自分を見つめる道徳の時間
―

ワークシートの活用を通して

―

道徳教育研究会議
服部

大1

中村

正宏２

岡部

要

啓子３

山本

澄代４

約

本研究では、道徳の時間における「自分を見つめる」活動に注目した。
「自分を見つめる」
とは、「道徳的価値を基盤として自分の生き方を真剣に考える。」と定義して研究を行った。
自分を見つめる活動は、先行研究において、道徳的価値の自覚を促し、確かな道徳的実践力
を身につけることができると報告されている。
そこで、学習指導要領の改訂において、小学校低学年に新たに加えられた内容項目の勤労
に注目し、自分を見つめる活動を効果的に行わせるためのワークシートの活用に焦点を当
て、その構成や活用法に工夫をこらした授業実践を行うとともに、児童生徒の学習状況の詳
細な検討を行った。その結果、児童生徒が感じたことや、考えたことなどをワークシートに
記述し、それをグループやクラス全体でお互いに見合ったり、伝え合ったりしながら考えを
整理し、意見共有をしながら「気づく」
「深める」
「取り入れる」の段階を経て、自分を見つ
める活動が活性化されることが明らかになった。ワークシートの活用は自分を見つめる活動
を活性化させ、道徳的価値の自覚を促すことが確認された。
キーワード：自分を見つめる、ワークシートの活用
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Ⅰ
１

主題設定の理由
現在の状況

（１） 児童生徒の状況から
社会情勢の急激な変化や価値観の多様化により、児童生徒の人間関係にも様々な問題が生じてい
る。特に、人間関係の希薄化が進行し、学級における児童生徒の相互の結びつきが弱く、人間関係
におけるトラブルやいじめなどの現象がしばしば見られるようになった。そして、そうした不快な
状態に陥らないようにという防衛機制も働き、相互の関係はますます淡白になっているように感じ
る。また、近年、「ニート」に代表されるように、若者の不就労が問題になっている。その理由の
一つに「対人関係への不安」があげられている。これは、相互に深い関わりを体験しないまま育つ
ことも一因があり、人間関係がより拡大し多様になる社会への出口でためらっている現象と読むこ
とができる。これらのことから、児童生徒は、小・中学校に在学している間に、周囲との関係の中
でありのままの自分を表現し、適切な関係を構築する体験を豊富に積ませることが、人間関係の希
薄化を解決する方法ではないのではないか。とりわけ、他者との関係性に重点をおく道徳教育には、
これらの状況を改善する強い期待が寄せられていると考えることができる。
そこで、学習指導要領の改訂において、小学校低学年に新たに加えられた内容項目の勤労に注目
して考えてみた。働くことは人間関係の結びつきに関係が深く、自分のためだけでなく、誰かのた
めに役に立ちたいと思う気持ちに結びついていくものと考えられる。それは、働くことは生活をす
るためや社会的な責任を果たすためだけでなく、やりがいや喜びを積み重ねることで、自分が役立
つうれしさや成長も感じるからである。働くことでみんなのために出来ることは何かを考えること
で、「みんなのために」「公共のために」頑張ろうとする気持ちに結びついていくであろう。
（２） 学習指導要領のねらいから
①人間関係の大切さや社会とのかかわり
小・中学校学習指導要領解説 1)の道徳教育改訂の趣旨の(3)改善の具体的事項の中で、学校や学
年の段階ごとに取り組むべき重点が示されている。小学校低学年では「幼児教育との接続に配慮し，
基本的な生活習慣や善悪の判断，きまりを守るなど，日常生活や学習の基盤となる道徳性の指導や
感性に働きかける指導を重視する」、中学年では「集団や社会のきまりを守り，身近な人々と協力
し助け合うなど，体験や人間関係の広がりに配慮した指導を重視する」、高学年では「中学校段階
との接続も視野に入れ，他者との人間関係や社会とのかかわりに一層目を向け，相手の立場の理解
と支えあい，集団の一員としての役割と責任などに関する多様な経験を生かし，夢や希望をもって
生きることの指導を重視する」とある。中学校では「思春期の特質を考慮し，社会とのかかわりを
踏まえ，人間としての生き方やかかわりを見つめさせる指導を充実する観点から，道徳的価値に裏
付けされた人間としての生き方について自覚を深める指導を工夫する」と記されている。学年の段
階が進むに従い、自分自身の道徳性や感性を磨き、夢や希望をもって生きることができ、人間関係
の大切さや社会とのかかわりに目を向けながら、人間としての生き方について自覚を深めていける
ような指導が行われる必要があると読み取れる。そこで、学習指導要領解説第３章第２節の内容項
目の指導の観点に基づき、小学校低学年から中学校までの９年間を見据えて勤労について考え、働
くことのよさや大切さを知り、みんなのため、社会に奉仕する喜びを知り公共のために役立つこと
をすることから、自ら進んで、実践しようとする態度を培っていきたい。
1)

文部科学省『小学校・中学校学習指導要領解説 道徳編』2008 年
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②道徳の時間について
小・中学校の学習指導要領第５章第 1 節の指導の基本方針の中で道徳の時間の特質を理解すると
して「道徳の時間は，児童一人一人が，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
①自己をみつめ，道徳的価値の自覚及び
め，内面的資質としての
に理解して

②自己の生き方についての考えを発達の段階に即して深

③道徳的実践力を主体的に身に付けていく時間である。このことを共通

④授業を工夫する（番号と下線は筆者)」とある。自己を見つめ、自己の生き方を考

え、道徳的実践力を身に付けていけるような授業を工夫するという、①～④が重要なことと捉えた。
このことから、道徳の時間を通して、道徳的価値の自覚を深めていくことができるような、児童
生徒の主体的な活動を生かした授業の工夫を図ることが必要である。

２

「自分を見つめる」活動と授業法の開発

（１）「道徳的価値の自覚」についての考え方
「道徳的価値の自覚」について、学習指導要領解説書には「道徳的価値の理解」「自分とのかか
わりで道徳的価値がとらえられる」「道徳的価値を自分なりに発展させていく」という三つの段階
が紹介されている。つまり、道徳的価値が自分の外側にあるものではなく、自分とのかかわりでと
らえたり、自分との生き方へ反映させることが「自覚」の内実であると考えることができる。
「道徳的価値での自覚を深めるとは、児童が道徳的価値を自分とのかかわりにお
また、照屋 2)は、
いてとらえ、知識として理解しているだけでなく、自分自身の生き方として本当に大切であると感
じ、受け入れることである」と定義している。また、千葉 3)は、道徳的価値の自覚が深まった姿を、
「道徳的価値を自分とのかかわりでとらえ、よりよい生き方をめざそうとする思いをもつ児童」と
表現している。道徳的価値の自覚とは、単に価値を理解するだけでなく、何らかの形で自分のもの
とし、自分の生き方に反映させるというように、能動的にかかわる姿までに到達させることを意図
していると考えることができる。これらを総合すると、道徳的価値を基準としながら、まず「自己
理解」が必要であり、次の「自分の中にある課題が分かり」、それらをもとにして「自分がどうあ
りたいのか」にまで思考を発展させることが必要であると整理できる。
次に，これらを道徳の時間の構成という視点からとらえた場合、「気づく」「深める」「取り入れ
る」の三つの段階を的確にたどることが必要であると考えられる。この三つの段階はほぼ「導入・
展開・終末」に相当すると考えられ、以下のように整理することができる。
表１ 道徳的価値の自覚の深まりの三つの段階
Ⅰ

