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研究の概要

•協同研 道徳部会としての取り組み

•附属⼩学校の取り組み

•附属中学校の取り組み



協同研 道徳部会としての取り組み
•構成 （令和３年度）
• 学部教員 ３名
• 教職⼤学院教員 １名
• ⼩学校教員 ３名
• 中学校教員 １名
• 特別⽀援教員 名

•主な取り組み
• 授業前の指導案の検討



協同研 道徳部会としての取り組み
•⽅針
• 道徳的価値の理解を深めること

✕ 「道徳的価値（ワード）が出ること」がゴールの授業

✕ 表⾯的な理解でとどまる授業

◯ この道徳的価値にはどんなよさがあるのか

◯ この道徳的価値にはどんな側⾯があるのか の追究

◯ この道徳的価値は本当に価値があるのか

⇨個⼈の幸福な⽣き⽅の追求とよりよい社会の創造につながる授業



協同研 道徳部会としての取り組み
①「道徳の時間」⇨「特別の教科 道徳」の変更で，内容項⽬の
並び順の先頭が「節度節制」から「⾃主⾃律」に変更になった。

②さらに，附属四校園の共通テーマ「⾃ら考え⾃律的に⾏動する
⼦の育成」を受けて

道徳科における「⾃律」とは？
③同じく，内容項⽬の並び順の最後が「よりよく⽣きる喜び」に
変更になった。

「⾃律」と「よりよく⽣きる」ことのつながりは？



協同研 道徳部会としての取り組み
カント研究者の⽯川⽂康（2001）を参考にした「⾃律的良⼼」についての整
理

訴え
裁く

訴えられ
裁かれる

事前：〜すべしを訴え
事中：そうしなさいを訴え
事後：履⾏・不履⾏を裁く

⾃律的良⼼によって
⾏為に先⽴って「警告」
⾏為の最中に「呵責」
⾏為後に「安寧」か「悔恨」
がもたらされる

良⼼の働きによってやってしまったこ
とを忘れることはできないが，良⼼の
訴えに応答し続けることはできる

具体的な状況にお
いて様々な影響を
受けつつ⾏為する

⾏為を道徳法則に
照らして判断する「⾃律」



協同研 道徳部会としての取り組み
カント研究者の⽯川⽂康（2001）を参考にした「⾃律的良⼼」についての整
理

訴え
裁く

訴えられ
裁かれる

⾃律的良⼼に従って⽣きたい

「世間」で⽣きているから難しい

✕各⼈が世間に埋没する社会共同体
◎各⼈が⾃律的な主体であることを要
求され，尊重される社会共同体

具体的な状況にお
いて様々な影響を
受けつつ⾏為する

⾏為を道徳法則に
照らして判断する

「よりよく⽣きる喜び」



附属⼩学校の取り組み
•研究主題
道徳的諸価値の理解を基に，⾃⼰の⽣き⽅についての考えを深める道徳科授業の創造

•児童の実態
⾃我関与により、⾃分事として道徳的価値を捉えることができ
るが、様々な側⾯から道徳的価値を考えるという点では弱い。
•研究の重点
１ 価値観を⾒える化し，児童の思考や認識を深める対話の設定
２ 価値観を再構築させる発問
•研究仮説
価値観を⾒える化し，それぞれの⽴場における考えを整理して焦点化する
ことで道徳的諸価値の理解が深まり,発問の⼯夫により価値観を再構築さ
せることで，⾃⼰の⽣き⽅についての考えが深まる。



附属⼩学校の取り組み

今回の実践について
v視点１ ICTの活⽤

q授業中（展開場⾯）に児童の考えの集約と分類に活⽤
q授業後 評価に活⽤

v視点２ 発問の⼯夫
q主発問から終末にかけて，児童の考えを問い返したり，揺さぶったり
することで，考えを深めさせていく。



附属中学校の取り組み
•研究主題
よりよく⽣きようとする⼼の涵養を⽬指す道徳科授業の創造
•⽣徒の実態
授業には積極的に取り組むが，⽣徒が⾃ら考え理解し，⾃分⾃
⾝と関わらせて学習に取り組むという点において少なからず改
善の余地がある
•研究の重点
１ ⽣徒の資質・能⼒の育成を⽬指した授業をデザインする
２ 指導と評価の⼀体化を⽬指した実践を⾏う
•研究仮説
互いの価値観や考え⽅を認め合うための「対話する場⾯」を設
定し，⼯夫することによって道徳的諸価値の理解が深まり，よ
りよく⽣きようとする⼼が養われる。



