にはぬくもりがあり，心臓の鼓動が規則的に続いている」・「夜はぐっすり眠り，朝は元気に起きられる」・「おいしく朝食が食べられる」・「学校に来てみんなと楽しく学習や生活ができる」などこれらの当たり前のことで見過ごしがちな「生きている証」を実感させたい。また，自分の誕生を心待ちにしていた家族の思いや，自分の生命に対して愛情をもって育んできた家族の思いに気付くなど，自分の生命そのもののかけがえのなさに気付けるようにすることが大切である。そのことを喜び，すばらしいことと感じることによって，生命の大切さを自覚できるようにすることが求められる。
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小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより（（（（２２２２））））指導の要点指導の要点指導の要点指導の要点■第３学年及び第４学年現実性をもって死を理解できるようになる。そのため，特にこの時期に生命の尊さを感得できるように指導することが必要である。例えば，・病気やけがをしたときの様子等から，一つしかない生命の尊さを知ったり，・今ある自分の生命は，遠い先代から受け継がれてきたものであるという不思議さや雄大さに気付いたりする視点も考えられる生命は唯一無二であることや，自分一人のものではなく多くの人々の支えによって守り，育まれている尊いものであることについて考えたり，与えられた生命を一生懸命に生きることのすばらしさについて考えたりすることが大切である。あわせて，自分と同様に生命あるもの全てを尊いものとして大切にしようとする心情や態度を育てることが求められる。

小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより（（（（２２２２））））指導の要点指導の要点指導の要点指導の要点■第５学年及び第６学年個々の生命が互いを尊重し，つながりの中にあるすばらしさを考え，生命のかけがえのなさについて理解を深めるとともに，生死や生き方に関わる生命の尊厳など，生命に対する畏敬の念を育てることが大切である。また，様々な人々の精神的なつながりや支え合いの中で一人一人の生命が育まれ存在すること，生命が宿る神秘，祖先から祖父母，父母，そして自分，さらに，自分から子供，孫へと受け継がれていく生命のつながりをより深く理解できるようになる。家族や仲間とのつながりの中で共に生きることのすばらしさ，生命の誕生から死に至るまでの過程，人間の誕生の喜びや死の重さ，限りある生命を懸命に生きることの尊さ，生きることの意義を追い求める高尚さ，生命を救い守り抜こうとする人間の姿の尊さなど，様々な側面から生命のかけがえのなさを自覚し生命を尊重する心情や態度を育むことができるようにすることが求められる。
中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより（（（（２２２２））））指導の要点指導の要点指導の要点指導の要点
学年が上がるにつれて，連続性や有限性だけでなく，・自分が今ここにいることの不思議（偶然性），・社会的関係性や自然界における他の生命との関係性などの側面からより多面的・多角的に捉え，考えさせ，生命の尊さを理解できるようになり，かけがえのないの生命を尊重することについてより深く学ぶことができるようになる。
入学して間もない時期には，小学校段階からの生命のかけがえのなさについての理解を一層深めるとともに，人間の生命の有限性だけでなく連続性を考えることができるようになっている。中学校の段階では， 中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりより指導に当たっては，まず，人間の生命のみならず身近な動植物をはじめ生きとし生けるものの生命の尊さに気付かせ，生命あるものは互いに支え合って生き，生かされていることに感謝の念をもつよう指導することが重要な課題となる。

自らの生命の大切さを深く自覚させるとともに，他の生命を尊重する態度を身に付けさせることが大切である。
例えば，・それぞれの生命体が唯一無二の存在であること，・しかもそれらは全て生きているということにおいて共通であるということ，・自分が今ここにいることの不思議（偶然性），・生命にいつか終わりがあること，その消滅は不可逆的で取り返しがつかないこと（有限性），・生命はずっとつながっているとともに関わりあっていること（連続性），・生命体の組織や生命維持の仕組みの不思議などを手掛かりに改めて考えさせること

