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道徳学習指導案
授業者 徳重 富雄

１ 日時 平成１６年９月２８日（火）

２ 学年 第６学年１組 ２５名

３ 主題名 「郷土を大切に思う心」４－（７ 【郷土愛，愛国心】）

４ 資料名 ○「目指せ！世界文化遺産 （自作資料）」

５ 主題設定の理由

○ 長江は，寺，神社などの文化財，史跡が多くあり，歴史のある町である。また，校区

にある千光寺公園には，千光寺，文学のこみち，市立美術館等があり，展望台から眺め

る尾道水道の景色は素晴らしく，地域の方はもちろん，多くの観光客が訪れる。児童は

そんな歴史があり，風光明媚な「尾道」の町に住んでいる。現在，尾道市は，長江地区

周辺の寺，神社，町並み等町全体の世界文化遺産登録を目指し，懸命に努力されている

ところである。

本校では，これまで，総合的な学習の時間で，５年生が「尾道子どもサービスガイド

しよう」をテーマに，地域の文化財等を調べ，観光客の方にガイドするという活動をし

てきた。この学習は，尾道市の事業「観光地宣言サービスガイド（全市民がサービスガ

イドができることを目的として 」につながっていった。また，夏休みには青森市，奈良）

市，大津市の子どもたちが尾道を訪れた際（４つの市で行われた事業 ，長江地区の寺や）

神社等をガイドしながら案内するという経験もした。さらに，本校では，６年生が「尾

道ゆかりの人々」をテーマに先人の生き方を調べる学習を通して，地域に生きる自分を

見つめ直す学習をしており，本学級の児童も２学期にその学習を計画している。

児童は，この郷土「尾道」に生まれ，郷土で育ち，大人になっていく。その過程で，

郷土の歴史，自然，文化，社会の人々とさまざまなかかわりをもちながら，郷土への理

解を深めていく。同時に，郷土を大切に思う心を培っていくのだと考える。いずれ進学

や就職等で尾道を離れていく児童は多いであろう。そうした児童にこれまで以上に郷土

に関心をもち，好きになり，誇れる尾道を心のよりどころにしていってほしいと考える。

６年生にとっての郷土愛とは，この尾道に関心を持ち，ふるさと尾道を誇り、主体性の

ある尾道人としての気持ちをもつということであると考える。

本資料は，世界文化遺産の登録を目指す尾道の計画やそれを懸命に進めている人たち

の思いがわかるものである。また，先人が築いてきたことや「尾道」への思い，その先

人の願いを継承していこうとされている方の思いがわかる資料である。これらの資料か

ら，考え，判断し，話し合うことになる。本資料は郷土「尾道」を思うそれぞれの人の

思いを受け止め，郷土に積極的にかかわっていこうとする心情を高めていくことをねら

いとしている。この心情は単に尾道だけへの郷土愛でなく，幅広い郷土愛へと広がって

いくと考える。また，郷土に積極的にかかわっていこうとする心情は，国を愛する心情

にもつながっていくものと考える。

○ 本学級の児童に中心項目４―（７）についての意識調査を実施したところ次のような

結果となった。

設問１ 日本に古くから受けつがれてきたものや，日本ならではの文化を大切にしてい

ますか。

設問 回答 していない どちらかとい しているどちらかといえ

えばしているばしていない

点数 ０点 ０点 ２点 ３点 平均点

１ 割合 ０人 ０％ ０人 ０％ １４人 ５６％ １１人 ４４％ ２．４４

点数別合計 ０点 ０点 ２８点 ３３点

肯定的に受け止めている児童が多い。これは，総合的な学習の時間で生け花，お茶，

能，しの笛等，室町文化の体験を行い，学習を深めてきたためであると考える。それら

の体験や学習を肯定的に受け止めているからといえる。
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設問２ 「長江や尾道が大好きだ 「長江や尾道を大切にしよう」と思いますか。」

