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滋賀県総合教育センター 

                         疋 田 か お り  

学習指導要領改訂による「考え、議論する」道徳への質的転換を踏まえ、本

県では、平成29年度学校教育の指針の中で「特別の教科 道徳」の推進につい

て重点的に示している。本研究では、研修と実践の往還を通して、これまでの

道徳とこれからの「考え、議論する」道徳の違いを明らかにし、児童生徒の問

題意識を大切にした授業構想を行った。問題意識から主体的に考え、他者と本

音で語り合うことで、児童生徒は、自分との関わりで考えたり、多面的・多角

的に考えたりすることができた。このような「考え、議論する」道徳を通して、

自己(人間として)の生き方について、考えを深める児童生徒の姿が見られた。 

⑧ 
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道徳科プロジェクト研究 

 

主体的に考え、他者と本音で語り合う 
「考え、議論する」道徳の実現を目指した授業づくり 

－児童生徒の問題意識を大切にした学習を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

           

学習指導要領改訂にあたり、「特別の教科 道徳」が小学校では平成30年度から、中学校では平成31

年度から全面実施となる。学習指導要領改訂の経緯として、中央教育審議会の議論においては、「道徳

教育については確固たる成果を上げている学校がある一方で、忌避しがちな風潮、他教科と比べて軽ん

じられていること、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等があること」が課題とし

て指摘されている。そこで本県では、国が打ち出している「考え、議論する」道徳への質的転換を踏ま

え、平成29年度学校教育の指針の中で、「特別の教科 道徳」の推進について重点的に示している。 

文部科学省が平成24年度に実施した道徳教育実施状況調査の結果では、道徳教育を実施するうえでの

課題として、「効果的な指導方法がわからない」という項目の割合が高かった。このような状況の中で、

「考え、議論する」道徳の実現を目指した授業づくりを進めていく際に、「今までの道徳と何が違うの

か」「授業をどのように変えていけばよいのか」等の教員の疑問や不安が予想される。それらを解消す

るには、これまでの道徳とこれからの「考え、議論する」道徳の

違いを明らかにして、道徳科の授業づくりを進める必要がある。 

学習指導要領(平成29年３月公示)に示されている道徳科の目

標(図１)には、育てたい資質・能力だけでなく、それらを養う

ために重要な道徳科の学習のあり方が明示されている。これに

基づいた「考え、議論する」道徳の実現が児童生徒のよりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことにつながる。本研究

では、「考え、議論する」道徳を実現するために、児童生徒の問題意識が大切であり、その問題意識を

引き出すための手立てや問題意識を生かした授業展開の工夫が必要であると考える。 

以上のことから、児童生徒の問題意識を大切にした学習を通して、主体的に考え、他者と本音で語り

合う授業を目指す。それが「考え、議論する」道徳の実現につながると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

  

研修と実践の往還により、児童生徒の問題意識を大切にした授業構想をすることで、児童生徒が主体

的に考え、他者と本音で語り合う「考え、議論する」道徳の実現を目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

           

研修と実践の往還を通して、これまでの道徳とこれからの「考え、議論する」道徳の違いを踏まえた

うえで、問題意識を大切にした授業構想をする。それにより、児童生徒は主体的に自分との関わりで考

え、他者と本音で語り合うことができるだろう。さらに自分との関わりで考えたり、多面的・多角的に

考えたりすることを通して、自己(人間として)の生き方について考えを深める授業をつくることができ

るだろう。 

 道徳教育の目標に基づき、よりよく生きる
ための基盤となる道徳性を養うため、道徳的価

値についての理解を基に、自己を見つめ、物事

を（広い視野から）多面的・多角的に考え、自
己（人間として）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。※（   ）内中学校   

図１ 小・中学校学習指導要領 
第３章特別の教科 道徳 第１目標 
(下線は筆者) 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 本研究で目指す「考え、議論する」道徳 