附属中学校の取り組み
今回の実践（佐々⽊）について
v視点１ ICTの活⽤

q授業前のアンケートを導⼊に利⽤
q授業中（展開場⾯）に⽣徒の多⾯的な意⾒を取り上げる
q授業後（終末場⾯も含む）にふりかえりを⼊⼒し，共有

v視点２ ドラマ教育を取り⼊れた道徳科授業
q登場⼈物になってみることで⾃分⾃⾝との関わりで考えやすくなる
q複数⼈になってもらうことで，他者理解にもつながる

v視点３ 道徳科の学び⽅
q教材を俯瞰的に読み取るのではなく，⾃分をその状況に置いてみて考
える⾃我関与を促したい

q学習を俯瞰的にふりかえり，メタ認知を促したい



第 ２ 学 年  道 徳 科 学 習 指 導 案 
 

１ 主題名 自分の弱さと向き合い続ける【内容項目 D-22よりよく生きる喜び】  

２ 教材名 『足袋の季節』（出典『中学生の道徳 明日への扉 ２年』学研教育みらい） 

３ 主題設定の理由 

（１）本時でめざす道徳的価値の自覚について 

「よりよく生きる」とはどういうことだろうか。学習指導要領解説では，「誰の心のなかにも弱さや

醜さがある」と書かれているが，「人間は，総体として弱さはもっているが，それを乗り越え，次に向

かっていくところにすばらしさがある」ともある。また，「誰もがもつ良心によって悩み，苦しみ，良

心の責めと戦いながら，呵責に耐えきれない自分の存在を深く意識するようになる。こうした苦しみ

に打ち勝って，恥とは何か，誇りとは何かを知り，自分に誇りをもつことができたとき，人間として

生きる喜びに気付くことができる」と書かれている。 

生きている限り，様々な「誘惑」に出会い，その誘惑に打ち克つことは非常に難しく，誘惑に負け

てしまうことがたくさんある。テスト勉強中にマンガや動画の誘惑に負けてしまう，ダイエット中に

甘いお菓子の誘惑に負けてしまうなどが考えられる。その際に「息抜きも必要だ」「ここまでがんば

ったからご褒美も大事だ」という言い訳が出てしまうことも大いにありうる。このような誘惑に負け

たり，言い訳をしたりするような弱さや醜さはだれにでも起こりうるものである。しかし，自分の心

の弱さや醜さと日常的に向き合うことは難しいことである。 

しかし，その一方で，事後にあのとき誘惑に負けずにやっておけばよかったと後悔し，自責の念に

駆られる場合もある。それは本当はよりよく生きたいと願う心の発露であるが，その実現のためには

自分の弱い部分と向き合い続ける必要がある。そんな心の弱さや醜さを強さや気高さに変えていける

ような自己との向き合い方はどのようなものなのだろうか。本時を通して考えるきっかけとしたい。 
 

（２）教材について 

筆者は，少年の頃，貧しさと寒さに追いつめられ，大福売りのおばあさんから，うそをついて釣り

銭をかすめ取り，自分のほしかった足袋の代金にしてしまう。さらには，おばあさんの「ふんばりな

さいよ」という一言を，かすめとったその行為を正当化する言葉として用いていく。その後，気まず

さからおばあさんへの接触を絶っていく。成功して月給をもらえるようになった筆者は，おばあさん

に償いをしようと訪ねるが，そのおばあさんは既に亡くなっていた。 

 筆者の主観で書かれているため，おばあさんが，筆者の境遇を察して釣り銭を間違えたフリをした

のか，本当に勘違いをしていたのかは定かではない。前者で考えた場合，「おばあさんがくれた心」は

単なる「優しさ・思いやり」でしかなく，本授業で考えさせたい自分自身の弱さと向き合うきっかけ

とはなりにくい。前後者のどちらであったとしても，「ふんばりなさいよ」の一言を言い訳にしたにも

関わらず，おばあさんとの接触を絶っていくことから伺える都合の悪さが人間の弱さや醜さを象徴し

ている部分に着目させ，謝罪に行ったがすでにおばあさんが亡くなっていたことから，筆者がこれか

らも弱かった自分と向き合い続ける必要性を示唆していることに気づかせたい。 

 また，同じ内容項目 D-22を，主題『許す生き方』について「償い」という教材で考えた。ゆうちゃ

んが償うことではなく，絶対に許さないと言った奥さんがゆうちゃんに手紙を送るという形で応答で

きたことに焦点をあてた。（仕方のないことではあるが）まさに奥さんは自分の負の感情にとらわれ

るという心の醜さが現れたのであり，それを克服した気高い生き方につながっていると言える。奥さ

んやゆうちゃんの場合は，許したり償ったりする対象は外部にいたが，今回の「私」の対象は「おば

あさん」ではなく，「私自身」になる。おばあさんが亡くなった後も，弱さと向き合い続けることは，