中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説中学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第２節第２節第２節第２節 内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点内容項目の指導の観点」」」」よりよりよりよりさらに，理科や保健体育，技術・家庭などの他教科等での学習も踏まえつつ，生命倫理に関わる現代的な課題を取り上げ，話合い，多様な考えを交流することにより，生命とは何か，その尊さを守るためにはどのように考えていったらよいかなど，生命尊重への学びをより深めることもできる。この内容項目は，道徳科の内容全体に関わる項目であり，他の内容項目の指導においても，生命尊重に関連する事項を扱う場合には，この内容項目との関連を意識した指導に留意したい。また，あわせて教育活動全体の取組を通じて，自己肯定感や自己有用感の高まりから，生徒一人一人の自尊感情を高めることにもつながるような指導の工夫も大切である。
道徳教育
生命を尊重する心をはぐくむ

道徳教育の展開－各教科・領域と道徳の時間－各教科・領域と道徳の時間－各教科・領域と道徳の時間－各教科・領域と道徳の時間との関連を図って－との関連を図って－との関連を図って－との関連を図って－尾道市立土堂小学校尾道市立土堂小学校尾道市立土堂小学校尾道市立土堂小学校金子金子金子金子 京子京子京子京子
実践事例平成22年度広島県立教育センター（後期）教員長期研修
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生命を尊重する心をはぐくむために生命を尊重する心をはぐくむために生命を尊重する心をはぐくむために生命を尊重する心をはぐくむために永田繁雄（平成永田繁雄（平成永田繁雄（平成永田繁雄（平成16161616年）年）年）年）
道徳の時間と他教科等の密接な道徳の時間と他教科等の密接な道徳の時間と他教科等の密接な道徳の時間と他教科等の密接な

関連関連関連関連を図り，生命のかけがえのを図り，生命のかけがえのを図り，生命のかけがえのを図り，生命のかけがえの

なさをなさをなさをなさを様々な視点から様々な視点から様々な視点から様々な視点から学び考え学び考え学び考え学び考え

ることが大切であろうることが大切であろうることが大切であろうることが大切であろう。。。。
生命について学び考えさせる観点生命について学び考えさせる観点生命について学び考えさせる観点生命について学び考えさせる観点

永田繁雄（永田繁雄（永田繁雄（永田繁雄（2006200620062006））））子どもに生命について考えさせる観点子どもに生命について考えさせる観点子どもに生命について考えさせる観点子どもに生命について考えさせる観点柴原弘志（平成柴原弘志（平成柴原弘志（平成柴原弘志（平成16161616年）年）年）年）「偶然性・「偶然性・「偶然性・「偶然性・唯一性」唯一性」唯一性」唯一性」「有限性・自然性」「有限性・自然性」「有限性・自然性」「有限性・自然性」「連続性・連綿性」「連続性・連綿性」「連続性・連綿性」「連続性・連綿性」「共存性・共生性」「共存性・共生性」「共存性・共生性」「共存性・共生性」「神秘性・畏敬性」「神秘性・畏敬性」「神秘性・畏敬性」「神秘性・畏敬性」「発達性・発展性」「発達性・発展性」「発達性・発展性」「発達性・発展性」
「特殊性・偶然性」「特殊性・偶然性」「特殊性・偶然性」「特殊性・偶然性」「有限性」「有限性」「有限性」「有限性」「連関性・連続性」「連関性・連続性」「連関性・連続性」「連関性・連続性」「神秘性」「神秘性」「神秘性」「神秘性」「普遍性・共通性・平等性」「普遍性・共通性・平等性」「普遍性・共通性・平等性」「普遍性・共通性・平等性」「精神性・可能性」「精神性・可能性」「精神性・可能性」「精神性・可能性」

