【道徳科】教科提案

実践意欲と態度を育てる道徳科
～互いにつながり合う授業～
１．研究テーマ設定の理由
（１） 学校提案とかかわって
学校提案「問い続け，学び続ける子どもたち～子どもの言葉でつくる授業～」を受け，
道徳科では，「実践意欲と態度を育てる道徳科～互いにつながり合う授業～ 」を教科提
案にした。
学習指導要領において ，道徳科の目標は，「よりよく生きるための基盤となる道徳性
を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角
的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して ，道徳的な判断力，心情，
実践意欲と態度を育てる」とある。
道徳科では，道徳的価値を自分の問題として捉え考えて，友達との話し合いを通して，
自分の考えを変容させたり深めたりと ，「よりよい生き方」を再構成していく子どもた
ちの姿を「問い続け，学び続ける子どもたち」と設定する。
授業の中で「○○することって大事だな」「○○するっていいな」と道徳的判断力や
心情は培われても，実践意欲や態度につなげること に結び付かないという課題が ある。
態度につながらないという理由の一つには，授業のねらいとする道徳的価値の理解はし
ているものの，いざ行動に移すとなると ，他の要素も関わってくることがあげられる。
例えば，周囲の目が気になることや，ほんの少しの勇気が出ないこと，経験の不足から
実行に移せないこと等である。しかし，授業のねらいとする道徳的価値を自分の問題と
して捉え，自ら考え身につけていこうとする意欲を呼び起こすことができれば，実践意
欲や態度につながっていくのではないかと考える。このように，自分の問題として捉え，
「問い続け，学び続ける子どもたち」の姿を目指すことで，実践意欲や態度につなげる
ことができると考える。
また，「よりよい生き方」の再構成は，自分の考えを表現したり ，友達の考えに耳を
傾け理解しようとしたりする中で生まれるであろう。授業の中で ，道徳的価値と自分の
生活，自分の考えと友達の考えが“互いにつながり合う”ことを大事にしたい。

（２）サブテーマとかかわって
①道徳科における言葉とは
学校提案にもあるように，道徳科でも，言語以外に，表情や仕草，視線なども「子ど
もの言葉」として捉える。特に，友達の思いに「なるほどな。」と共感したり，「ちょっ
とぼくとはちがうかも。」「そんなに思うのはどうして？」と首をかしげたり，疑問に思
ったりする仕草や表情をみとり，子どもたちの言語につなげていきたい。
②子どもの言葉でつくる道徳科授業
30 人いれば 30 通りの思いや考え方がある。また，同じ言葉で表現されたとしても，
その思いは同じであるとは限らない。例えば ，「うれしい」という言葉にしても，うれ
しさの程度やその理由はこれまでの経験の違いからも変わってくる。それぞれ違う思い
や考え方，経験を出し合い，絡ませ合うことで新たな見方や考え方が子どもたちに生み

出されるであろう。子どもたち同士で，「そう思うのはどうして？」「ぼくは○○と思うん
だけど，もう少し詳しく聞かせて。」と立ち止まらせたい。時には，教師が子どもの言葉（表
情やしぐさ等も含めて）を捉えて，全体に返し，それぞれの思いや考えを交流させたい。

（３）道徳科でめざす子ども像
○自己を見つめる子ども
道徳的価値の理解を図るためには，これまでの自分の経験や，その時の考え方や感じ
方と照らし合わせながら考えを深めることが重要となってくる。
「ぼくも前にね，
・・・・」
「わたしだったら・・・」と自分の問題として考えることができるようにしたい。
○相手の意見や考えを受け入れ，物事を多面的・多角的に考える子ども
立場や経験の違い等で，考え方や感じ方もそれぞれ違ってくる。問題場面に出会った
時に，多様な考え方や感じ方があることが前提にあれば，それを踏まえながら，よりよ
い判断ができる。多様な考え方や感じ方を出し合い ，認め合いながら，その中で自分が
どう判断し行動していくか考えていけるようにしたい。
○自己の生き方についての考えを深められる子ども
1 時間の授業の中で，道徳的諸価値について理解し，多様な考え方もあることがわか
っている。しかし，心の弱さなどからも態度につなげることは そう簡単ではない。「今
のぼくはどうだろう。」「もし，こんな時わたしだったらどうするかな。」と ，今の自分
をみつめることができ，「今よりも，よりよい自分になりたいな」と，意識しながら生
活しようとする子どもを育てたい。

