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平成２０年度平成２０年度

広島県道徳教育推進リーダー養成プログラム（第２回）広島県道徳教育推進リーダー養成プログラム（第２回）

指導第三課指導第三課 道徳教育係道徳教育係

指導主事指導主事 蓮蓮 浦浦 顕顕 達達

１１ 道徳の時間の特質とは？道徳の時間の特質とは？

２２ 道徳の時間における発問とは？道徳の時間における発問とは？

３３ 道徳の時間の発問づくりのポイントとは？道徳の時間の発問づくりのポイントとは？

４４ 道徳の時間の学習過程と発問改善の視点とは？道徳の時間の学習過程と発問改善の視点とは？

５５ 発問する際の留意点とは？発問する際の留意点とは？

目目 次次

１１ 道徳の時間の特質とは？道徳の時間の特質とは？

道徳の時間は，児童（生徒）一人一道徳の時間は，児童（生徒）一人一
人が，一定の道徳的価値の含まれるね人が，一定の道徳的価値の含まれるね
らいとのかかわりにおいてらいとのかかわりにおいて自己を見つ自己を見つ
め，め，道徳的価値を発達段階に即して道徳的価値を発達段階に即して内内
面的に自覚し，面的に自覚し，主体的に主体的に道徳的実践力道徳的実践力
を身に付けていく時間であるを身に付けていく時間である。

【小学校学習指導要領解説道徳編 ｐ６８】

【中学校学習指導要領解説道徳編 ｐ７１】

２２ 道徳の時間における発問とは？道徳の時間における発問とは？

教師による発問は，児童の思考の流れや話し合い
を深める決め手になる。

【小学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７６】

①① 道徳の時間の授業の成否を決めるものである道徳の時間の授業の成否を決めるものである

道徳の時間の指導は，教師による発問の適否によ
りその指導効果が大きく変わる。（中略） 発問は，
教師によって十分検討され，意図的，計画的に学習
指導過程の中に位置づけられなければならない。

【中学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７７】

２２ 道徳の時間における発問とは？道徳の時間における発問とは？

子どもの意識の流れや疑問を予想した発問，個性的な考えが
引き出される発問，心が揺さぶられる発問などを考えることが
大切である。 小学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７６】

②② 児童生徒の心をゆさぶり，深く自己を児童生徒の心をゆさぶり，深く自己を

見つめることができるものとする見つめることができるものとする

道徳の時間の指導においては，人間性についての深い理解の
上に立って，ねらいの根底にある道徳的価値を生徒が主体的に
とらえ，人間としての生き方の自覚を深めることが大切である。
そのためにも（中略）資料に描かれた道徳的価値を自分の問題
として受け止め，深く自己を見つめることが可能となるよう，
発問の工夫が求められる。

【中学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７７】

２２ 道徳の時間における発問とは？道徳の時間における発問とは？

②② 児童生徒の心をゆさぶり，深く自己を児童生徒の心をゆさぶり，深く自己を

見つめることができるものとする見つめることができるものとする

多様な価値観や

考え方
多様な価値観や多様な価値観や

考え方考え方
問うていることが

明確
問うていることが問うていることが

明確明確

自分のこととして

考えることができる
自分のこととして自分のこととして

考えることができる考えることができる
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２２ 道徳の時間における道徳の時間における発問とは？発問とは？