設問 回答 思わない どちらかとい どちらかとい 思う

えば思わない えば思う

点数 ０点 １点 ２点 ３点 平均点

２ 割合 １人 ４％ ２人 ８％ ４人 １６％ １８人 ７２％ ２．５６

点数別合計 ０点 ２点 ８点 ５４点

， 。３点の児童が多いことから 郷土に対して肯定的に見ている児童が多いことがわかる

その反面，否定的に受けて止めている児童が１２％となり，否定的な回答が他の価値項

目の回答よりやや高い結果となった。このことから，郷土に生き，郷土を大切に考え行

動している人たちの心情にせまり，話し合っていく学習展開とした本資料は有効なもの

になると考える。

○ 本時の学習では，まず，世界文化遺産の登録に尽力されている尾道市の取り組みを知

らせていく。また，その取り組みを進めてこられた市役所の方をゲストテイーチャーと

して招き，現状や思いを聞く。その方や地域の人の思いを知ることで，自分たちにもで

きることがあるのではないかと考え，地域のことをもっと知りたい，考えたいという意

欲をもつようにしていく。

次に，千光寺公園の基礎を築いた三木半左衛門の思いを知らせる。さらに，その思い

を受けつぎ，毎朝，千光寺公園の清掃をされている方の活動や考えがわかる資料を提示

していく。その方の思いにせまる中で，郷土を大切に思う心について考えるようにして

いく。

自分の考えや感じたことを書き込むことができ，思考を整理できるようなワークシー

トを作成し，話し合いがスムーズに進むように工夫する。その時，これから自分には何

ができるのか，何をしていきたいのかといった，自分にとっての郷土という視点から考

えさせるようにしていく。

児童は，９月１６日，１７日に行う修学旅行で，町全体が世界文化遺産に登録されて

いる京都を見学した。歴史の学習はもちろん，町全体の様子を肌で感じることとなった。

そうした経験も本資料の学習に生かされるものと考える。

６ 研究主題との関連

（１）人との「かかわり」

①児童相互の「かかわり」

毎朝，千光寺公園をそうじされている方の思いを考え，話し合う中で，友だちの考え

を知ることになる。そして，その考えと自分の考えを比べ，もう一度自分の考えを深く

考えることになる。自分の考えをもつ場面，話し合う場面の時間を十分にとっていく。

また，多様な考えがでるように，考える場面を「」にし，登場人物の思いにせまってい

くようにしたい。本時は児童が考えを持ち，話し合う場面が主に３つある。授業の終末

ではその３つの場面で考えた共通点を考えるようにしていく。この共通点の内容が「か

かわり」合う中で，本時の価値によりせまっていくようにしていきたい。

②資料に位置づく人との「かかわり」

本資料では，世界文化遺産の登録に尽力されている方の思いや，先人の努力を引き継

ぎ，地道に活動されている方の思いにせまっていくことができるような資料の開発と授

業展開の工夫をしていく。

まず，尾道の多くの人に尾道水道の景色を見てもらいたいという夢をもって尽力した

先人の思いにせまっていく。この場面では，郷土の人のために努力したいという先人の

心情を理解することをねらいとする。

次に，その思いを受けつぎ，毎朝，千光寺公園の清掃をされている登場人物「田中さ

ん」の思いにせまっていく。この思いにせまる中で，郷土を思うとはどういうことなの

か考えていくようにする。

授業の後半では，世界文化遺産の登録に向けて取り組まれているゲストテイーチャー

から，その思いを聞く。その思いとは，単に登録の実現ではなく，先人の思いを後世に

残したいということである。この言葉は，それまでの先人や登場人物の思いと同じもの
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である。これらの「かかわり」を通して，自分の郷土愛を見つめ直し、郷土に積極的に

