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かかわり合い,自 己を見つめヮ

―自分とのかかわりで語り合う道徳の時間を中心にして―
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福山市立水呑小学校

今年度のビジヨン『プラスl CAN DO― 新しい自分の発見―』とは
少し頑張ればできそうな目標 (プラス1)に向けて,児童一人ひとりが「CAN DO(やればできる)」 ,

教師は「CANDO(感動)を持つて認める」取組である。こうした取組を通して,互いに認め合う姿や

「やればできるんだ。」「こんなことができた。」という新しい自分の発見につながつていくと考える。

『きらり☆水呑しくさ』とは
本校で名付けた,まわりのことをさりげなく気遣い,それを行動に表すことである。学校生活や家庭 ,

地域の中で「水呑しくさ」を実践することで,相手のことを考えて,互いに認め合い,感謝し合う気持

ちを広げていくことができると考える。児童には,「 されてうれしい,してよかつた『きらり☆水香しく

さ』」を合言葉に取組を進める。
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かかわり合い,自己を見つめ,

主体的に生きる児童の育成
―自分とのかかわりで語り合う道徳の時間を中心にして―
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iなり,児 重の道徳的価値の自労は深まるであろう。

道徳の時間での学びを生かした他の人とのかかわり合いの場を設

定したり,環境を整備したりすれば′児童の主体的な道徳的実践に

つながるであろう。
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自分と友達の考えを比較 1   5年生の道徳ノート
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攪料を分析する力をつけるために,道徳教育推進教師を中心に複数による資料分析を行うなどの研修を継続していく。

自分の経験を生かした考えを表現することが十分でない児童が20%いる。他教科においても日常的に自分の経験を語ら

せることを意識するなど,継続して指導をしていく。
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・何をどのようにしたらよいかと具体的な解決方法をいくつもイメージできない児童が20%いる。どの子にも経験や体験を

させる場を増やすとともに環境の整備を計画的に行い,児童が主体となつて活動する校風へとつなげていく。

心の元気コーナー

自己有用感が低い

自分で考え判断し
行動する力が弱い

道徳の時間では,児重は,資料を通して互いの考えを語り合うことで,今 まで気付かなかつた考えに出会つた

り,自分の考えを再確認したりして,友還や自分のよさに気付くことができる。

全教育活動では,学 校・家庭・地域の中で,いろいろな人・もの・ことと出会い,新 たな発見や感動があつたり,ま

わりから認められ自己有用感を感じたりすることができる。

児重は資料に描かれている場面に入り込んで自己内対話を行つたり,友運の意見を聞いたりすることを通し

て,自分の生き方と遺徳的価値を結びつけ,「～のようになりたい」「～してみたい」などの思いを持つことが

できる。

児童は,道徳の時間の学びを生かして,自分の目標を持ち,具体的な方法などをイメージ化することで,自ら挑

戦してし[うとする実践意欲を高めることができる。



〔実践例】5年生「友のしょうそう画」高2-(3)

手紙を書く
自分ラから
手紙を出す

あきらめる
忘れる

【実践例11年生「はしのうえのおおかみ」低2-(3)

『みんなをやさしく渡しているおおかみはどんなことを思っているでしょう。』

□
・いじわるをしてごめんね。
・やさしいおおかみさんは好きだよ。もう―鷹

信じ合える友情を
つくるんた

(例 )「相手がどうだ」ではなくて

「自分が」強く信し続けることが

友情なんだな。

・やさしくするとみんながうれしい気持ちになるよ。
.やさしくするとどんどんいい気持ちになるよっ
・自分のことだけ考えているのは,自 分勝手ないい気持ち。
みんなが喜んでくれることがうれしいのが

本当のいい気持ち。

動物たちは,おおかみさんのことを
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点を変えて
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考えを広げていく

書い返した時のいい気持ちと

やさしく渡してあげた時の
いい気持ちは,どこが違いますかっ
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「道徳 11の 問題」は何か,主人公はどのように行動し,考え,道徳的変化をして
いったかを「起 承・転・結Jで図に表すと児童に何を考えさせたいのかが明確
になる。また,児童の意識・言葉でとらえたゴールを設定して道徳的価値に迫る

展開をめざす。

先生の友達から絵はがきが来たけど
,

料金不足だったことを教えてあげるべきか迷っています。

あとで先生にアル イ`スしてほしいです。

導入で「友達だからこそ,言いにくいこともちゃんと言
うべきかどうか」と児童に問題提起し,「イ言頼・友情」
の内容項目について考える必然性を持たせて学習
に入っていく。