２．道徳科における「問い続け，学び続ける子どもたち」
道徳科では，「問い続け，学び続ける子どもたち」を次のように定義する。
①学びを追究する子ども
・今までの体験や経験を思い出しながら教材と向き合い，自分の思いや考えを積極的に
表現しようとする。「ぼくも同じようなことがあったんだけど・・・」「もし ，わたし
だったら・・・」
②他者との関わりを大切にする子ども
・友達の思いや考えに耳を傾け，自分の考えや思いとは少し違うなと思うところは 尋ね
たり，理解しようとしたりする。
「ぼくは，～と思うんだけど，○○さんはどうしてそ
んなに思ったのかな？」
○学びを実感する子ども
・様々な思いや考え方があることをもう一度自分の中で納得し， 自分はどうしていきた
いかを言葉や文に表したり，そうありたいと願って，実践意欲や態度につなげようと
したりする。「今のわたしはどうだろう・・・」「ぼくは，これから・・・」

実践事例

３年生「友だち屋」より

キツネが，オオカミに，「友だちから金をとるのか。それが本当の友だちか。」 と言われ
た時の，キツネの気もちを考えた。おこったように言ったインパクトのある挿絵から，子
どもたちは，「友だちから金をとるのか。それが本当の友だちか。」と言ったオオカミのこ

とを，
「こわい」
「腹が立つ」
「嫌な気持ちになる」と考えていた。しかし ，そんな中，みお
が，「うれしかったと思います。」と発言したことから ，うれしい気持ちもあるという考え
と，友だちだったらきつく言わないのではないかという 考えが出てきた。
みお

：うれしかったと思います。
（Ｃ：ほんまや ，ほんまや。）
（Ｃ：こわいけどうれしい。）
教師 ：どういうこと？
ゆうき：うれしいってい うのは ，友だちからお金 をとるってのは本当の友 だちではないから。
キツネは友だちからお金をとったらあかんと言ってもらってうれしい。
ひろき：本当はお金をとったらあかん。オオカミ さんに言われてうれしかった。大人になった
ら逮捕されるから先に言っておいてくれてよかった。
あや子：ほかの友だちが増えてうれしい。
（Ｃ：お金取ってたらはなれる。）
しょう：今までお金取って いて 1 時間 2 時間で終わってしまっていた。ずっと遊べる友だち
がいなかったからうれしい。
みはる：キツネはなんでうれしかったかというと ，オオカミが友だちになって嬉しかった。キ
ツネはこわかったけど ，嬉しかった。
いひと：でも，友だちにはやさしく言うんじゃないですか？
みはる：すごくうれしいからきつく言った。
やまと：それやったら ，そんなにきつく言わないんじゃないですか？
みはる：ほんとうにうれ しいからきつく言った。

「ぼく（わたし）も前にね・・・」とは発言していないものの，子どもたちの発言の中
には，普段自分が意識している友だちとの関わり方や日常生活の様子が重ねられている。
やまとの「友だちにはきつく言わない」は，日々の生活の中で，きつく言い過ぎて友だち
に嫌な思いをさせたり，逆にさせられたりしたことから，彼が友だちとの関わりの中で気
を付けていることである。自分の生活と重ね合わせた発言を読み取り，子どもたちに返す
ことで，教材と自分の生活が結び付くことができると考える。また ，子どもたちは，解決
する手段についてこだわりがちであるが，あえて，主人公の気もちに共感させ，それぞれ
の思いを交流することで，多様な感じ方や考え方にふれることができたと考える。

３．研究の展望
「問い続け，学び続ける子ども」を実践するために，以下に重点をおき研究を進めてい
く。
（１）子どもの個々の道徳性をみとる
日々の行動の様子や日記・作文から読み取れる思いや願い等から，子どもたちの物事
に対する感じ方や道徳性をみとる。そうして，教材の精選や内容項目の分析に生かす。
（２）各教科・領域等や道徳科を関連させ単元を組む
一人一人が，道徳的価値を自分の問題として考えることができるように，各教科・領
域等と関連させた単元を組む。単元を計画するにあたっては，各教科・領域等での道徳
の内容項目を吟味する。事前の学習は，子どもたちが道徳的価値への興味・関心を高め
るようしにたい。そのため，活動や体験を十分行うようにする。道徳の学習においても，
事前・本時・事後と，連続性をもたせる。さらには，道徳科の授業の中で養われた道徳
的諸価値を各教科や領域，日常生活で実際に発展できる場を設定し，行為へ移すことが
できるようにしたい。道徳科の学習を中心に，事前の学習と事後の学習を設定し，全教