段階
気づく

Ⅱ

深める
(受容的態度)

Ⅲ

取り入れる
(能動的態度)

内容
授業の流れでいえば導入にあたる部分である。授業で扱う資料にふれ、内容を把握し、
本時のねらいとする道徳的価値がどのようなものであるかを気づく段階である。
展開の前半の部分にあたる。さまざまな意見に触れ、多様な感じ方・考え方を吟味し、
判断を加えながらねらいとする道徳的価値の自覚に迫っていく段階である。この段階では
受容的態度で学習に臨んでいる傾向が強い。
展開部分の後半から終末部分にあたる。児童生徒が、自己の中に形成された道徳的価値
を基盤として、自分の生活に生かしていこうとする段階である。
道徳的価値を自分のものとし、自分の行動や生活に生かしていこうとする能動的態度で
学習に臨んでいる傾向にある。

この三つの段階が進むにつれて、道徳的価値の自覚が深まっていくと考えられるが、明確な区切
りがあるわけではない。

2)
3)

照屋枝梨子「道徳的価値の自覚を深める授業の展開」那覇市立真地小学校
2009 年
千葉正司「道徳的価値の自覚を深める道徳の時間の指導に関する研究」江刺市立岩谷堂小学校
2005 年
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（２）「自分を見つめる」活動の位置づけ
「自分を見つめる」とは、
「道徳的価値を基盤として自分の生き方を真剣に考える。」と定義した。
自分を見つめるためには、「自分を見つめる活動」を行うことが必要であると考えた。
「自分を見つめる」という活動は、表 1 の「気づく」
「深める」
「取り入れる」などの目的をもっ
た活動に対して効果をもたらすような活動である必要がある。自分の現在の姿と自分の中にある課
題を知り、将来に向けての展望などの適切で前向きな気持ちをめざそうとするとき、「自分を見つ
める」活動がていねいに行われ、より適切な自己理解が成り立ったときに、「道徳的価値の自覚」
が成し遂げられると考えてよい。
本研究では、道徳的価値の自覚を促すための具体的な方策として、
「自分を見つめる」という活動
に注目した。そして、どのような段階でどのように自分を見つめる活動を位置づければよいかに焦
点を当てることとした。
（３）「勤労」に焦点を絞った授業実践
人間関係の希薄化を解決するために、「勤労」に焦点を絞った授業実践を行うことにした。勤労
については、低学年から働くことの意義を学ぶことから始まり、中学年から高学年、中学校にかけ
て、社会に奉仕し、公共のために役に立とうとする心構えを学習する。しかし、学年が上がるにつ
れて、クラスの係活動や清掃活動、奉仕活動などに積極的な児童生徒と、消極的な児童生徒の差が
見られてくるため、改めて働くことの意義を理解し、自分のためだけでなく、人のため、社会のた
めに奉仕する心を養っていく必要がある。勤労に焦点を絞った授業実践を通して、学級の係活動か
ら、校内の清掃活動、地域のボランティア活動などに目を向け、自分はどうあるべきかについて自
覚をもって行動できるような児童生徒を育てていきたいと考えた。
（４）「ワークシートの活用」について
書くということは、道徳的価値の自覚を深めていく過程の中で、児童生徒一人一人が自分の心の
中にある気持ちが何であるのかを見つめ、道徳的価値に対して自分はどのような考えをもったか、
これからの自分の生き方について、どのような課題をもったかを強く意識化させることができる活
動といえる。これまでも、授業の中で、児童生徒が中心発問や自分の生活を振り返る場面などで、
自分が感じたこと、考えたこと、感動したこと、疑問に思ったことなど、思考を整理していくため
に、ワークシートを書くことは多かった。しかし、教師は、主人公についての考え方や、主人公に
ついての感想を書かせることや、主人公に対する表現の変容だけを見取るだけで満足してしまう傾
向もあった。そこで、書いてあることを生かして、さらに自分を見つめることを引き出していくこ
とを考えた。その手立てとして、ワークシートを、自分を見つめる活動の一つの方法として用いる。
表２
１

ワークシートの活用

ワークシートは発問を受けて作成される。ワークシートをどの場面で書かせるかについては、資料分析を十分に
行う。

２

ワークシートを記入する方法については、形式にとらわれず、付箋紙、メモ、カードなども用いる。自分の言葉
や絵で表現できるようなものにする。

３

ワークシートに書かせたものを、隣同士や、グループの中で見合って、意見交流や意見共有に用いることにより、
次の授業展開に発展させる。

４

意見交流や意見共有に用いたワークシートを、模造紙に貼りながらまとめていき、グループの中で一人一人の意
見が反映できるように心がけ、主体的な学習への動機づけとする。グループで作成したワークシートを、クラス
全体で見合うことにより、一人一人の書いたことが、クラス全体の中でも生かされるようにする。

- 80 -

３

主題設定について
本研究では、児童生徒が道徳的価値に気づき、それを深め、さらに取り入れるそれぞれの段階

で道徳的価値を自覚し、自分の生き方に反映させていく。つまり、道徳的価値の自覚の深まりの三
つの段階が進むにつれて、自分を見つめることも深化・発展していくと考えることができる。日常
生活を通して、何事にも前向きな気持ちで取り組み、よりよい生き方を考えることが出来るような
児童生徒の姿をめざしたい。「勤労」に焦点を絞った授業実践を通して、人間関係の結びつきを大
切にしていく気持ちや、自分のことだけでなく、人のため、社会のために役に立つということを考
えてさせていきたい。そこから、自分の生き方を考え、集団の中の自分の姿はどうあるべきかを自
覚していけるようになっていくだろう。自分を見つめる活動を繰り返すことで道徳的実践力へ導く
ことができると考えた。また、授業中における、自分を見つめる活動の中で、道徳的価値の自覚の
深まりを効果的に促すようにするために、ワークシートの活用を行うことを考え、主題・副主題を
設定した。

自分を見つめる道徳の時間

研究主題

―

Ⅱ
１

ワークシートの活用を通して

―

研究の内容
研究の仮説

前述の「主題設定について」から、次のような研究の仮説を立てた。
仮説１
仮説２
仮説３

２

自分を見つめる活動を適切に取り入れることにより、道徳的価値の自覚を促すこと
ができるであろう。
ワークシートの構成や活用法を工夫することにより、自分を見つめる活動を効果的
に行うことができるだろう。
ワークシートは、感じたことや考えたことを素直に表現させ、お互いに見合ったり
紹介し合ったりなどの工夫をすることにより、自分を見つめる活動が活性化するで
あろう。