③③ 「中心発問」と「基本発問」及びそれ「中心発問」と「基本発問」及びそれ

らを補助するための「補助発問」があるらを補助するための「補助発問」がある

ア 中心発問

ねらいを達成するための授業の核となる発問。（※多様な価値

観を引き出し，道徳的価値の追求や把握へ結びつけることが大切）

イ 基本発問

授業展開の要所要所で用意され，授業の節目として構成される

発問。

ウ 補助発問

基本発問や中心発問を補ったり，別の視点で問い直したりする

発問。

① 道徳の時間の授業の成否を決めるも

のである

①① 道徳の時間の授業の成否を決めるも道徳の時間の授業の成否を決めるも

のであるのである

② 児童生徒の心をゆさぶり，深く自己

を見つめることができるものとする

②② 児童生徒の心をゆさぶり，深く自己児童生徒の心をゆさぶり，深く自己

を見つめることができるものとするを見つめることができるものとする

③ 「中心発問」と「基本発問」及びそ

れらを補助するための「補助発問」が

ある

③③ 「中心発問」と「基本発問」及び「中心発問」と「基本発問」及びそそ

れらをれらを補助するための「補助発問」が補助するための「補助発問」が

あるある

２２ 道徳の時間における発問とは？道徳の時間における発問とは？

３３ 道徳の時間における道徳の時間における

発問づくりのポイントとは？発問づくりのポイントとは？

①① ねらいと資料活用類型の明確化ねらいと資料活用類型の明確化

資料活用類型 主たるねらい 発問の例

範例的活用

主人公の行為や考えを手本や範例とさ
せる。
　　・原因，理由を問う
　　・学んだことを問う

○○が～したのはどんな
考えからか？

共感的活用
主人公の立場になって考えさせる。
　　・気持ちを問う
　　・考えを想像させる

○○はどんなことを考え
ながらしているのか？

感動的活用
感動を大事にした価値把握をさせる。
　　・感動したことを問う
　　・感動したわけを問う

一番心を動かされたのは
どこか？

批判的活用
主人公の行為や考えを批判させる。
　　・自己見解や考えを問う
　　・自分の考えのわけを問う

～したことをどう思うか？

「資料の活用類型は青木孝頼（元文部省主任視学官）による」

②② 児童生徒の実態把握児童生徒の実態把握

生徒の実態と資料の特質を押さえた発問構成を工夫するとと
もに，生徒が体験を通して感じたことや考えたこと，さらに日
常の具体的な事柄を話題にするなど（中略）…

【中学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７７】

子どもの意識の流れや疑問を予想した発問，個性的な考えが
引き出される発問，心が揺さぶられる発問などを考えることが
大切である。 【小学校学習指導要領解説 道徳編 ｐ７６】

３３ 道徳の時間における道徳の時間における

発問づくりのポイントとは？発問づくりのポイントとは？

③③ 資料分析の活用資料分析の活用

○ 資料分析の手順

ア ストーリーを読む→場面わけをする（起・承・転・結）

イ 主人公の心（心情，判断，意欲）の動きを読む

ウ 主人公のもつ道徳的価値を読む

（中心価値と関連価値の関連を明確にする）

エ 中心場面・中心発問を決める

オ 基本発問・補助発問を構成する

☆ ねらいとの一致の確認，児童生徒の反応の想起を行

い，検討を重ねながら決定する

３３ 道徳の時間における道徳の時間における

発問づくりのポイントとは？発問づくりのポイントとは？

見つからない
ようおちばで
かくす。

きつねの目か
らなみだがお
ちる。

おちばをかけて，土
をかぶせてかくして
おきました。

自分さえよければ
いい。

「やっと，二つ見
つけたのです。一
つさしあげましょ
う。」

「えっ。」なみだがお
ちてきました。

うさぎの優しさにふ
れ，反省する。

きつねは，どんな気持
ちでくりをおちばでかく
したのだろう。

なみだをながしたきつ
ねは，うさぎになんと
言うだろう。

（場面） （登場人物の言動と心の動き）
（発問・児童の意識）

【きつね】

【うさぎ】

▲思いやり・親切

▲自分勝手

◎思いやり・親切

○思慮反省

・うさぎさんに見つからないよ
うにしよう。

・ぼくだけのものだ。

・ありがとう。

・なんてやさしいんだ。

・ぼくもうさぎさんのようにや
さしくなろう。

きつねをかわいそ
うに思ううさぎの
優しさ。

◎思いやり・親切

資料分析図の活用（例）資料分析図の活用（例）
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資料分析表の活用（例）資料分析表の活用（例）