永田繁雄 柴原弘志 内　 　 　 　 　 　 　 容偶然性・ 唯一性 特殊性・ 偶然性 過去どれ程遡っても存在してはいないし， これから先も誕生することはない存在誕生有限性・ 自然性 有限性 生きとし生けるものには， 必ず死が訪れるという真理再生はできず， しかもその死がいつ訪れるかも不可知である病気・ 怪我・ 老衰・ 死連続性・ 連綿性共存性・ 共生性 連関性・ 連続性 受け継がれ， 引き継がれていく「 生命」支え， 支えられて生き， 生かされている「 生命」つながり， 支え合い精神性・ 可能性 心に残る人物の生き様などが， 自らの生き方に影響があるという精神的なつながり， 「 生命」 のもつ精神的・ 社会的意味合い神秘性・ 畏敬性 神秘性 人間の意識， その力の及ばないところでデザインされている「 生命」 のかたち， しくみ， はたらきの存在畏敬の念普遍性・ 共通性・ 平等性 一つ一つの生命は， 唯一無二なる特殊な存在であるとする理解とともに， それらは遍く与えられた生命であって， その価値は共通的にしかも平等なものとして論じられなければならない発達性・ 発展性 変化し， 発達し， 発展していくもの成長
生命について子どもたちに考えさせたい観点生命について子どもたちに考えさせたい観点生命について子どもたちに考えさせたい観点生命について子どもたちに考えさせたい観点

「成長発達によって「成長発達によって「成長発達によって「成長発達によって『『『『いのちいのちいのちいのち』』』』のののの受け止めが変化する」受け止めが変化する」受け止めが変化する」受け止めが変化する」 永田永田永田永田(2006)(2006)(2006)(2006)発達段階に応じて発達段階に応じて発達段階に応じて発達段階に応じて変化する子ども変化する子ども変化する子ども変化する子どもの生命の受け止め方を考慮した展の生命の受け止め方を考慮した展の生命の受け止め方を考慮した展の生命の受け止め方を考慮した展開が大切となる。開が大切となる。開が大切となる。開が大切となる。
まず第一にまず第一にまず第一にまず第一に『『『『いのちのかけがえのなさを実感いのちのかけがえのなさを実感いのちのかけがえのなさを実感いのちのかけがえのなさを実感するするするする』』』』ことである。ことである。ことである。ことである。 近藤近藤近藤近藤 卓（卓（卓（卓（2003200320032003））））理科理科理科理科，生活科，学校行事，総合的な学習の時，生活科，学校行事，総合的な学習の時，生活科，学校行事，総合的な学習の時，生活科，学校行事，総合的な学習の時間など間など間など間などには，自然体験，飼育体験，介護体験なには，自然体験，飼育体験，介護体験なには，自然体験，飼育体験，介護体験なには，自然体験，飼育体験，介護体験など，生命に関する直接体験活動が多様に織り込ど，生命に関する直接体験活動が多様に織り込ど，生命に関する直接体験活動が多様に織り込ど，生命に関する直接体験活動が多様に織り込まれているまれているまれているまれている。。。。 永田永田永田永田繁雄（繁雄（繁雄（繁雄（2006200620062006））））各教科・領域の指導の中で，各教科・領域の指導の中で，各教科・領域の指導の中で，各教科・領域の指導の中で，生命を実感させる機会生命を実感させる機会生命を実感させる機会生命を実感させる機会をもたせるをもたせるをもたせるをもたせる

各教科各教科各教科各教科領域領域領域領域
生命を尊重する心をはぐくむ生命を尊重する心をはぐくむ生命を尊重する心をはぐくむ生命を尊重する心をはぐくむ

関連を図る関連を図る関連を図る関連を図る 道徳の時間道徳の時間道徳の時間道徳の時間生命について生命について生命について生命について考えさせたい観点考えさせたい観点考えさせたい観点考えさせたい観点（発達段階を（発達段階を（発達段階を（発達段階を考慮）考慮）考慮）考慮） 生命を生命を生命を生命を実感させる機会実感させる機会実感させる機会実感させる機会
学習プログラム学習プログラム学習プログラム学習プログラム