育活動と関連させた単元を組むことで，自分の問題として捉え考え，実践意欲や態度に
結び付けることができる。
（３）魅力ある教材
子どもたちにとって問い続け，学び続けたくなる魅力ある教材との出会いは重要であ
る。上記（１）とも関わり，子どもたちが興味関心を持ち，教材と自分を近づけること
ができる教材選択をしていく。
①資料の精選
子どもたちが興味関心を持ち，感動や共感を呼ぶものとして，感動資料や実話，和歌
山県の話などを取り入れるようにしたい。
②子どもの意欲を引き出すための工夫
子どもたちが，自ら「話したい」
「考えたい」と思えることがまずは大事である。その
ためにも，紙芝居や挿絵，写真，映像，効果音などを効果的に取り入れ，子どもたちの
意欲を引き出すような教材の提示工夫が必要である。１時間の流れを振り返り ，子ども
の心に深く残るように「心の動きがわかる」「思考が深まる」板書を工夫していく。
③中心発問の吟味
子どもたちの一番心に残ったことから話し合い ，焦点を絞り，価値に迫るようにする。
そうすることで，自分の問題として捉え，考えようとするであろう。主人公が価値に
する場面を中心場面とする。この中心場面で，道徳的価値に迫れるような発問を吟味す
る。
（４）安心して自分の思いを出すことができる学級風土
多様な考えや感じ方があるから，日々の生活でも衝突したり，言い合いになったりす
る。これまでの生活経験からも一人一人の考え方や感じ方は違ってくる。そのような多
様な考え方や感じ方を受け入れ，認め合うことができるためには，安心して自分の思い
や考えを出すことができる学級風土が大事となってくる。互いのよさを認め合えるよう
な学級集団の中ではより一層 ，新たな見方や考え方，感じ方が生み出されるであろう。
友だちの考えを受容してから発言できるような話し方を学級で共有したり，ペアやグル
ープでの話し合いを取り入れたりして，表現力や聴き合う力も高めたい。

４．研究の評価
道徳科の授業については，授業内での「子どもの言葉」や１時間の振り返りの記述（ワ
ークシート）から，①自分の問題として教材と向き合えたか，②自分なりに「よりよい
生き方」の再構成につなげることができたかをみとっていく。しかし，それだけにとど
まらず，子どもたちの学校生活全般の行動の記録を適宜とったり，時には子ども自身が
自己の成長や生き方についての振り返りを記述したりすることを通して評価する。

道徳科

友だちといっしょに心晴れ晴れ！
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「がたろ岩」

単元について

３年生のこの時期はこれまで以上に活動範囲も広がることで，集団との関わりも増え友だち関
係も広がってくる。また，気の合う友だち同士で仲間をつくり自分たちの世界を確立する傾向が
あり，集団での活動などがこれまでになく盛んになる。しかし，自分の利害にこだわることで友
だちとトラブルを引き起こすことも少なくない。そのため，相手を受け入れ心から互いを信頼で
きればより広がりや深まりのある仲間集団へと育つと考える。
本単元における「心晴れ晴れ」とは「気もちがいい」
「うれしい」
「すっきり」
「達成感がいっぱ
い」という気もちである。その気もちを一人ではなく友だちと一緒に活動して感じることができ
るようにしたい。
道徳科では，友情・信頼や相互理解・寛容等の道徳的価値について，読み物資料を扱い重点化
を図るとともに，道徳的実践力を培いたい。さらに，各教科他領域で道徳科との関連を意識し取
り組む。そうすることで，
「友だちと心から仲良くなれた」「互いが分かり合えた」と思える子ど
もたちの姿に迫っていきたい。

２ 単元設定の理由
（１）本実践の主張点
「友だちといっしょに心晴れ晴れ！」の姿を，最初に一人一人がイメージし，
「友だちといっし
ょに心晴れ晴れ！」の具体的な姿を表現していくことで，自分の問題としてとらえ，自分の生
活へつなげようとする子どもが育であろう。

（２）３年Ｂ組の子どもたち
本学級の子どもたちは，友だちと助け合い協力しなければならないことはわかっている。しか
し，低学年の特性である自己中心性から十分抜け切れていないといったところも残っている。そ
のため，友だちの過ちを非難したり，自分の事を理解してもらえないと「もういい。」と言ってす
ねてしまったりすることもある。また，教師が間を取り持たないと，自分の気もちを相手に伝え
られない子どももいる。休み時間の様子を見ていても，気の合う友だちと少人数で遊んでいる姿
が多く，まだまだ仲間集団で遊んだり，活動したりすることより，個々に活動して楽しむにとど
まっているように感じる。