研究の内容と方法
段階

(１)

先行研究と文献の調査

道徳的価値の自覚

ワークシート

自

ねらい
ねらいの関わる日常生活
での体験を想起させる。

気づく
分

先行研究を確認し、研究に関わる文献を調査

を

見

し、研究の土台とする。

話し合いによる、多様な
感じ方・考え方を聞き、
考えを深める。

深める

つ

（２） 検証授業(予備授業)の実施

自分の中にある
課題が分かる。

め

取り入れる

研究仮説に基づき、検証授業（予備授業）

ねらいとする価値への方
向付けを行う。

自己理解

る

自分がど
うありたい
のか。

工 夫
カーﾄﾞ
メモ用紙
付箋紙
模造紙に
貼る

主人公に対する共感・批
判など、自分の考えや思
いを明らかにする。
多様な感じ方・考え方に
ふれ自分に照らし合わ
せ、ねらいとする道徳的
価値を深める。
よりよい生き方について
考え、前向きな気持ちを
もたせる。

を行う。
道徳的実践力

（３） 「自分を見つめる活動」における授業実践
道徳的価値の自覚の深まりの三つの段階を
もとに、授業を進める。
（４）

授業スタイルの共通化

社会

図１

授業構想図

道徳的価値の自覚を深めていくため、展開の後半に、「自分の生活の振り返り」を行い、
小・中学校とも共通のスタイルで行う。
（５）

効果的なワークシートの活用
道徳的価値の自覚を効果的に促すようにするために、どのようなワークシートの活用
が効果的かということを、実践・検証していく。
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３

自分を見つめる道徳の時間に関する事例の分析と考察
事例１、２は、予備授業として、道徳の時間に書く活動を位置づけ、書く場面の設定と児童の道

徳的価値の自覚の深まりがどのように変化しているかに視点を置いた。ワークシートを用いて、主
人公の心情を考えることや自分の生活を振り返ることによって、自分の見方や考え方を深められる
と考えた。
事例３～５は、事例１、２を受けて、授業全体における「気づく」
「深める」
「取り入れる」とい
う目的をもった活動に対して、ワークシートの活用を行うことを考え、授業実践を行った。
（１）事例１

－小学校(６年生)―

・主題名「社会に奉仕する喜び」４－（２）勤労
・目標

・資料名「よみがえれ日本海」

勤労の意義を理解するとともに、人や社会に奉仕する喜びを知り、進んで役立てよう
とする意欲を育てる。

①分析と抽出児童の変容
児童Ｂ

児童Ａ

学級全体の反応

働く意欲はあるが、何のために働くの
かという目的をもたせたい。

普段からまじめに働くが、さらに前
向きな気持ちをもたせたい。

資料に引き込まれて

深

いたので、話し合い

少しでもみんなの役に立ちたい

また、前みたいな美しい海にもどってほ

め

では「何か力になり

と思ったから。誰か一人でも協力すれ

しい。時間がかかってもいい、また家族

たいと思った。」「困

ば、何かが変わると思ったから。

で海に行きたい。

る

っている人をとても

話し合いでも、主人公の置かれてい

ボランティアに参加した人々の気

る状況や背景を推測し、「みんなの

持ちを考えて記述していることが

に迫る意見が多かっ

ために頑張ろう。」という発言が見

分かった。

た。

られた。

助けたいと思った。」
という主人公の心情

「人や社会のために

取

役立ちたい。」という

り

発言があった。クラ

入

ス内の活動だけでな
く、学校以外の活動

いろいろな人のために勉強や準備など

できることは学校でやってきたが、今日

をして、喜んでくれてうれしかったの

の授業で、もっとできる事を見つけよう

でもっと続けていきたいと思いまし

と思いました。

た。

れ

にも目を向け、積極

自分の生活を振り返り、係の仕事が

る

的に取り組んでいき

クラスのために役立っていたこと

たいことがあらわれ
ていた。

②

を一層強く自覚した。

自分の考え方を再確認し、委員会の仕
事などにもっと前向きな気持ちで頑
張ろうとする気持ちが芽生えた。

考察

「深める」段階と「取り入れる」段階で、ワークシートを用意し、
「ボランティアに参加した人々
の思いを考えてみよう。」と発問し、ワークシートの記入を行った。
「少しでもみんなの役に立ちた
い。」「また、前みたいな美しい海にもどってほしい。」などの記述が見られた。ボランティアの人
たちの力で日本海がよみがえったことを受けて、「取り入れる」段階で資料から自分の生活を振り
返った。「人のために役立てたと感じたときのことを振り返ってみましょう。」と発問したところ、
「今やっている係の活動だけでなく、もっとできることをみつけようとした。」や、
「これからも人
の役に立とう思う。」という発言やワークシートの記述がみられた。資料の中の主人公の心情を理
解することから道徳的価値の自覚が深まり、働くことが自分のためだけでなく、人のためや、社会
のために役に立とうとする気持ちが芽生えてきたと考えられる。
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（２）事例２

－中学校(２年生)―

・主題名「奉仕の精神」４－（５）勤労
・目標

・資料名「ボランティア」

奉仕の精神について理解し、公共の福祉と社会の発展に尽くす心を培う。

前回の授業を受けて、
「気づく」段階と「取り入れる」段階でワークシートを用意した。さらに、
短冊形のワークシートを考案し「深める」段階でディベート的な話し合いに生かせるようにした。
①

分析と抽出児童の変容
クラス全体の

生徒Ａ

生徒Ｂ

生徒Ｃ

自分のためにする。

とても大変なことだと思う。 お金がもらえる。

反応
気

働くことは大事だけ

づ

ど、大変なこと。

く
深
め

短冊形のワークシートに記入

る
取

働くことは、自分の

自分のためにやる

人のために必要なこと。社

人のためにする大切

り

ためだけでなく、人

ものもあるし、その

会に必要なこと。

なこと。大変だけど

入

のためや、社会のた

れ

めに必要なこと。

る

仕事に誇りをもつ。

自分が働いた分だけ

社会を成り立たせ

お金がもらえる。

るために。
②

考察
はじめに、
「気づく」段階で「働くこと」についての考えを明らかにするためにワークシートを用

いた。次に「深める」段階で短冊形のワークシートを用いて、グループ内でのディベート的な話し
合い活動に生かした。短冊形のワークシートについては、自分が考えたことを短い言葉で表し、思
考の整理をすることができることや、その後の話し合い活動に用いることができることに有効であ
った。生徒は幅広い角度で意見交流や意見共有を行うことができ、話し合いを活性化することがで
きた。最後に「取り入れる」段階で、もう一度「働くこと」について問いかけ、ワークシートを用
いた。働くことに対する意識が、自分のため、お金のためという意識から、人のため、社会のため
という意識に変容していた。
「深める」段階で、グループ内でのディベート的な話し合い活動に生か
したことは生徒の道徳的価値の自覚に迫る効果があったと考えられる。短冊形ワークシートを生徒
の意見交流や意見共有に用いたことで、
「気づく」段階から「取り入れる」段階への道徳的価値の自
覚の深まりに、重要な橋渡しをする役割ができ、それぞれの三つの段階での自分を見つめる活動が
活性化したと考えられる。
（３） 事例３