本研究で目指す「考え、議論する」道徳の「考え」とは、「道徳的価値の理解を自分との関わりで

考えることであり、児童生徒の『どうすればいいだろう？』『自分にとって大事だ』『ぜひ考えてみ

たい』という問題意識を大切にすること

で、より主体的に自分との関わりで考え

ること」と捉える。また、「議論する」

とは、「物事を広い視野から多面的・多

角的に考えるために、多様な価値観の存

在を前提にして、他者と対話したり協働

したりすることであり、児童生徒が本音

で語り合う中で、多様な考え方や感じ方

に接し、その違いから、新たな問題意識

をもつこと」と捉える。 

この「考え」と「議論する」という捉

え方を基に、「考える道徳」と「議論する道徳」が往還することが、「考え、議論する」道徳である

と考える。その往還を通して、児童生徒は主体的に自分との関わりで考え、本音で語り合うことで、

物事を一面的に捉えるのではなく、多面的・多角的に考え

ることができる。そうすることで価値理解と同時に、人間

理解や他者理解を深め、自己(人間として)の生き方につい

て考えを深めていくことにつながると考える(図２)。 

このような「考え、議論する」道徳を行えば、これまで

の道徳の課題として挙げられた「読み物教材の登場人物の

心情理解に終始する授業」や「児童生徒に望ましいと思わ

れることを言わせたり、書かせたりする授業」から脱却す

ることができると考える(図３)。本研究では、「特別の教

科 道徳」の全面実施に向けて、検定教科書が導入されることも考慮し、読み物教材を活用して研究

を進めることとする。 

 

２ 児童生徒の問題意識を大切にした授業づくり        

本研究では、「考え、議論する」道徳の授業を実現するためには、児童生徒の問題意識が何より大

切であると考える。「考える道徳」では、児童生徒に問題意識をもたせることで、道徳的価値につい

て主体的に自分との関わりで考えることができる。そのためには、児童生徒の実態を把握し、導入や

展開を工夫したり、教材を効果的に提示したりすること等が必要である。「議論する道徳」では、主

体的に自分との関わりで考えたことによって、児童生徒一人ひとりが自分の考えを明確にし、それら

を基に話し合うことができる。その中で、考え方や感じ方について、他者と自分を比べて、その違い

から新たな問題意識が生まれる。この問題意識により、道徳的価値について、個々の考えを促すこと

になり、本音で語り合うことにつながる。そのためには、話合い活動の充実や学習形態、多様な意見

が認め合える学級づくり等が必要である。 

このような「考え、議論する」道徳において、児童生徒は、自己(人間として)の生き方について考

えを深めていくと考える。ただ、答えが一つではない道徳的な問題に向き合う「考え、議論する」道

 

読み物教材の 

心情理解に終始

する授業 

 

望ましいと思わ

れることを言わ

せたり、書かせ

たりする授業 

 
 
 

 

「考え、議論する」 

道徳 
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徳では、児童生徒が授業後も問題意識をもち、自己(人間として)の生き方について考え続けることが、

道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることにつながると考える。そのためには、自らを振

り返って成長を実感したり、これからの課題や目標を見つけたりすることができるようにすることが

大切になってくる。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 「特別の教科 道徳」のあり方を学び、現段階の課題や疑問を交流したうえで、「考え、議論す

る」道徳の実現を目指した授業づくりをイメージし、本研究の目標を共有する。 

(２) 研修として、研究会を６回行う。講師を招き、先進的・先導的な研究や実践事例を学び、講師と

共に授業実践の見直しや今後の授業づくりの検討を行う。 

(３) 研修での学びと研究協力校における実践の往還により、「考え、議論する」道徳の実現を目指し

た授業づくりを進める。 

(４) 研究協力校における実践を校種を越えて交流し、成果と課題をまとめる。 

 

２ 研究の経過 

４月 

５月 

６月 

 

７月 

８月 

 

９月～10月 

研究構想、研究推進計画の立案 

第１回研究会 

生徒質問紙調査(事前)、指導者意識調

査実施(事前) 

