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平成30年度
広島県道徳教育実践研究委員会（第３回）

いじめを防止するための

道徳教育

畿央大学 島 恒 生

1 「道徳」とは何かを再確認しよう

これまでの道徳……

行い、行動レベルの指導

「○○すべき」「親切にしなさい」

「どうすることが大事？」

・分かり切ったことを言わせたり書かせたりする授業

・他律に留まり、自律につながらない指導

道徳科に向けての課題

 発達の段階などを十分に踏まえず、
児童生徒に望ましいと思われる
分かりきったことを言わせたり書
かせたりする授業になっている例
がある。

 読み物の登場人物の心情理解のみ
に偏った形式的な指導が行われる
例がある。 中教審答申「道徳に係る教育課程の改善について」

（平成26年10月21日）より

 発達の段階などを十分に踏まえず、
児童生徒に望ましいと思われる
分かりきったことを言わせたり書
かせたりする授業になっている例
がある。

 読み物の登場人物の心情理解のみ
に偏った形式的な指導が行われる
例がある。 中教審答申「道徳に係る教育課程の改善について」

（平成26年10月21日）より

読む道徳

「道徳性」を育てるのが道徳！

道徳科に向けての課題

「考え、議論する道徳」に

道徳性とは……

日常生活や今後出会うであろう様々な場面や状
況において、適切な行為を主体的に選択し、実践
できる「内面的資質」。行いや行動そのものではな
い。それを支える見方や感じ方、考え方。

主体的
な判断

自立
友達から、どう…

ムカツク…

命の大切さ本当の友達とは…

正義とは…

学級の一員として

家族にとって…

見方や感じ方、考え方を広げ、深めることで、
主体的に判断し行動する「自立」を目指す。

○ 教育活動全体で行う道徳教育
…… 体験を通して道徳性を養う。

○ 特別の教科 道徳
…… 考え合いを通して道徳性を養う。

6

道徳教育と道徳科

算数科

「道徳性」を育てるのが道徳！
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どうして教材を使うのか……

登場人物の立場に立って自分との関わりで道徳的価値に
ついて理解したり、そのことを基にして自己を見つめたりす
ることができるようにするため。

読解のみに

留まらぬように

状況理解レベル

心情読解レベル

道徳的価値レベル

道徳科の目標、ねらい

「深い学び」の鍵

「道徳性」を育てるのが道徳！

近い教材と遠い教材

どうして手品師は、約
束を守ろうとしたので
しょう。

状況理解レベル…約束を守った。

心情読解レベル…

・男の子のことがかわいそう。

・自分は、うそつきになってしまう。

・そんな自分は、情け無い。 誠実さとの
向き合い方

・あなたが手品師
ならどうする。

・どうすればよか
ったか。

例えば、……

「手品師」
文部省『道徳の指導資料とその利用１』より

道徳的価値レベル…

・約束を守ることやごまかさないことは、

相手のためでもあるけれど、自分の

ためでもあるんだ。

・正直や誠実さは、自分にとっての自

分の値打ちに関わるものなんだ。

手品師は、何を大切にしたのか

３ 価値観を「＋」と「－」のどちらで持つか

意識的にプラス志向で！

これまでの道徳……

「○○できないから」の発想

学校の道徳教育重点目標……

「うちの子どもたちに欠けているから」

「うちの子どもたちに足りないから」

伝達型、教え込み型の指導マイナス志向の道徳

道徳科の時間は、「ないもの」を子ども
たちに教えるのではない。

子どもたちの心の中に育ってきている
「あるもの」に気付かせる！

意識的にプラス志向で！

開発・リソース（資源）の考え方

ポジティヴ
心理学

脳科学

○ あると信じる ○ 普段から育てる

子どもたちに豊かな体験を

全体計画・年間指導計画が効果を発揮

意識的にプラス志向で！

そこで育った心を自覚させる！

自覚した子どもは主体的に実践！

教育活動
全体

教育活動
全体

道徳科

学校の道徳教育重点目標……

「うちの子どもたちは、ここが優れているから、

もっと伸ばすために重点にしよう」

・教え込みや伝達型からの脱却

・見守る教師、認められる子どもたち

意識的にプラス志向で！

特別活動の活性化にもつながる

（信じて、認めて、任せる指導）
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４ 教師のもつ指導観も大事