「ワークシートにカードを分類した後の活用法」－小学校(１年生)―

事例３では「深める」段階から「取り入れる」段階でワークシートを活用した。ここでは、一人
一人が書いた小さなカードをお互いに見合いながら意見交流し、グループで模造紙形ワークシート
に分類するようにした。小さなカードに書かせることは、たくさんの仕事に目を向けたときに手早
く書けることと、分類をする際に整理がしやすいこと等のよさがある。グループで作成した模造紙
形ワークシートを、クラス全体で見合いながら、さらに意見交流や意見共有に用いることで、一人
一人の書いたことがクラス全体の中に生かされ、自分を見つめる活動が活性化すると考えた。それ
によって、家の仕事に限らず、学校の係や当番、地域の清掃にも目を向けていけるようにした。
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表３
(1) 主題名
(2) 資料名
(3) ねらい
(4) 指導過程

「はたらく よろこび」 ４－（２）勤労・奉仕
「おふろばそうじ」（光村図書副読本 小学校１年生）
みんなの役に立つ喜びを感じ、進んで働こうとする心情を養う。

学習活動
（○基本発問◎中心発問）
１、家での手伝いについて発
表する。

自分を見つめる活動

２、資料「おふろば

・経験した手伝いをカードに記入

道徳的価値の深まり

することで、資料への方向づけ

(1)

○家でどんなお手伝いをし
たことがありますか。

支援と留意点

を図る。

事例３の授業展開例
ワークシートのねらい
・
「気づく」段階で、ねらい
とする価値への方向付けの
ために用いる。
・
「深める」段階で多様な感
じ方・考え方に触れ、自分
に照らし合わせ、ねらいと
する道徳的価値を深めるた
めに用いる。

授業で扱う資料にふれ、

気

内容を把握し、本時のね

づ

家で手伝いについて考え

そうじ」 らいとする道徳的価値

く

ねらいとする道徳的価値

を読んで話し合う。
○家族からおふろばそうじ

がどのようなものであ
・おふろばそうじが家族の役に立

るかを気づかせる。

っていることを押さえる。

をほめられて、あきらはど

家での手伝いについて、
他者の意見を聞きながら、
これまでの自分の経験を振
り返る。

んな気持ちになったでし
ょう。
◎「ぼくやるもん」と言った

道徳的価値の深まり
(2)

とき、あきらはどんな気持
ちだったでしょう。

中心発問

深
め

・寒い季節のお風呂場掃除の大変

る

さや家族 が心配している こと

様々な意見に触れ、多様

についてふれ、それでも続けよ

○ぴょんぴょんはねながら、 な感じ方・考え方を吟味

うとする あきらの気持ち を考

あきらはどんなことを考

し、判断を加えながらね

えていたのでしょう。

らいとする道徳的価値

えさせる。
・これからの仕事（手伝い）に対

主人公の気持ちを考える
中で、自分の生き方につい
ての考えを深めていく。
自分のよさや課題を見い
だし、道徳的価値を自分な
りに発展させていく。

して、意欲を高めているあきら

の自覚に迫っていく。

の気持ちを押さえる。

３、自分の生活をふりかえ

に「気づく」ようにする。

道徳的価値を実現してい
こうとする意欲や、自己や

ワークシートの活用
・カードに書かせる。１枚に１つ

る。

のことを書くようにする。

○みんなのためにしている
ことはありますか。カード

・心のノート（P76~77）の写真

に書いてみましょう。ま

を参照し てもよいことを 伝え

た、誰の役に立っているの

る。
・お手伝いに限らず、学校の係や

かを分けて貼ってみまし

当番、地域の清掃にも目が向く

ょう。（グループ活動）

社会の未来に希望をもと
うとする。
自分の仕事を振り返り、生
活に生かしていこうとす
る気持ちを高める。

ようにする。
かぞく

クラス

ちいき

・導入のカードと合わせ、それが
誰の役に 立っているかを 貼ら

道徳的価値の深まり
(3)
児童生徒が、自己の中に
形成された道徳的価値
を基盤として、自分の生

せる。

取
り

・グループでカードを貼って模造

入

紙形ワー クシートを完成 させ

れ
る

る。
・模造紙形ワークシートを作って
いる中で のつぶやきや仕 事に

活に生かしていこうと

対しての 思いを持ってい る子

する。

を励ます。
・できあがったワークシートか
ら、いろいろな人の役にたって
いる人が多いことを褒め、これ
からの実践意欲につなげる。

４、まとめをする。

ワークシートの活用

・カードを継続して書けることを
伝える。
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・家での仕事を書く。
・みんなのためにしている
ことを書く。
→価値に気づかせる。
・グループをつくり、カー
ドを分類する。
→友達の考えに触れ、
多様な価値につい
て自分なりに受け
止める。（深める）
→自分の「仕事」を改
めて振り返り、これ
からの自分の生活
に生かしていこう
とする気持ちにつ
なげる。
（取り入れる）

＜授業分析＞
気づく

＜授業記録（Ｔ
「勤労」にかかわる日常生活
での体験を想起している。

１

家でのお手伝いについて発表する。
「 皆 さ ん は今 ま で に ど んな 手 伝 い を した こ と が あ りま す
か？」
Ｃ 「お茶碗を洗う。」
Ｃ 「自分１人でたまった洗濯物をたたむ。」
Ｃ 「机をふいたり、お皿とかをふいたり、お風呂掃除とか・・・・」
T 「いろいろとありそうなので、カードに書いてみましょう。」
→カード
T 「書いたカードを机の上に並べてみて。隣の人のを見てもい
いです。隣の人はどんな手伝いをしているのかな…。」
C 「いっぱいあるね」
C 「あっ、ぼくもおふろそうじやってる。書こう。」
T 「机の上にたくさんカードがあるね。家の手伝いをしている
人がたくさんいるんだね。今日の話は、家の手伝いに関
係する話をします。」

道徳的価値に触れ、道徳の時間のねらいへ
の方向づけをした。他者の考えに触れるこ
とで、多様な価値と触れ合うきっかけをつ
くることができた。

ね らいとする道徳 的価値に 対
す る資料の登場人 物や友達 の
多様な考え方受け止めている。

２
T
C
C
C
T

登 場人物の向上す る気持ち を
考えながら、自分の考えや思い
を もち自分なりの 道徳的価 値
観を深めている。

C
C
C
T
C

登場人物の気持ちを、話し合いを通して考えな
がら、多様な価値観を引き出した。誰かのため
に役に立っていることを意識し始めた発言が
出てきた。

取り入れる

学 んだ道徳的価値 をもとに 自
分 の体験を改めて 振り返り 考
えている。

ワークシートの活用

ね らいとする道徳 的価値に つ
い て感じたことや 考えたこ と
をもとに、書いたり話したりし
ている。
道 徳的価値を自分 のものと し
て考え、自分の生活をさらによ
く していこうとす る意識を 高
めるための、教師の投げかけで
ある。