第２回研究会 

第３回研究会 

第４回研究会 

研究協力校での公開授業 

10月 

 

11月 

 

11月～12月 

１月 

２月 

３月 

第５回研究会 

第６回研究会 

生徒質問紙調査(事後)、指導者意識調

査実施(事後) 

研究論文原稿執筆 

研究発表大会の準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 「考え、議論する」道徳についての実態把握 

「考え、議論する」道徳の実現を目指した授

業づくりに向け、これまでの道徳の授業に対す

る生徒と指導者の意識を把握するために、研究

委員が所属する学年の生徒と指導者(他学年の

指導者も含む)を対象に、６月に生徒質問紙調

査と指導者意識調査を行った。 

選択して答える質問の中で、「自分のことと

して考え、本音で話している」に肯定的な回答

をしている生徒は53％であった。一方、本音で

話している生徒が多いと感じている指導者は

80％で、生徒と指導者の意識のズレが見られた

(図４)。これを踏まえ、授業において生徒がさ

らに自分のこととして考え、本音で話す手立て

が必要であると考えた。 

 生徒の「授業で自分の考えを伝えたり、他の人

５０ 

図４ 生徒質問紙調査と指導者意識調査の結果の比較 
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どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

話の内容に出てくる事柄を自分のこととして考え、本音で話している 

（数字は％ 回答総数 中学校第 2・3学年生徒 422 小・中学校教員 72）  

児童生徒は、話の内容を自分のこととして考え、本音で話している 

図５ 生徒質問紙調査の結果 
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（数字は％ 回答総数 中学校第 2・3学年生徒 422）  

 

授業で自分の考えを伝えたり、他の人の考えを聞いたりしながら自分
の生き方についてよく考えている 
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の考えを聞いたりしながら自分の生き方についてよく考えている」という質問は、肯定的な回答が58

％であった(p.3の図５)。これについては今後、さらに自己(人間として)の生き方について考えを深め

ていく授業を目指していく必要があると考えた。 

また、これまでの道徳の授業に対する生徒の自由記述には、「道徳の内容が身近に起きたことと似て

いると考えるのが楽しい」「『この人(登場人物)はどう思ったでしょう』という質問より『あなたなら

どうしますか』という質問の方が良いと思う」等の意見があった。これは、物事を自分との関わりで考

えることが、生徒にとって考えをもちやすいことを表していると考えた。 

以上のことを踏まえて、主体的に自分との関わりで考え、本音で語り合う授業を目指し、「考え、議

論する」道徳の実現につなげていくことにした。 

 

２ 研修と実践の往還 

研究会における小・中学校の研究委員が学び合う研修と、それを基にした研究協力校での実践との

往還により、研究委員の学びを連続させ、「考え、議論する」道徳の実現を目指した授業づくりをす

るために、図６のように計画・実施した。 

 

 

(１) 「考え、議論する」道徳の実現を目指した授業で大切にしていくことの共有 

第１回研究会において、研究委員がこれまでの道徳の授業を振り返り、「大切にしていること」

と「課題・悩み」を出し合った。さらに、「今、求められている道徳教育のあり方」について学び、

それらを踏まえて、これからの授業で大切にしていくことを共有した。第１回を受けて、第２回研

究会の協議では、「考え、議論する」道徳の実現を目指した授業づくりのためには、何より児童生徒

の問題意識が重要であることを見いだした(p.5の図７)。本研究では、問題意識をキーワードにし、

研修と実践の往還を進めていくことにした。 

 研 修 実 践 

   

     

     