かかわっていこうとする新たな心情を高めていきたい。

（２）役割取得

本資料は，先人の思いを引き継ぎ，郷土を愛し活動されている方の思いに近づき，その

立場に立って心情を推し量る役割取得を促すために製作したものである。また，本時は，

これまでの自分やこれからどうしていきたいかといった自分を考える学習である。その

ためには，自分の考えをもつことと同様に他の人の意見をしっかりと聞くことも大切で

ある。本資料において，役割取得することで他の人との対話を深め，更には，自分自身

との対話を深めることになると考える。

本時では主に①先人の心情②先人の意志を受けつぐ登場人物の心情③ゲストテイチャ

ーの思いの３つの場面で役割取得することになる。それぞれの場面で先人や登場人物の

心情を推し量ることで，本時の価値にせまっていくようにしていく。

（３）伝統・文化

○ この資料を作成するにあたって，尾道市の世界遺産推進課を訪ね，計画のねらいや今

後の見通しについて質問したところ，次のような回答があった。

。 ，尾道市は世界文化遺産の登録に向けて努力しています 大きな目標を掲げていますが

本当に大切にしたいことは，その目標を達成することではなく，今の尾道のよさを子か

ら孫へと伝えることなのです。尾道には国宝が２つもあります。そのほかにも大切に残

すできものがたくさんあります。尾道水道も，景色も，そして，この尾道にゆかりのあ

る人々も，この尾道に心ひかれた人々もすべて，尾道の財産として残していきたいので

す。今，できることは，現在の尾道のよさをどうやって残していくかということなので

す。それは，私たちがどれだけ尾道を誇れるかということとつながっていて，その誇り

を子どもたちに伝えていきたいのです。少しずつですが，市民の方と力を合わせがんば

っていこうと思っています。

この言葉がまさに尾道の文化を継承していくということであると考える。また，本時

のねらいにせまる言葉でもある。この資料は，児童が考え，話し合う過程において，尾

道のよさを感じ，郷土を大切に思う心情を高めることができると考えている。それは，

友だちとのかかわり，ゲストテイーチャーとのかかわりの中で高まっていくといえる。

そして，これまでの児童のさまざまな学習や活動がこの心情を高めていく素地になると

考える。

７ 本時のねらい

○ 先人の努力やその思いを引き継ごうと活動されている方の思いにせまることで，郷土

にこれまで以上に積極的にかかわっていこうとする心情を高める。

８ 準備物

・ワークシート・尾道市の計画・町の写真

・世界文化遺産（宮島，原爆ドーム，京都等）の写真

９ 学習過程

段階 子どもの意識と学習活動 教師の働きかけ

（支援○ と 評価△，方法【 ）】

○世界文化遺産について知る。 ○世界文化遺産に登録されている場所の

導 ・どんなところが登録されているのか 写真を提示し，ユネスコの取り組みや

入 な。 そのねらいについて話す。

○尾道市も登録を目指し活動されている ○自分たちが行った子どもガイドもその

ことを知る。 活動の一環であったことを話す。

○尾道市のこれまでの取り組みについて ○尾道市の世界遺産推進課で，登録に向

ゲストテイーチャーから聞く。 けて仕事をされている方をゲストテイ

・これまでの取り組み ーチャーとしてお願いをする。
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・努力されていること