永田繁雄（永田繁雄（永田繁雄（永田繁雄（2006200620062006））））生命生命生命生命の尊重の尊重の尊重の尊重そのものそのものそのものそのものがががが道徳性道徳性道徳性道徳性全体の全体の全体の全体の基盤的な価値基盤的な価値基盤的な価値基盤的な価値であり，であり，であり，であり，全ての内容項目全ての内容項目全ての内容項目全ての内容項目と関連と関連と関連と関連があるがあるがあるがある。。。。動植物愛護，自然愛，健動植物愛護，自然愛，健動植物愛護，自然愛，健動植物愛護，自然愛，健康・安全康・安全康・安全康・安全，高齢者，高齢者，高齢者，高齢者への感への感への感への感謝，家族愛，人間愛謝，家族愛，人間愛謝，家族愛，人間愛謝，家族愛，人間愛などなどなどなど
生命尊重生命尊重生命尊重生命尊重 他の内容他の内容他の内容他の内容項目項目項目項目

効果的効果的効果的効果的

関連関連関連関連
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家族愛,感謝家族愛,感謝家族愛,感謝家族愛,感謝動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護健康・安全健康・安全健康・安全健康・安全 家族愛，感謝家族愛，感謝家族愛，感謝家族愛，感謝動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護高齢者への感謝高齢者への感謝高齢者への感謝高齢者への感謝 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護公平・公正さ公平・公正さ公平・公正さ公平・公正さ 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護畏敬の念畏敬の念畏敬の念畏敬の念 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護低学年低学年低学年低学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つの大切な命大切な命大切な命大切な命 みんな生きてみんな生きてみんな生きてみんな生きている命いる命いる命いる命 一生けんめ一生けんめ一生けんめ一生けんめい生きていい生きていい生きていい生きている命る命る命る命中学年中学年中学年中学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つのかけがえのなかけがえのなかけがえのなかけがえのない命い命い命い命 支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられている命ている命ている命ている命 ともに生きてともに生きてともに生きてともに生きている命いる命いる命いる命 不思議な命不思議な命不思議な命不思議な命 かぎりあるかぎりあるかぎりあるかぎりある命命命命 一生けんめ一生けんめ一生けんめ一生けんめい生きていい生きていい生きていい生きている命る命る命る命高学年高学年高学年高学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つのかけがえのなかけがえのなかけがえのなかけがえのない命い命い命い命 支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられている命，受けている命，受けている命，受けている命，受けつがれる命つがれる命つがれる命つがれる命 だれにでも平だれにでも平だれにでも平だれにでも平等にある命等にある命等にある命等にある命あたえられたあたえられたあたえられたあたえられた命命命命 かぎりあるかぎりあるかぎりあるかぎりある命命命命
関連する関連する関連する関連する内容項目内容項目内容項目内容項目 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護向上への努力や希望向上への努力や希望向上への努力や希望向上への努力や希望キキキキ||||ワワワワ||||ドドドド 生かしていく命生かしていく命生かしていく命生かしていく命
子どもに生命子どもに生命子どもに生命子どもに生命について考えについて考えについて考えについて考えさせたい観点させたい観点させたい観点させたい観点 偶然性・唯一偶然性・唯一偶然性・唯一偶然性・唯一性・特殊性性・特殊性性・特殊性性・特殊性 連続性・連綿連続性・連綿連続性・連綿連続性・連綿性・連関性性・連関性性・連関性性・連関性共存性・共生性共存性・共生性共存性・共生性共存性・共生性 普遍性・共通普遍性・共通普遍性・共通普遍性・共通性・平等性性・平等性性・平等性性・平等性 神秘性・神秘性・神秘性・神秘性・畏敬性畏敬性畏敬性畏敬性 有限性・有限性・有限性・有限性・自然性自然性自然性自然性 精神性・精神性・精神性・精神性・可能性可能性可能性可能性 発達性・発達性・発達性・発達性・発展性発展性発展性発展性学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード【【【【小学校小学校小学校小学校】】】】 家族愛,感謝家族愛,感謝家族愛,感謝家族愛,感謝動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護健康・安全健康・安全健康・安全健康・安全 家族愛，感謝家族愛，感謝家族愛，感謝家族愛，感謝動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護高齢者への感謝高齢者への感謝高齢者への感謝高齢者への感謝 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護公平・公正さ公平・公正さ公平・公正さ公平・公正さ 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護畏敬の念畏敬の念畏敬の念畏敬の念 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護低学年低学年低学年低学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つの大切な命大切な命大切な命大切な命 みんな生きてみんな生きてみんな生きてみんな生きている命いる命いる命いる命 一生けんめ一生けんめ一生けんめ一生けんめい生きていい生きていい生きていい生きている命る命る命る命中学年中学年中学年中学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つのかけがえのなかけがえのなかけがえのなかけがえのない命い命い命い命 支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられている命ている命ている命ている命 ともに生きてともに生きてともに生きてともに生きている命いる命いる命いる命 不思議な命不思議な命不思議な命不思議な命 かぎりあるかぎりあるかぎりあるかぎりある命命命命 一生けんめ一生けんめ一生けんめ一生けんめい生きていい生きていい生きていい生きている命る命る命る命高学年高学年高学年高学年 たった一つのたった一つのたった一つのたった一つのかけがえのなかけがえのなかけがえのなかけがえのない命い命い命い命 支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられ支え・支えられている命，受けている命，受けている命，受けている命，受けつがれる命つがれる命つがれる命つがれる命 だれにでも平だれにでも平だれにでも平だれにでも平等にある命等にある命等にある命等にある命あたえられたあたえられたあたえられたあたえられた命命命命 かぎりあるかぎりあるかぎりあるかぎりある命命命命