これまでの授業……

・ひたすら、教師がしゃべる授業

・教師の指示で進む授業

子どもの視線の先は……

・下を向く、前を向く授業。教師に話す授業

伝達型、教え込み型の指導や授業

教師中心の授業

「学習者は子ども」という考え方

教師がしゃべらない授業…
・ 子どもの発言で進める授業

・ ただし、教師は何もしないのではない！

主体的・対話的で深い学びの授業

「学習者は子ども」という考え方

考え、議論する
道徳

なぜ、主体的が大切？
→ 受け身の学習よりも能動的な学習が深く学べる

なぜ、対話的が大切？
→ 学びは必ず、人との間で起こる

目指すは……

深い学び 発想の転換が必要

保育に学ぶ

学習の流れを子どもの思考の流れで…

・子どもにとって必然性のある流れを。

・ねらいを子どもの言葉で表す。

子どもの意識を具体に想定する。

ワイワイ、ガヤガヤと横を向く授業…

・居酒屋の授業（⇔高級レストランの授業）

「学習者は子ども」という考え方

教師がしゃべらない授業のために

「問い」が
重要

子どもの頭の中に「？」が生まれる問い。

教師からの問いに「答えるだけ」の授業

（例）「じゃ、次の質問を行くよ」↔ 子どもに納得と発見が生まれる授業

子どもに手柄を取らせる。授業のまとめも同様。

分かり切った問いや読めば分かる問いを脱
し、子どもの頭の中に「問い」を立たせる

・思わず、ぐっと考えたくなる問い

・隣の友達と話したくなる問い

・初めて考えたという問い

「学習者は子ども」という考え方

教師がしゃべらない授業のために

教師のものとしてきた活動やツールを子どもたちにも

「学習者は子ども」という考え方

教師からの指示のみの授業にしない

・「先生、グループにしていいですか」

・「全体とグループのどちらで話し合う？」

高学年への授業参観も有効

教師も共に考え合うという姿勢で…

・教師が説明するのではなく

教師がしゃべらない授業のために

５ 道徳の内容の理解をしっかりと

これまでの授業……

・「友情」「生命尊重」という大まかな捉えでの授業

・発達の段階が考慮されていない授業

・行いや行動に終始する授業

・分かり切ったことを言わせたり書かせたりする授業

・登場人物の心情理解のみに偏る授業

発達の段階や内容の視点を考える
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・アノミー → 他律 → 社会律 → 自律

・主観的な見方 → 客観性を重視した見方へ

・一面的な見方 → 多面的な見方へ

・結果を重視する見方 → 動機をも重視する見方へ

当然、ねらいや中心発問、展開にも違いが

発達の段階や内容の視点を考える

小学校……自己の生き方についての考えを深める

中学校……人間としての生き方についての考えを

深める

小学校……視点を多様化し、自信を育てる！

中学校……誇り・プライドを育てる！

四つの視点の特徴をヒントに。

Ａの視点……自分の弱さに打ち克つ。

Ｂの視点……相手のことを最大限に大切に。

Ｃの視点……集団の中に、自分もいる。

Ｄの視点……ちっぽけだけど、とてつもなく

大きなもの。

発達の段階や内容の視点を考える

視点に共通したとらえ方 発達の段階＋

Ａの視点…… 自分の弱さに打ち克つ。

善悪の判断、自主、自律、自由と責任

Ｂの視点……相手のことを最大限に大切に。

思いやり 友情、信頼 相互理解、寛容

Ｃの視点……集団の中に、自分もいる。

公正、公平、社会正義 家族愛、家庭生活の充実、

よりよい学校生活、集団生活の充実

Ｄの視点……ちっぽけだけど、とてつもなく

大きなもの。

生命の尊さ よりよく生きる喜び など

いじめの防止に関わって
６ 授業充実のための工夫も

これまでの授業……

・教師がしゃべる、伝達型の授業

・登場人物の心情理解のみに偏る授業

・ワークシートには設問がずらり

・感想を言って終わり

子どもにとっては、受け身の授業

活動の意味や意義を意識する

話させる
・お隣さんと ・切り返し ・揺さぶり

・分からないふり ・グループでの作業。

書かせる
メリット… 深く考えられる。子どもの考えが分かる。

デメリット… 時間が掛かる。 自分の意見に固執。

言語活動の活性化

活動の意味や意義を意識する

問題解決的な学習

道徳的行為に関する体験的な学習

友達の考えに関心をもつことのできる集団づくり