図６ 研修と実践の往還 

４
月
～
７
月 

第１回研究会（５月23日：総合教育センター） 

○道徳の授業で大切にしていること、課題、悩みを共有した。 

○講義：「今、求められている道徳教育のあり方」 
○「考え、議論する」道徳で大切にしていくことを見いだした。 

第２回研究会（７月７日：総合教育センター） 
○本研究のキーワードを「問題意識」とし、共通理解した。 

○演習：学習指導案づくり（中心発問の吟味）  

小「かぼちゃのつる」 中「言葉の向こうに」  

夏
季
休
業
中 

第３回研究会（８月２日：総合教育センター） 

○実践報告   ○授業分析と研究協議 

○講義：道徳科の学習指導案づくり 
○演習：学習指導案づくり 

第４回研究会（８月22日：総合教育センター） 

○講義：子どもの問題意識を大切にした道徳科の授業づくり 
○模擬授業「手品師」、実践事例の授業映像で研究協議 

○演習：学習指導案づくり（第３回の続き） 

第５回研究会（10月10日：研究協力校） 
○公開授業：小学校第１学年「はしのうえのおおかみ」 

○研究協議：協議の視点 

①問題意識をもち、自分自身との関わりで考えられているか。 

②本音で語り合い、多面的・多角的に考えられているか。 

第６回研究会（10月26日：総合教育センター） 

○公開授業の報告 

○今までの実践を振り返って、研究のまとめを行った。 

実態把握・情報共有（６月） 
研究協力校にセンター所員が訪問し、授業参観、

情報共有を行った。 

授業実践（７月） 
小学校は「かぼちゃのつる」、中学校は「言葉

の向こうに」の中心発問について検討し、授業

実践をした。 
 
 

学習指導案作成（公開授業に向けて） 

第３回研究会の学びを基に、指導観を明確にし

て中心発問を考え、学習指導案を作成した。 
の向こうに」の学習指導案を作成し、授業実践し

た。 

学習指導案作成、授業実践を行った。 
 
学習指導案修正（公開授業に向けて） 

第４回研究会の学びを基に、学習指導案を修正
した。 

 
 公開授業実施（相互参観）、研究協議 

今までの学びを基に作成した学習指導案で公開
授業を行った。研究委員同士で相互参観し、研究

協議で学び合った。 

 
 