関連する関連する関連する関連する内容項目内容項目内容項目内容項目 動植物愛護動植物愛護動植物愛護動植物愛護向上への努力や希望向上への努力や希望向上への努力や希望向上への努力や希望キキキキ||||ワワワワ||||ドドドド 生かしていく命生かしていく命生かしていく命生かしていく命
子どもに生命子どもに生命子どもに生命子どもに生命について考えについて考えについて考えについて考えさせたい観点させたい観点させたい観点させたい観点 偶然性・唯一偶然性・唯一偶然性・唯一偶然性・唯一性・特殊性性・特殊性性・特殊性性・特殊性 連続性・連綿連続性・連綿連続性・連綿連続性・連綿性・連関性性・連関性性・連関性性・連関性共存性・共生性共存性・共生性共存性・共生性共存性・共生性 普遍性・共通普遍性・共通普遍性・共通普遍性・共通性・平等性性・平等性性・平等性性・平等性 神秘性・神秘性・神秘性・神秘性・畏敬性畏敬性畏敬性畏敬性 有限性・有限性・有限性・有限性・自然性自然性自然性自然性 精神性・精神性・精神性・精神性・可能性可能性可能性可能性 発達性・発達性・発達性・発達性・発展性発展性発展性発展性学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード学年の発達段階に応じた生命を見つめるキーワード
各教科各教科各教科各教科領域領域領域領域 道徳の時間道徳の時間道徳の時間道徳の時間学習時期・学習学習時期・学習学習時期・学習学習時期・学習内容内容内容内容生命を実感させる機会生命を実感させる機会生命を実感させる機会生命を実感させる機会関連の図り方関連の図り方関連の図り方関連の図り方