模造紙形ワークシートを分類することで自分の仕事が誰
の役に立っていたのかを知り、友達のカードを見ること
で、自分もいろいろな仕事をやってみたいという気持ち
の高まりへつながっていった。カードを継続して書ける
ようにすることで、自分の生活の中に学んだ道徳的価値
を意識づけられた。

児童）＞

T

自分がやっている手伝いを
並べることで、今の自分の状
況を理解している。

深める

教師、Ｃ

資料を読んで話し合う。
「『ぼく、やるもん。』と言ったとき、あきらはどんな気持ち
だったんだろう？」（中心発問）
「ほめられて、よかったな。」
「おふろばそうじが楽しいから、やりたい。」
「寒いけど、これからも頑張りたい。」
「ぴょんぴょんはねながら、『勉強もみんな頑張る』と言っ
たあきら。どんな気持ちだったんだろう？」
「手伝いが楽しい」
「すごくやる気が出てきた。」
「おふろばそうじをやったから、今度は違う手伝いも頑張
る。」
「あきらの手伝いは誰のためにやっていることかな？」
「家族」「他にも友達にもきれいだねって言ってもらえるよ
うに」

３

自分の生活を振り返る。
T 「みんなは誰かのために何かしたことある？家族のため、お
友達のため、クラスのため・・・」
Ｃ 「きらきら係とか・・・。」「学校の掃除」「金魚係」
T 「そうだね、キラキラ係はみんなのために、リレーを一生懸
命考えてくれたんだ。まだありそう？」
C 「学校のことと、家のこととあるんだけど、学校では、ゲー
ム係でゲームを考えてやるのがみんなのためで、家では、
ママがお料理とか仕事をいっぱいしている時にお手伝い
したり、弟が、台所に行って邪魔しないように、弟の面倒
を見る。」
T 「今、発表してくれたみたいに、みんなのためにやっている
ことをカードに書いてみましょう。」
→模造紙形ワークシート
T 「書いたカードを誰の役に立っているのかな？と考えて、模
造紙に貼ってください。グループでやります。」
C 「係は、クラスのため、手伝いは家族のためだね」
C 「家族に貼るカードが多いね」
C 「地域に貼ってるのは、僕たちのグループだけだったよ。」
４ まとめをする。
T 「（各グループの模造紙を黒板に掲示し）これだけみんなが、
いろいろな人の役に立っていることが分かってうれしい
です。」
T 「更にうれしいことは、○○さんたちが、『もっと書きたか
ったんだ』と言ってくれました。だれかのためにいろい
ろな仕事をしたよという人は新しいカードに書いて貼っ
てください。1 週間貼っておくのでどれだけ増えるのか楽
しみです。」
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児童の発言の様子から、自分のカードを分類するこ
とはよくできたが、友達同士で意見を交わしながら
道徳的価値を高めていくようなかかわりが不十分
であった。ワークシートをさらに話し合いでも活用
できるような方法を考える必要がある。

表４

事例３での授業の様子

＜授業の様子＞
導入でのワークシート記入の様子
各自が「勤労」にかかわる体験を想起
し、ワークシートに記入。多い児童で
７～８枚書いた。

グループごとにワークシートを分類している様子
家族の欄に貼るワークシートが多いことや地域
が少ないことに気がつく児童が見られた。友達の
ワークシートを見て、共感したり「これはクラス
だね」と確認したりする姿が見られた。グループ
のワークシートが完成したら、他のグループの様
子を見に行ってもいいことにし、自分たちのグル
ープとの比較ができるようにした。
「地域に貼っ
ているのは僕たちだけだよ。
」とグループ同士の
比較をする児童も出てきた。
グループのワークシート完成
黒板に掲示し、全員でワークシートを見合った。クラス
全員が誰かの役に立っていることが視覚的にわかりやすく
なった。終末の話として、
「みんながいろいろな人の役に立
っていてうれしいこと」や、
「これからもみんなのために働
いたことがあったら、カードをはっていこう」という投げ
かけをした。継続的な活動へ発展させた。
この道徳の時間をむかえるに当たり、前期からの係活動
や当番活動の取り組みを地道に行ってきたことが、児童の
発言やワークシートへの書き込みへとつながった。
次の日 から、 カード を貼 る児童 が数
名。「地域」へ貼る児童は相変わらず少
なかったが、１年生という発達ステップ
もあり、まずは「家族」「クラス」への
意識が高まったように思う。

【考察】
「気づく」段階で書いた家でのお手伝いのカードと、
「取り入れる」段階で書いたクラスや地域での
仕事のカードを合わせて分類していくことで、誰の役に立っているのかを分かるようにした。グル
ープの大きな模造紙形ワークシートを作成したことで、
「誰の役に立っているのか」が視覚的に強調
され、それをもとに「自分を見つめる活動」が活性化していった。また、
「自分を見つめる活動」を
三つのそれぞれの段階で丁寧に行ったことで、「働く喜び」「進んで働くことの楽しさ」などの道徳
的価値の自覚を深めることにつながっていった。課題としては、友達とのかかわりの中で、道徳的
実践力につながるような意識がより高まるような意見交流の手立てを考えていく必要があると考え
られる。
（４）事例４

「ワークシートを意見交流に用いる活用法」－小学校(６年生)―

事例３から、グループ活動での意見交流を深めていく手立ての必要性が課題となったことで、児
童に新たな考えや思いを生みだしていけるように、一人一人のカードを生かしながら、グループ活
動の中でも、さらに意見交流を進めていけるような手立てを考えていくこととした。また、主人公
の気持ちを書いたカードを一人一人のカードを模造紙に貼りながら、グループ活動での意見交流を
行う中で、一人一人の新たな考えや思いを、模造紙に直接書き込んでいけるような模造紙形ワーク
シートを工夫し、実践を行った。
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表５
(1) 主題名
「はたらく よろこび」 ４－（４）勤労・奉仕
(2) 資料名
「うちら“ネコの手”ボランティア」（学研 副読本 小学校６年生）
(3) ねらい
みんなの役に立つ喜びを感じ、進んで働こうとする心情を養う。
(4) 指導過程
学習活動

自分を見つめる活動

（○基本発問◎中心発問）

支援と留意点
・地震についての話をすること

１、 大きな地震の経験があ
るか聞いてみる。

道徳的価値の深まり

で、ねらいとする価値への方

(1)

２、 資料「うちら“ネコの手”