○資料１を読み，千光寺公園の基礎を築 ○思いが想像できるように資料を作成し

いた三木半左衛門の功績を知り，思い ておく。

について話し合う。 ○「」の言葉を想像することで、自分の

考えをもちやすくする。

三木半左衛門は，どんな思いで，千光寺公園を作ろうとされたのだろう。

展

・尾道の多くの人に千光寺山からの景 ○ワークシートを用意する。

色を見てもらいたいという願いがあ △自分の考えをもてているか。

開 った。 【観察・ワークシート】

・願い半ばで終わったが，それを引き

継いだことで，今の千光寺公園は完

成した。

○資料２を読む。

田中さんは，どんな思いで毎日千光寺公園の掃除をされているのだろう。

○田中さんの立場に立って考えるように○田中さんの思いを考え，話し合う。

支援する。・観光客に気持ちよくきていだだくた

め。 ○自分の考えをはっきりと述べ，相手の

・自分の地域は自分たちで美しくして 意見をしっかりと聞くことが大切であ

いくため。 ることをおさえていく。

・三木半左衛門さんの思いを受けつぎ △自分の考えと理由を発表することがで

たい。 きたか。 【観察・ワークシート】

△友だちの考えを聞き，その考えを大切

にしようとしているか。 【観察】

○資料２の続きを知り，田中さんの思い ○多くの人に気持ちよく千光寺公園から

を話し合う。 見える風景をながめてもらいたいとい

・思いを受けついでいることがすごい。 う三木半左衛門も思いを受けついでい

ることがわかる資料を提示する。

○自分たちがこれからしていきたいこと

について話し合う。

自分たちが受けついでいきたいことはどんなことだろう。

・人のために何かをしようとする心 ○まずは自分たち一人一人が地域を大切

・尾道のよさを残していこうとする心 にする気持ちをもつことが大切である

ことに気付くように支援する。

。【 】△自分のこととして考えているか 観察

○ゲストテイーチャーの感想を聞く。 ○先人の残したものを受け継ぎ，それを

未来に伝えていこうとしている尾道の

考えについて話をしていただく。

○学習のまとめをする。

わたしたちもふるさとのよさを受けつぎ，大切にしていこう。

○感想を発表する。 ○これから自分はどうしていきたいのか

終 ・わたしはこの時間で・・・というこ という意見を取り上げ，まとめていく。

末 とを学びました。
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資料１

三木半左衛門は，徳島県の出身で，着物を売る商人でした。全国に呉服店を開き，尾道

にもよく来ていました。三木半左衛門は尾道が好きで，尾道駅のそばに「三木文明堂」と

いう本を売る店を開いたほどです。

そのころの千光寺山は人が一人通れるほどのせまい山道があるていどの山で，よほどの

用事がないとのぼる人などいませんでした。三木半左衛門は，仕事を終え，その山道をの

ぼり，尾道水道をながめることが一番の楽しみでした。

ある日，三木半左衛門は，千光寺山の頂上で，尾道水道をながめながら，

「 」。

とつぶやきました。その日から，三木半左衛門を中心に千光寺公園の開発は進められまし

。 ， ， 。 ，た 開発には多くの費用と時間 そして 多くの人の力が必要でした 三木半左衛門は

千光寺公園のもととなった共楽園，石段の開発を行い，その後，尾道市が開発を頂上へと

進め，現在の千光寺公園となっています。

資料２

みのるの学校では，夏休みの早朝，千光寺山に登山をしています。４年前から，児童会

「 」 ， 。の 千光寺公園を美しくしよう というよびかけで ごみを拾いながら登山をしています

今年６年生になったみのるは，４回目の清掃活動をおこないました。地域をきれいにす

ることの大切さはわかっているけど，毎年なんとなくこの清掃活動に参加していました。

そんなみのるは疑問に思うことがありました。それは 「千光寺公園でゴミを探しても，

ゴミが落ちていない 」ということです。２学期になり，その疑問を日記に書いてみたと。

ころ，担任の先生から返事が返ってきました 「今度，一緒に千光寺公園にのぼってみよ。

う 」。

いよいよ約束の日です。みのるたち３人と先生は朝早くに集合し，千光寺公園にのぼり

ました。

「あのおじいさんは田中さんという方で，毎朝，この千光寺公園をそうじされているので

す。みなさんも会ったことがあるでしょう 」。

先生の言葉で，夏休みの登山の時，田中さんが掃除をされていた姿を思い出しました。そ

して，なぜ，千光寺公園にはゴミが落ちていないのか，だんだんとわかってきたような気

がしました。田中さんは，楽しそうに，もくもくとそうじをされています。

みのるたちは，おもいきって田中さんに話をきいてみることにしました。

「あのー，毎日掃除をされているのですか 」。

「そうだよ，わたしのように毎朝掃除をしている人が５人はいるよ 」。

田中さんは，優しい笑顔で答えてくださいました。

「なぜ，毎朝掃除をされているのですか 」。

みのるの質問に，田中さんは，にっこり笑って答えてくださいました。