第２学年の第２学年の第２学年の第２学年の学習プログラム学習プログラム学習プログラム学習プログラム

〈児童の意識の流れ〉〈〈〈〈道道道道徳徳徳徳〉〉〉〉３－（１）生命尊重　「ふしぎな音」〇生きていることを感じ，生命を大切にしようとする心情を育てる。〈〈〈〈生生生生活活活活科科科科〉〉〉〉生活科「すてきなじぶんをしってほしい」〇自分の成長の様子を調べてまとめ，友達と互いの成長を喜び合う。＊２－（４）感謝   ４－（２）家族愛〈〈〈〈道道道道徳徳徳徳〉〉〉〉３－（１）生命尊重　「たんじょう日」〇自分の命がたった一つの大切なものであるということに気付き，これまで以上に生命を大切にしていこうとする態度を育てる。○は，主なねらい，＊は関連する内容項目を示す。
〈〈〈〈学学学学級級級級活活活活動動動動〉〉〉〉 学級活動「わたしのたんじょう」〇自他の生命を大切にする気持ちをもって，安全な生活をしていこうとする態度を養う。＊１－（１）健康・安全たった一つの大切な命たった一つの大切な命たった一つの大切な命たった一つの大切な命命ってふしぎだね。命ってすごいね。たった一つの大切な命を大切にするために気を付けよう。生きているから，いろいろなことができるんだね。生きているってうれしいね。本当にたった一つの大切な命だね。ぼくも学級活動で勉強したように，お母さんのおなかの中で大事に育ててもらったんだね。ぼくの，たった一つの大切な命を育ててくれてありがとう。大きくなってうれしいよ。これからもがんばるね。みんなに大事にされてきた，わたしのたった一つの命だから，たからものなんだね。みんなありがとう。自分の命も，みんなの命もかけがえのない命なんだね。命を大切にするね。

学級活動学級活動学級活動学級活動
健康・安全健康・安全健康・安全健康・安全生命生命生命生命のののの大切大切大切大切さについてのさについてのさについてのさについての考考考考えがえがえがえが深深深深まるまるまるまる 生活科生活科生活科生活科

道道道道 徳徳徳徳

道道道道 徳徳徳徳 感謝，家族愛感謝，家族愛感謝，家族愛感謝，家族愛１１１１２２２２３３３３４４４４
学習時期・学習学習時期・学習学習時期・学習学習時期・学習内容内容内容内容 関連の図り方関連の図り方関連の図り方関連の図り方 生命を実感させ生命を実感させ生命を実感させ生命を実感させる機会る機会る機会る機会胎児の心音や産声を胎児の心音や産声を胎児の心音や産声を胎児の心音や産声を聞く活動聞く活動聞く活動聞く活動心臓の音を聞く活動心臓の音を聞く活動心臓の音を聞く活動心臓の音を聞く活動家族への聞き取り活家族への聞き取り活家族への聞き取り活家族への聞き取り活動動動動

あっ，あっ，あっ，あっ，聞こえたよ！聞こえたよ！聞こえたよ！聞こえたよ！ 大切にされて大切にされて大切にされて大切にされていたんだね！いたんだね！いたんだね！いたんだね！
わたしが生まれたわたしが生まれたわたしが生まれたわたしが生まれたときはね，・・。ときはね，・・。ときはね，・・。ときはね，・・。 たった一つの命を大切たった一つの命を大切たった一つの命を大切たった一つの命を大切にしていくよ！にしていくよ！にしていくよ！にしていくよ！

（「小学校 心に響き、共に未来を拓く道徳教育の展開」 文部科学省）【【【【事例１事例１事例１事例１】】】】生命を尊重する心の育成を重点とした指導計画（第５学年）の構想例生命を尊重する心の育成を重点とした指導計画（第５学年）の構想例生命を尊重する心の育成を重点とした指導計画（第５学年）の構想例生命を尊重する心の育成を重点とした指導計画（第５学年）の構想例道徳の時間各教科 特別活動総合的な学習の時間 （「中学校 心に響き、共に未来を拓く道徳教育の展開」 文部科学省）【【【【事例２事例２事例２事例２】】】】全体計画に基づいて主題（単元）を構成して指導する例全体計画に基づいて主題（単元）を構成して指導する例全体計画に基づいて主題（単元）を構成して指導する例全体計画に基づいて主題（単元）を構成して指導する例
人間の生命は，よき人間関係の中で保たれる。私たちの生命あるものは，互いに支え合って生き，生かされていることに感謝の念をもち，自他のかけがえない生命を尊重しながら生きていく。

主題（単元）「かけがえのない生命」（中学１年）
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「わたしたちの道徳」小学校一・二年 「わたしたちの道徳」小学校三・四年

「私たちの道徳」小学校五・六年
「わたしたちの道徳」小学校三・四年 「私たちの道徳」小学校五・六年

「私たちの道徳」中学校 「私たちの道徳」中学校