向付けをする。

気

事例４の授業展開例
ワークシートのねらい
・
「深める」段階で、主人公
に対する共感・批判など、
自分の考えや思いを明らか
にするために用いる。
・
「取り入れる」段階で、意
見交流を通してよりよい生
き方について考え、前向き
な気持ちをもたせるために
用いる。

ボランティア」を読んで話

授業で扱う資料にふ

し合う。

れ、内容を把握し、本

づ

由希に言われて、しば

時のねらいとする道徳

く

らく考えてから「よし、

的価値がどのようなも

されて、ボランティア活動を

やろう。」ときっぱり言

のであるかを気づかせ

やろうと奮い立った気持ち

いとする道徳的価値に

った時の麻美はどんな

る。

について考えさせる。

気づかせる。

○

気持ちでしたか？
○

おばさんに怒られたと

ワークシートの活用

主人公の気持ちを考え
・迷っていた麻美が、由希に促

・麻美が考えたことを、一人一

き麻美はどんなことを考

手作りのクッキーを持

に対する価値の理解を深める
とともに、自分の考えと比較

道徳的価値の深まり

・ボランティアとしての避難生

(2)

って、お年寄りをたずね

活を送っている人の気持ち

美はどんな気持ちでした

３、自分の生活をふりかえる。
○ ボランティア活動に臨
む上で、大切なことは何で
しょうか？

中心発問

ることに触れる。
深

・ボランティア活動の大切さに

様な感じ方・考え方を

め

気づいた麻美の気持ちを考

吟味し、判断を加えな

る

様々な意見に触れ、多

がらねらいとする道徳

えさせる。
グループ活動

的価値の自覚に迫って

・模造紙に貼ったものを基に、

いく。

主人公の気持ちを意見交流

グループで話し合い、思

させる。(ボランティア活動

ったことや、考えたこと

に臨む上で、大切なことは

う。

一人一人が書い

何かを考えさせていくよう
にする。)

たカードを貼る

を、模造紙に書き込み、模
造紙形ワークシートを完成
グループで話し

させる。
・黒板に各グループの模造紙を

合ったことを書
き込む。

ワークシートの活用
・主人公の気持ちを書く。
・グループでボランティア活動
に大切な気持ちを考える。
→価値に気づかせる。
・グループで意見交流を行いな

→ボランティア活動の大切
さに気づき、自分の中にあ

がら、さらに意見交換を行っ

→ボランティア活動に対す

なことを、これからの実践意

道徳的価値の深まり

がらカードを模造紙に貼る。

る課題が分かる。(深める)

・ボランティア活動に臨む大切
欲につなげさせる。

(3)

教師の話を聞く。

分の課題に気づく。

掲示する。お互いに見合いな
ていく。

４、まとめをする。

を考え、他者の意見を聞き、自

・グループで話し合ったこと

模造紙形ワークシート

ボランティア活動

資料を通して、
主人公の気持ち

・カードを模造紙に貼らせる。

（グループ活動）

を書き出してみましょ

したりする。

を理解することが大切であ

てみてみようと思った麻
か？

他者の意見を聞き、働く喜び

人カードに書かせる。

えたのでしょうか？
◎

させることから、ねら

る前向きな気持ちを高める
ようにする。
（取り入れる）

児童生徒が、自己の中

取

に形成された道徳的価

り

が、自分のためだけでなく、

値を基盤として、自分

入

人のため、社会のために奉仕

で、道徳的価値を実現して

の生活に生かしていこ

れ

することにつながることを

いこうとする意欲や、自己

うとする。

・教師の体験を話し、働くこと

る
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押さえ、実践への意欲づけと
する。

自分の生活を振り返る中

や社会の未来に希望をも
とうとする。

＜授業記録（Ｔ

教師、Ｃ

児童）＞

気づく
主人公の気持ちを考えている。
また周りの発表を聞いて他者の
考えを理解している。

主人公の気持ちを通して、他者の考えに触れな
がら自分の考えを整理することで、ねらいとす
る道徳的価値への方向付けができた。

他者の考えを聞き自分との

深める

考えの比較を行い、ねらいと
する道徳的価値に迫ってい

２、資料を読んで話し合う。
Ｔ 「おばさんに怒られたとき、麻美はどんなことを考えたのでしょ
うか？」
Ｃ 「気がつかなくて、すまないと思った。」
Ｃ 「もっとしっかりしなくちゃと思った。」
Ｃ 「何で怒られなくてはいけないのかと思った。」
一通り意見を言ってもらった後、麻美の気持ちをワークシートに
書いてもらった。
この後も、ボランティアを続けた麻美の気持ちについて考えても
らった後、
自分の生活の振り返りで、ボランティアについて発問した。
（中心発問）
Ｔ「手作りのクッキーを作って、お年寄りを訪ねてみようと思った麻
美はどんな気持ちでしたか？」
Ｃ「ボランティアをやってよかった。」
Ｃ「お年寄りの言葉が忘れられなかった。」
Ｃ「人の気持ちが分かった。」
自分の生活を振り返る

ワークシート活用

る。
自分の生活を振り返り、ねらい

取り入れる

とする道徳的価値を自覚し、自
分の考えをまとめ、ワークシー

【考察】

Ｔ 「ボランティアをする上で、大切な気持ちって何でしょうか？グ
ループで相談して、模造紙に書いてみましょう。」
グループ活動の場面での、一人一人の発言に注目した。
Ｃ 「助け合うことだよね。」
Ｃ 「中途半端な気持ちでやらないことだね。」
Ｃ 「大変だけど、みんなのためにやろうとすることだね。」
Ｃ 「もし失敗しても反省して、次に頑張ることが大切だね。」

トに表すことができた。

「気づく」段階で、人の役に立つために働いている主人公の気持ちを考えさせることで、道徳的
価値への方向付けを行うことができた。また、
「深める」段階で、児童は主人公の心の動きを追いな
がら、ボランティアについての考えを深めていたことから、中心発問では、ねらいに迫る発言が多
くあり道徳的価値の自覚が深まってきたと考えられる。そして、「深める」段階から「取り入れる」
段階で、主人公の考えを書いたカードをもとに、グループで意見交流を行ったことは、新たな考え
や思いを生み出すことにつなげることができた。
模造紙形ワークシートについては、児童が書き込んでいくことで、自分の行動や生活に生かして
いこうとする気持ちが明らかになり、道徳的価値の自覚が深まられたと考えられる。グループで意
見交流したことをもとにして、新たな考えや思いを書き込んだ模造紙形ワークシートを使用して授
業を展開していくことは有効であった。このワークシートをクラス全体でも意見交流や意見共有を
行うことが、クラス全員の道徳的価値の自覚の高まりにつながり、自分を見つめる活動が活性化さ
れると考える。
（５）事例５