（３）教科提案とのかかわり
道徳科では「実践意欲と態度を育てる道徳科～互いにつながり合う授業～」をテーマにしてい
る。本単元では「友だちといっしょに心晴れ晴れ！」というゴールの姿をめざし，道徳科は，そ
れに向かってのヒント探しとする。子どもたちは，資料の主人公の心情に共感したり，葛藤した
りしながら価値の内面化を図る。主人公の生き様がヒント探しそのものとなると考える。そうす
ることで，子どもたちは，自分の問題として捉え，考えを交流し，自分の生活につなげようとす
る。実践意欲と態度を育てることにつながると考える。
サブテーマである「互いにつながり合う授業」を実現するために「ぼくも，この前，○○のよ
うなことがあってね・・・」
「わたしもね・・・」
「ぼくはちょっと違うんだけど・・・」等，主
人公の生き方と自分の生活がつながり合う授業をめざしたい。それが，自己の生き方を再構成す
ることとなり，実践意欲と態度を育むことにつなげることができると考えている。

（４）問い続け，学び続ける子どもたちをめざすために
本単元では，単元冒頭で，自分たちのめざす姿を設定し，道徳科でそれに向けてのヒント探し
をする時間としてイメージさせる。子どもたちは「今日はどんなヒントが見つかるかな？」と，
１時間のねらいとする道徳的価値を自分事として捉え，考え，友だちと考えを交流しようとする
であろう。また，道徳科を中心としながら，特別活動「みんなが楽しめる３B 会をしよう」や各
教科と関連させ，連続性をもたせる単元を組む。連続性は道徳科内のつながりや他教科他領域と
のつながりを生み，道徳科の教材の中に，自分の姿を重ね合わせながら自分事として考える。こ
のような姿を「問い続け，学び続ける子どもたち」の姿と考える。そのために，子どもたちの生
活の姿をみとり，日常的に道徳的行為を認める声かけを大切に取り組んでいきたい。

３．単元目標
友だちのことを互いによく理解し，友だちとのよりよい関係のあり方を考え，友だちの大切さ
を実感することができる。

４

単元計画 （全３０時間

本時１９／３０＋α）

「友だちといっしょに心晴れ晴れ！」の姿をイメージする
特別活動
「みんなが楽しめる
３B 会をしよう」
企画・計画
↓
実行
↓
ふりかえり
↓
計画
↓
実行
↓
ふりかえり
↓
計画
↓
実行
↓
ふりかえり（９）
（集団生活の充実，公正・公平，
相互理解・寛容，友情・信頼）

道徳科

教科等

「なかよしだから」
（友情・信頼） （１）

スポレク
体育

常時活動
（３＋α）

「リレー」

（相互理解・寛容，友情）
「しあわせの王子」
（感動・畏敬の念）
（１）

・日直の話
・３B ニュース
・係のおしらせ
○帰りの会

国語

（１０）

「つたえよう，
「がたろ岩」
（相互理解・寛容）
（１）

○朝の会

・３B のすてき
楽しかったこと

楽しい学校生活」
（相互理解・寛容，友情）

・みんなへのお知ら
せ
○係活動

「百羽のつる」
（感動・畏敬の念）
（１）

社会

（３）

○清掃活動

「畑で働く人々の仕事」
（相互理解・寛容，友情）

「大すき

たまちゃん」

（相互理解・寛容）
（１）

「友だちといっしょに心晴れ晴れ！」の姿を実感する

５．本時について
「がたろ岩」
（日本文教出版 和歌山県版 ３年）の教材を扱う。いつもいたずらをし，人々を
困らせている子カッパ（がたろ）が，日照りのために動けなくなる。その姿を見て，頭のお皿に
水を入れてやり，大切なきゅうりを食べさせてあげる幸作。反対に，洪水で幸作が流されてしま
ったときには，親カッパが幸作を助ける。いつもいたずらをされているカッパなのに，それにも
かかわらず助けようとする幸作の心情を中心に話し合いを進めたい。そして，相手の立場を考え，
寛容な心で，相手を大事にすることが，互いの関わりをよりよくすることにつながることを考え
られるようにしたい。話し合いでは，幸作の生き方と自分の生活をつなぎ，自分の生活と友達の
生活をつなげられるように展開していきたい。