今回のテーマである道徳的な「自律」と大きく関わるところである。 

（３）生徒について 

普段の様子から，多くの生徒は自分の心の弱さ・醜さに無自覚的である。そのため，事前アンケー

トで意識調査を行った。その結果から，自分の弱い部分には触れたくないと見ないふり，気づかない

ふりで弱さ・醜さを避けている生徒と，弱さ・醜さを「にんげんだもの」とある意味仕方のないもの

として受け入れている生徒の両極端が見られた。少数ではあるが，向き合って克服するという生き方



につなげようと考える生徒も見られたが，その弱い部分に直面した直後は弱さと向き合う姿勢は見ら

れるが，「喉元過ぎれば熱さを忘れる」のように一時的なものが多い。向き合い続けることの苦しさ

を乗り越えたときの成長が，誇りをもった生き方につながるのではないだろうか。 

『償い』のゆうちゃんや奥さん，今回の「私」のように，大きな出来事がなければ自分の弱さと向

き合うことができないのではない。「私」の経験を擬似的に体験することを通して，自分の弱さと向

き合う必然性に気づかせたい。そして，その中で，弱さを克服して，自分に誇りを持てるような生き

方のよさに気づかせたい。 
 

（４）指導について 

「おばあさんがくれた心」が，単なる「おばあさんの思いやり」という認識で終わらないように，

「心の弱さ」に焦点を当てていく。事前に「誘惑に負けること」についてのアンケートを行い，その

結果を導入で活用して意識付けを行う。また，教材の長さを補うために，事前に読んで感想を書く活

動を取り入れることと，あらすじを紹介することで内容を押さえる。これらの事前の指導に ICTを用

いることで，生徒の内容に対する考えを把握すること，生徒の考えを資料として活用し焦点化するこ

と，授業時間内の対話活動に時間を割くことなどにつながる。ICTの活用は，評価の視点でもある「多

面的・多角的に考える」力を伸ばすことや「道徳的諸価値の理解に基づく」ために話し合う内容を焦

点化することに優れていると思われる。 

一方，ICT の活用だけでは「自分自身との関わりで考える」力を伸ばすことや「人間としての生き

方についての考え」を深めることは難しいと考える。ICT が不得手としている部分を補う指導法の工

夫が必要となると考えた。「道徳的行為に関する体験的な学習」を取り入れることで，深い自我関与

を促し，不得手としていた部分を補うことを期待している。 

具体的には，「登場人物になってみる」ことを大事にしているドラマ教育の技法を用いた学習過程

を構想している。本時では，演じる生徒（演者）に対して，他の生徒から「問いかけ」をすることを

想定している。「問いかけ」とは誘惑に負けることを正当化する「悪魔」の役割と弱い自分と向き合

うことを促す「天使」の役割からの問いかけである。そして両者の語りかけに応答するのが「私」で

あり，両者の意見を受け止めながら「私」がどんな想いを抱き，苦しんでいるのかを観ている生徒（観

客）がどのように感じているのかを共有していく活動である。これによって，「私」が感じていた葛

藤・苦しみを自分事として捉え，自分の弱さと向き合い続けることの意義を感じさせたい。 

学習過程において，演者がどのような発言，表情をしているかも重要な要素であるが，観客がどの

ように感じているかを共有することの方が重要である。例えば，演じた直後の演者に「どんな気持ち

でしたか？」と聞くと「緊張しました」という演じている自分の気持ちであったり，演じた興奮から

的はずれな発言をしてしまったりすることが多い。また，逆に授業者の問いに対して忖度をして，「良

い答え」をすることも考えられる。演者をクーリングダウンさせることで，演者は観客からの発言を

メタ的な視点として取り入れることができ，演者が自分の行動に対して意味付けをすることにつなが

る。それが演者の得た学びを学級全体で共有することにつながる。加えて言えば，観客の発言も重要

な意味をもつ。「演技が上手だった」といった評価をさせるのではなく，演者が「登場人物になって

みたこと」（発言や表情，演者同士の距離感など）から，観客が感じ取ったことを発言させることが

重要である。そのために，観客に対して観る視点をもたせる指導を継続的に行う必要がある。 

他方，心理劇の効果を考えた場合，演者が自分の弱さと向き合い続ける苦しさを感じたまま授業を

終えてしまうと，演者の心にもダメージを与えてしまう可能性がある。そのため，カタルシスを感じ

させる場面を設定することも教育的な配慮として必要だと考える。具体的には，最終的に「私」にど