「ワークシートをグループの意見交流からクラス全体の活動に生かす方法」
－中学校(２年生)―

事例４での、模造紙形ワークシートを生かしながら、更に、クラス全体での中で新たな自分の考
えや思いを意見交流に生かすことが、自分を見つめる活動を活性化すると考えた。事例４と同様に、
グループで意見交流したことをもとに、新たな考えや思いを書き込んだ模造紙形ワークシートを全
体に提示し、 それを用いて全体で意見交流を行い、一人一人の新たな考えや思いを書き加えたり、
終末で教師の思いを模造紙形ワークシートに書き加えていった。その後、グループから全体で作成
した模造紙ワークシートにしていくことで、クラス全員の道徳的価値の自覚の高まりにつながり、
自分を見つめる活動が活性化すると考え、実践を行った。
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表６
(1) 主題名
(2) 資料名
(3) ねらい
(4) 指導過程

「加山さんの願い」 ４－（５）勤労・奉仕
「加山さんの願い」（あかつき 副読本 中学校２年生）
みんなの役に立つ喜びを感じ、進んで働こうとする心情を養う。

学習活動
（○基本発問◎中心発問）
１、
「訪問ボランティア」につ

自分を見つめる活動

支援と留意点
・
「訪問ボランティア」について問いか

道徳的価値の深まり

いて知っているかを聞いて

け、ねらいとする価値への方向付け

(1)

みる。
２、資料「加山さんの願い」

ワークシートのねらい
・「気づく」段階で、ねら
いとする価値への方向付
けのために用いる。
・「深める」段階で多様な
感じ方・考え方に触れ、自
分に照らし合わせ、ねらい
とする道徳的価値を深め
るために用いる。

をする。
授業で扱う資料にふれ、

・主人公の「良いことをしているのに」
という独りよがりな考えを捉え、相

中井さんから拒絶され

らいとする道徳的価値が

手のことを考えるという姿勢に気づ

ながらも通い続けた加山

どのようなものであるか

さんはどんな気持ちかを

を気づかせる。

気づ く

内容を把握し、本時のね

を読んで話し合う。
○

事例５の授業展開例

かせたい。

訪問ボランティアにつ
いて考え、ねらいとする
道徳的価値に気づかせ
るようにする。

考える。
○「また、来よう。」と義務
感からではなくて、素直に

主人公の気持ちを考え、他者

そう思った主人公の気持

の意見を聞きながら、道徳的

ちについて考える。

価値との関わりに気づかせ
・

ワークシートの活用
◎

雨の中で傘を持ったま
ま加山さんが考え続けた

書く。

道徳的価値の深まり

ことを考える。

(2)

＜グループ活動＞

中心発問

・グループごとに加山さんの
考えを話し合う。

る。

・付箋に、加山さんの気持ちや考えを

＜グループ活動＞

様々な意見に触れ、多様

主人公の考えについて、他
者の意見を聞き、自分の考え
と比較したりすることで、自
分の課題に気づく。
ワークシートの活用

な感じ方・考え方を吟味
し、判断を加えながらね

・加山さんの気持ちをカードに

らいとする道徳的価値の
自覚に迫っていく。

・各自が書いた付箋を模造紙に貼りつ
けたり、新たな考えや意見をペンで
深める

＜全体の活動＞

書き加えたりする。
・１つのグループの模造紙を取り上げ、

書く。
・加山さんの気持ちについて、
グループで話し合い、模造紙

・１グループの模造紙を選

全体で意見交流を行う。新たな考え

にカードを貼ったり、ペンで

び、黒板に貼る。それを基

や意見を模造紙に付け加えて、クラ

書き込んだりする。

に全員の意見も模造紙に

スの加山さんの考えを共有する。

付け加え、クラス全体で加

・ボランティアは受ける相手がどのよ

山さんの考えを共有する。

うなことを望んでいるかを考え、行
動することが大切なのかを共有す

→価値に気づかせる
→友達の考えに触れ、自己
理解を深める。(気づく)

る。
・クラス全体で意見を模造紙に
付け加え、加山さんの考えを
３、自分の生活をふりかえ

道徳的価値の深まり

共有する。
→訪問ボランティアに対

児童生徒が、自己の中に

ティアの気持ちがあることで、みん

しての考えを深める。

基盤として、自分の生活
に生かしていこうとす

取 り 入 れる

うことは大切であることや、ボラン

形成された道徳的価値を

教師の話を聞く。

いう行為にも「相手を考える」とい

(３)

る。

４、まとめをする。

・ボランティアだけでなく、
「働く」と

なの役に立つ喜びにつながってくる
ことを自覚させる。
・補助資料を使って、さらに働くこと

（深める）

＜授業分析＞
自分の生活を振り返り、他者に

についての心情を深める。
・働くことが、自分のためだけでなく、

る。

人、社会に奉仕することにつながる
ことを話す。
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共感しながら、道徳的価値を

＜授業分析＞
実現していこうとする意
欲や、自己や社会の未来に
希望をもとうとする。

＜＜授業記録＞（Ｔ

教師、Ｃ

生徒）＞

２。資料を読んで話し合う

気づく

Ｔ 「では、中井さんに拒絶されながらも通い続けた加山さんはどんな気持ちだったのかな？」
ｃ 「イヤな気持ちになった。
」
「やってられない気持ち。
」
「何であんなことを言われなければならないんだろう。意味が分からない。
」
主人公を通して人の感情を考えて

「もう行きたくない。
」
「行かなきゃよかった。
」

いる。また周りの発表を聞いて他

「田中さんと中井さんは違う人だから、仕方がない。
」

者の考えを理解している。

Ｔ 「なるほど。でも、加山さんは訪問ボランティアの仕事を続けたよね。どうしてかな？」

主人公の前向きな気持ちを考えな

ｃ 「自分でやろうと決めてやり始めたことだから。
」

がら、自分の考えや思いを再確認
している。
主人公の気持ちを通して、他者の考えに触れ
ながら自分の考えを整理すること、ねらいへ

「田中さんにお礼を言われて嬉しかったから。
」
Ｔ 「
『また、来よう。
』と義務感からではなくて、素直にそう思った主人公の気持ちはどんな
ことだったのだろう？」
ｃ 「友達になったような気持ちだった。
」
「中井さんとちゃんと話せたから。
」

の方向づけができた。

「中井さんに嫌われず、気持ちが通じ合ったと感じたから。
」

深める

Ｔ 「雨の中で傘を持ったまま加山さんが考え続けたことを考えてみよう。
」
主人公を通して、
ねらいと
（グループ活動）→ワークシートの活用
する道徳的価値について
＊グループ活動しながら、つぶやいた生徒の発言に注目した。
気づき、
どんなことが大切
＊一つのグループのワークシートを使って、クラス全体でシェアリングを行った。
かをグループ・クラス全体
ｃ 「～してあげると言う気持ちが、いけなかったんじゃないかな。
」
で話し合った。
「何でもやってあげることが、ボランティアじゃないんだ。
」