資料分析表の活用（例）資料分析表の活用（例）

① ねらいと資料活用類型の明確化①① ねらいと資料活用類型の明確化ねらいと資料活用類型の明確化

３３ 道徳の時間における道徳の時間における

発問づくりのポイントとは？発問づくりのポイントとは？

② 児童生徒の実態把握②② 児童生徒の実態把握児童生徒の実態把握

③ 資料分析の活用③③ 資料分析の活用資料分析の活用

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？

基本発問

基本発問導入段階

展開段階【前段】

展開段階【後段】

終末段階

基本発問

中心発問

※補助発問

発問改善の視点発問改善の視点①①（導入段階：基本発問）（導入段階：基本発問）

○ 意見が出しやすい雰囲気づくりができているか？

マイナス経験を問うような発問は，告白的
で暗い導入になってしまいやすい。

明るい雰囲気を大切にして，答えやすい発明るい雰囲気を大切にして，答えやすい発
問に改善する問に改善する。。

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？

発問改善の視点発問改善の視点②②（展開段階：基本発問）（展開段階：基本発問）

○ 数が多すぎ，教師主

導になっていないか？

○ 心情を問う（～の気

持ちは？）ことが繰り

返され，授業が平板に

なっていなか？

発問の精選発問の精選

見通しをもった見通しをもった

発問構成発問構成

（共感的発問へ）（共感的発問へ）

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？
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発問改善の視点発問改善の視点③③（展開段階：中心発問）（展開段階：中心発問）

○ ねらいは何か，そして，そのねらいに迫ること

ができるものか？

○ 資料は，適切に類型化されているか？

★ 児童生徒の多様な価値観を引き出せるものか ★

答えが一つに収
束する閉じられた
発問

答えが多様になる自由度のある答えが多様になる自由度のある

開かれた発問開かれた発問

（多様な価値観の交流ができる発問）（多様な価値観の交流ができる発問）

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？

○ 児童生徒の日常生活等における具体的事例を把

握してあるか？

○ 具体的な児童生徒の発言を想定できているか？

○ 違った視点を児童生徒に与え，自己の考えを問

い直すものになっているか？

発問分析の視点発問分析の視点④④（補助発問）（補助発問）

そういう
見方もある
のか？

そう言われてみ
れば，違った見方
もできるな！

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？

４４ 道徳の時間の学習過程と道徳の時間の学習過程と

発問改善の視点とは？発問改善の視点とは？

発問分析の視点発問分析の視点⑤⑤（終末段階：基本発問）（終末段階：基本発問）

○ 「どんなことがわかっ

たか？」「これからど

うしたいか？」など，

価値の押し付け，ある

いは，決意表明を求め

るものになっていない

か？

各自の今までの
体験に目を向けさ
せ，自己を振り返
ることを大切にし，
決意を求めない。

５５ 発問する際の発問する際の留意点とは？留意点とは？

○○ 児童生徒の目を見て，発問し，発言を傾聴し，児童生徒の目を見て，発問し，発言を傾聴し，
一人一人の発言を認めること一人一人の発言を認めること

○○ 考える時間を確保すること考える時間を確保すること

○○ 児童生徒の表情，動作，つぶやき，目の動きな児童生徒の表情，動作，つぶやき，目の動きな
ど「声にならない声」にも気を配ることど「声にならない声」にも気を配ること

○○ 比較，練り上げ等ができるような手立てを考え比較，練り上げ等ができるような手立てを考え
ることること

○○ 方向性や考える視点を示すこと方向性や考える視点を示すこと

○○ 「書く活動」「役割演技」「小集団での話合「書く活動」「役割演技」「小集団での話合
い」「パネルディスカッション」「価値の類型い」「パネルディスカッション」「価値の類型
化」などの工夫をすること化」などの工夫をすること