比較することで

よい行為を生んだ心の中を

引き出し道徳的価1直を

深める

中心発間で児童の発言を受け,より深めていくための切り返し発問や,

新たな気づきを促す補助発間をJIl意 して,詣導案上に吹き出しで明記する。

二人とも「なかよしだから」と思っていますが,二人の考えが追うのはどうしてでしよう。

板書の過程は,児童の思考の過程であり,児童が思考を深める重要な手
がかりとなる。図や挿絵,視覚的材料等を有効に使い,構造的にすっきりと

した板書を心掛ける。

今日の学習で「なかよしJについて考えたことを道徳シートに書きましょう。

lll子 のことを心から考えて,い けないことはいけないと言える友逮が,本

当の友達だと思った。先生もお友達に料金不足を教えてあげるといいよ。

きっとわかってくオιるよ。

導入で17樋提起したことを想起させたり,道 徳シートに振り返りを

書いたりし,自 分の変容を自党させる。

授業のゴールを
子どもの言葉で考える

(ねらいを具体的に)

・主人公は友違だから困った時は助けてくれるのが当たり前だと考えているけど
,

実君は精題は自分の力でやるべきと思っている。
・なかよしだからこそ,いけないことはいけないと言うべきだと思っている。
・友達だからきっとわかってくれると思って ったと
・つまり,自分のことより相手のことを思って るとい

資料を通して自分の経験と重ね,主人公の気持ちに共感しながら自分の気持ちを

語らせたり,友達の考えを聞いて自分との違いや新たな気付きを話り合わせたりする。

【実践例】3年生「どんどん橘のできごと」中1-(4)

正 ―とりけれる

手紙を薔こう

いつまr・t
友述だよ

失敗し後悔している気持ちから

なぜそうなったのか,

どうしていくことが大切なのか

道徳的価値の広がりや深まりで

整理してまとめている。

どうしようか迷つている

心の中を対比させて

板書することで,

葛藤していることが

視覚的によく分かる。

【実餞例13年生「なかよしだから」



新しい自分の発見をめざして,少 し頑

張ォuぎできそぅな目標を立ててIInり 組
んでいく。児童の「CAN DO」 とは,「や

ればできる」ことを示し,教師の「CAN
DO」 とは,隠動」を意味する。つまり,

児童の頑張りに感動を持って認めて
いき,感 動体験を通して,児童の自己

有用感を高めていく。
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第 5学年 道徳教育の全体計画

「プラス l CAN DO」   キーワ

めざす
水呑つ子

学期テーマ

重点
肉審項目 「かかわり合い」を具現化するために,

学期毎にテーマを設定する。そして,

道徳の重点内容項目を決めて,意 識

したlTll組 を行うことで道徳的価値を自

覚し,自分のよさを見つける児童を育
てることをイュらいとしている。
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児童会活動

学校行事

学級活動 学期テーマや道徳の重点内容項目と

リンクした内容となっている。指導者

が内容項目を意識し,道徳の時間と

各教科との関連をより深めていく。
国語科

社会科
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音楽科

図函工作44
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学期テーマや道徳の重点内容llI日 と

リンクしたものとなっている。このことか

ら指導者が内容項目を意識し,道 徳
の時間と各教科等との関連をより深

めていく。

0道徳的価値をつなぐ自己有用感の高揚を目指したレいの元気コーナー」【例6年】
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6年生の道スタート

6年道徳の時間の最初の授業で「鈴のlleる

道」を扱い,こ れから歩む「6年生の道Jにつ

いて考えさせた。見通しを持たせ,一 つの

取組が終わるごとに,何がよかったかを写真

やコメントで評価し,学級全員で達成感や満

足感を味わった。

・1-(2)不 とう不屈

・1-(3)自由・自律

・2-く3)信頼 友情
‐4-(3)役割と費任の自覚
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道徳の時間でねらった道徳的心情や実践意欲を各教科や行事等との関連を図り,道徳的実践につなげている。

その取組を掲示することで意識の継続を図っている。

○「さ41てうれししヽJ「してよかつた」気持ちの広がり
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今日は,1年 2組の「きらり☆水呑しぐさ」を紹介します。14F

2組では,友達のいいところや頑張ったところを見つけて帰

りの会で発表すると,自然に拍手がおこります。友達のい

いところを見つけたり,認 め合ったりできるのも「きらり☆水

呑しぐさ」ですね。 (5月 郎日の給食放漱 り)

自分の考えを出し,友達の考えと
比べながら深めていくグループ学習

毎日帰りの会で,その日に見つけた「きらり☆水呑しぐさ」を発表して

います。毎日たくさんの「きらり☆水手しぐさ|が見つかり,と てもうれ

しく思っています。「きらり☆水呑しぐさ」があふれる学級になってき

ています。今日は自分たちの「きらり☆水呑しくさ」が全校に放送され,

きらり☆水香しぐさ五・七・五

ぶ

(1年2組学級通信より)

盆踊り大会に進んで参加し,

水呑町の伝統を伝えようとする5年生

みんなとてもいい笑顔で1´ た。

一年生を迎える会で,全校で楽しめる
ゲームを考えて活動する児童会役員

なかよしキッズワークでは
,

主体的に縦割り班をリードする6年生
がんばったことをみんなの拍手で
認め合う帰りの会

水呑町をきれいにしようとゴミを拾う
4年生・クリーン隊

学校・家庭・地域へnlB
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