学んだ道徳的価値をもとに、自分の考えをグループ
でシェアすることで、ねらいにせまることができ

「相手の気持ちを考えることが大切なんだ。
」
「田中さんに悪いことをした。謝りたい。
」
３．自分の生活を振り返る

た。

取り入れる

Ｔ 「では、最後に資料を使って『ポペイロの仕事に学べ』という資料を見て下さい。
」
（資料の説明）
「２月の職業体験に向けて、どんな思いで仕事したいですか？ワークシートを配
りますので、今日中に書いて出して下さい。
」

授業終了。

＜脳内メーカー型のワークシートにキーワードを書いてもらった内容より＞
資 料 を 通 し て深 め た 道 徳 的価 値 を
自分のものとして考え、１月に行う
職業体験への思いを書く。

「興味」
「楽しみ」
「その仕事のよさを知る」
「不安と緊張」
「少しでもその職業のことをよく知
りたい」
「協力」
「一生懸命」
「仕事の役に立ちたい」
「マナーを守る」
「礼儀正しく」
「お菓子作
りが好きなので、お客さんにも喜んで買っていってほしい」→達成感

個々に書かせた付箋を主人公の脳の中をイメージさ

個人・グループで書いたワークシートを道徳の

せて、主人公の考えの中にはどんな思いがあるかを

時間の中で活用することによって、グループの

グループで活動させた。そこでグループごとの主人

中での話し合い、道徳的価値を高め、ねらいに

公の気持ちが仕上がり、重要な部分を中心に置くな

迫ることができた。ただ発表するだけではな

ど、いろいろな考えの中にもどこを大切に思ってい

く、考えの整理もでき、効果的に活用できたと

るかを大きなワークシートを使って明確にできた。

考えられる。
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グ ル ー プ で の 意 見 交 流

全体で話し合いを行い、教師が生徒
の 考 え を 整 理 し て い っ た 。

【考察】
「気づく」段階では、人の役に立つために働いている主人公の気持ちを考えさせることで、
道徳的価値への方向付けを行うことができた。また、
「深める」段階では、グループで話し合う
とともに、各グループで話し合われた内容を報告し合ったことで、ボランティア活動について
生徒が多様な感じ方や考え方に触れることができた。その後、全体で１つのグループの模造紙
形ワークシートを用いながら話し合いを進め、教師が生徒の考えを整理したことにより、話し
合いが焦点化され、ねらいに向けて効果的であった。また、ボランティア活動の経験のない生
徒にとっても、全体での意見交流を行うことで、相手が望んでいることを考えながら、行動す
ることの大切さについて理解を深めていくことができた。
「深める」段階でボランティア活動に
対する認識が変わった生徒や、自分の中にある課題に気づいていくことができた生徒がいたこ
とは、働くことが、自分のためだけでなく、人のため、社会のために奉仕するという道徳的価
値の自覚を高めていくことができたと考える。
「取り入れる」段階では、１月の職業体験に向けての気持ちをワークシートに記述させたと
ころ、生徒は「楽しみにしている」「少しでもその職業のことをよく知りたい」「仕事の役に立
ちたい」など、進んで働こうとする思いや自分がどうありたいのかという前向きな気持ちをも
つことができた。そして、模造紙形ワークシートを、クラス全体の中で活用していくことで、
道徳的価値の自覚がより一層深まり、自分を見つめる活動が活性化したと考えられる。

Ⅲ
１

研究のまとめ
成果

本研究では、道徳の時間における「自分を見つめる」活動に注目した。「自分を見つめる」とは、
「道徳的価値を基盤として自分の生き方を真剣に考える」と定義し、自分を見つめる活動を効果的
に進めていくためのワークシートの活用に焦点を当てて研究を進めてきた。
まず、道徳的価値の自覚を深める視点として、
「自己理解」
「自分の中にある課題が分かる」
「自分
がどうありたいのか」という三つの視点を置き、道徳的価値の自覚が「気づく」「深める」「取り入
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れる」という三つの段階を経て深めていくことにより、道徳的実践力につながるものととらえた。
そして、道徳の時間に自分を見つめることを繰り返しながら、道徳的価値の自覚が深まってくる
ことを効果的に進めていくためにワークシートの活用を工夫した。児童生徒が感じたことや、考え
たことなどをワークシートに記述し、それをグループやクラス全体でお互いに見合ったり、伝え合
ったりしながら考えを整理し、意見共有をしながら「気づく」「深める」「取り入れる」の段階を経
て、自分を見つめる活動が活性化されることが明らかになった。
「勤労」に焦点を絞った授業実践を
通して、人間関係の結びつきを大切にしていく気持ちや、自分のことだけでなく、人のため、社会
のために役に立つということを考えてさせていくことができた。
「自分を見つめる道徳の時間」につ
いて研究を実践したことは、児童生徒が現在の自分の考えから道徳的価値の自覚を深め、道徳的実
践力につなげていく上で有効であったと思われる。これからも、実践を続けながら児童生徒の前向
きな気持ちを高めていきたい。

２

課題

これまでワークシートに書くことについて、教師は、主人公についての考え方や、主人公につい
ての感想を書かせることや、学習の記録に残すことだけで満足してしまう傾向もあった。検証授業
を通して、自分を見つめる活動を繰り返しながら、道徳的価値の自覚が深まってくることを効果的
に進めていくためのワークシートの活用を実践してきた。ワークシートについては、記入のねらい
を明確にした上で、活用することが大切である。また、児童生徒が記入したワークシートを、授業
の次の展開にどのように役立てていくかが鍵であり、互いの記入を意見交流や意見共有しながら学
習を深める工夫をしていくことが課題である。「気づく」「深める」「取り入れる」段階を、指導者
がしっかりと意識した上で、ワークシートの活用の場面を考え、自分を見つめる活動を適切に位置
づけることが大事である。自分を見つめる活動を三つのそれぞれの段階に位置づけて行ったことで、
「働く喜び」「進んで働くことの楽しさ」などの道徳的価値の自覚を深めることにつなげていくこ
とができた。しかし、授業の中でこの一連の流れを継続して行っていくことの工夫も必要となり、
今後の課題となった。自分を見つめる活動を積み重ねていくことで、自分の生き方を真剣に考える
ことができ、ひいては日常の中での道徳的実践力に結びついていくことができると考える。

最後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をくださいました講師の先生方、また、校長先
生をはじめ学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。
【参考文献】
上杉賢士『生きる力を育てる道徳授業の創造』明治図書

1991 年

永田繁雄『「じぶん」
「いのち」
「なかま」を見つめる道徳授業』

2006 年

飯塚雄三『新しい道徳教育の研究』学文社

2009 年

【指導助言者】
千葉大学大学院教育学研究科学校教育臨床専攻

教授

上杉

賢士

川崎市立小学校道徳教育研究会長（川崎市立川崎小学校長）

大井

澄子

川崎市立中学校教育研究会道徳教育部会長（川崎市立富士見中学校長）

菊本

朗

川崎市総合教育センター指導主事

辰口

直美

- 92 -