うしたいかを問い，例えば出てきた言葉が「おばあさんに会って一言告げたい」のであれば，おばあ

さんが生きていたらという設定で役割演技を行わせるなど，「私」の状況によって授業の展開は変え

ていく必要がある。 

授業の最後に，授業での学びをふりかえらせる。授業直後のふりかえりについて，フォームで回答

させる。そのふりかえりを誰の考えかをわからないようにして，読ませてから OPPシートへ記入させ

ることで，授業だけでは得られなかった学びを獲得することにつながる。授業ではよくわからなかっ

たことが，他の人の考えで納得解が得られるのであれば，それは個別最適な学びとなり得るし，他の

人がわからないことを補完し合うことは協働的な学びとなり得ると考えている。  



４ 本時のねらい 

「私」が，おばあさんから釣り銭を掠め盗った後におばあさんと顔を合わせられなくなった場面

とおばあさんに会いに行ったのに亡くなっていたことを知った場面での，「私」の心の揺れについ

て考えることを通して，弱さと向き合い続けることの苦しさや難しさを理解し，それでも前に進も

うとする人間の心の動きから誇りある生き方を目指そうとする道徳的心情を育てる。 
 

５ 学習指導過程 
段

階 

学習活動 
予想される生徒の反応 

・留意点 

※評価 発問・働きかけ 

導 

入 

10 

１ テーマの設定 

・事前アンケートの結果をワー

ドクラウドやグラフなどで生

徒に共有し，それをもとにテ

ーマを設定する 

 

 ・事前アンケートに ICT を活

用する 

 

・学び方についてもふれる 

 

 

・課題として事前読みをさせ

ているので，あらすじを確

認して範読は行わない 

展 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 

 

35 

２ 「私」の葛藤について考える 

・「天使」と「悪魔」の声で，「私」

を悩ませてください 

 

 

 

 

 

 

 

３ おばあさんを避ける場面に

ついて考える 

 
 

避けるってことは，自分でやってしまった

ことをわかっているんでしょ 

おばあさんは全部わかって釣り銭をくれた

んだから，将来成功してから返せばいい 

せっかく勇気を出して来たから，きちんと

あのときのことを謝りたかったね 

おばあさんが亡くなっててよかった，お前

がやったことを知ってる人間はいない 

 

・おばあさんから返せと言われるかも 

・罪悪感 

・モヤモヤしている 

・デジタルホワイトボードに

それぞれの立場で意見を

書かせる 

・ペアでどちらかの立場にな

ってみる 

 

 

 

 

 

・「私」役の生徒を３名，前

に連れてきてホットシー

トに座らせる。 

・２の意見をもとに教師が進

める 

４ おばあさんに会いに行った

のに亡くなっていたことを知

った場面について考える 

 
 

 

 

５ 学習テーマについて考える 

 
・追発問 どちらが「よい生き方

か」 

 

・お線香をあげたい 

・もっと早く来ていればよかった 

・謝れずにモヤモヤしている 

 

 

 

 

 

・弱さと向き合い続けることは苦しいこと 

・弱さと向き合い続けることで，自分自身を成

長させることができる 

・正直に言える生き方は難しいが，弱さと向き

合い続けることも難しい 

・弱さと（瞬間的に）向き合うことは簡単だけ

ど，向き合い続けることは難しいけど大事 

・２と同様に進める 

※「私」の弱さと向き合う苦

しさを自分との関わりで

とらえて考えている 

・悪魔の声で，「だれにもば

れないからスッキリする

ね」とささやきを入れて揺

さぶる 

 

・カタルシスの場面を設定す

る。 

※釣り銭をごまかさなかっ

た場合の生き方と，「私」

の生き方の比較から，それ

ぞれのよさや難しさに気

づいている 

終 

 

末 

 

５ 

６ 今日の学びを振り返る 

 

 ・フォームで回答させる。後

日，他の人の学びを見て，

OPP シートに記入させる。 

 

 

 

どうしておばあさんを避けて

たんですか 

「弱さと向き合い続ける」と

はどういうことだろう 

おばあさんが亡くなっていま

したね 

「弱さと向き合い続ける」と

はどういうことだろう 
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