９
月
～ 

月 
 

10 
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(２) 研究会での研修 

研究会では、第１回で共有した「大切にしていくこと」を踏まえて、研修内容を検討した。以下

に、授業に生かされた内容について示す。 

ア 問題意識を引き出す工夫 

「考え、議論する」道徳の実現に向けて、本研究でキーワードとした問題意識をどのように生

かしていくかを協議し、そのイメージ(p.2の図２)を共有した。 

また、問題意識を引き出す工夫について具体的

に学ぶ機会を設けた。児童生徒の問題意識を引き

出すためには、まず「子どもが何を考えたくなる

のか」という観点で「どこにこだわるか」「どん

な問いを生み出すのか」を考えるための資料分析

と、児童生徒の実態把握が重要となる。それを踏

まえ、具体的な実践例を基に、「資料から問題意

識を引き出す工夫」と「理想と現実とのズレや自

分の認識とのズレ、他の考えとのズレ等から問題

意識を引き出す工夫」を学んだ(図８)。研究委員

の振り返りには、「友達と考えがズレることで、子どもが問題意識をもって話し合うことができ

る」「資料の中の矛盾や対立を上手く生かし問題意識を高めることで、多面的・多角的に考えら

れるようにしたい」といった記述が見られた。 

イ 自分との関わりで考えるための手立て 

児童生徒が、ねらいとする道徳的価値について、自分との関わりで考えるための手立てを学ぶ

ため、文部科学省「道徳教育アーカイブ」ⅰ）の実践事例の映像資料を視聴した。そこから、児童

生徒がより自分のこととして捉えられるように事前アンケートを行うこと、登場人物の自我関与

を高めるために黒板シアターで教材を提示すること、役割演技を行う際は演技をしている児童生

徒だけの活動にならないよう、見ている児童生徒にも演技を見て考える視点を提示すること等、

多くの指導方法を学んだ。研究委員の振り返りには、「役割演技は取り入れていたが、演技を見

ている児童生徒に考える視点を与えていなかった」「児童生徒が自分の経験や、そのときの考え

方、感じ方と照らし合わせて考えられるようにしたい」といった記述が見られた。 

                             
ⅰ）

文部科学省が、全国の教育委員会で作成されている指導資料や郷土教材、各学校の実践事例を収集、整理し、今後の道徳教育の推

進を目的として、ホームページ上で発信しているもの。 

 
 教材分析 

大切にしていること 
・本音が話せる雰囲気づくり  

・中心発問 

・いろいろな考えを引き出す              
・意見交流の場 

・生活に生かす 

課題・悩み 
・発言が少ない 
・予定調和で終わってしまう       

・振り返りの方法      

・自分の思いが話せない子    

 これまでの道徳の授業 大切にしていくこと 

 

話合いのあり方 

自分との関わり 

で考える 

学級の土台 

ねらい・指導観 

自己の生き方 

発問の吟味 

問題意識 

図７ 協議において見いだした「大切にしていくこと」 

これからの 
「考え、議論する」 

道徳 

主体的に自分と
 

本音で語り合い
多面的・多角的に
考える 

 

資料への気付き 
登場人物の迷い 

心情・行動の変化 

理想と現実との 

自分の認識との 

他の考えとの 

 

問題意識 

あれ？なぜ？ 

図８ 問題意識を引き出す工夫 
 

本音で語る 

ズ
レ 

自分自身の考え 
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ウ 発問の吟味 

児童生徒が本音で語り合うためには、問題意識を引き出し、ね

らいとする道徳的価値について、児童生徒が本気で考えたいと

思えるようにする必要がある。特に、中心発問を考える際は、指

導者のねらいと児童生徒の考えたいことの両面から吟味するこ

とが重要であることを、中心発問を吟味する演習を通して学ん

だ(図９)。研究委員の振り返りには、「演習を通して、中心発問

が磨かれていくことを実感した」といった記述が見られた。 

また、発問の種類として「場面発問」と「テーマ発問」の違いやそれぞれの特性(図10)を生か

した学習過程の構想について学び、テーマ発問を学習課題として設定した模擬授業を行った。研

究委員の振り返りからは、「発問をテーマ発問に

することで、よりねらいに迫れる授業展開となる

ことが分かった」「児童生徒の立場で模擬授業に

参加し、学習課題があると見通しをもって学ぶこ

とができ、常に学習課題に立ち返って考えられる

ことを実感した」といった記述が見られた。     

エ 話合い活動の充実 

    これまでの実践から、児童生徒が多面的・多角的に考えるためには、話合い活動を充実させる

ことが大切であるのは明確であったが、ただ話し合えばよいのではなく、話合いの目的・方法を

明確にすることを確認した。児童生徒が話し合う必要性を感じられるものにすることや、授業者

が児童生徒の考えをつなぎ、発問を深める等、コーディネートすることの大切さを学んだ。また、

話合い活動を充実させるには、まずは道徳的価値を自分との関わりで考え、自分の考えをもつこ

とが大切であり、書く、話す、聞くの活動をバランスよく取り入れる必要があることも確認した。

研究委員の振り返りには、「中学生は発言が少ないと感じていたが、本気で考えたくなるよう問

題意識を引き出し、本音で語りたくなるよう話し合う必要性をもたせたい」「話合い活動の充実

には個々の考えが重要であり、全員が自分の考えを表現できる工夫を考えたい」といった記述が

見られた。 

オ 自分自身を見つめる時間 

    これまでの実践から、振り返りに関する課題が挙がった。児童生徒が自己(人間として)の生き

方を考えるためには、自分自身を見つめる時間を確保し、教材を通して考えたことを基に、自分

の生活を見つめ直して考える場面を設ける必要がある。また、多面的・多角的に考えたことを踏

まえ、道徳的価値が「自分にとって」どのような価値をもつのかを考えることが大切であること

を学んだ。研究委員の振り返りには、「振り返りを毎時間、ポートフォリオとして残していくこ

とで、成長を実感できるのではないか」といった記述が見られた。 

 

(３) 主体的に自分との関わりで考えたことを表現して学び合う授業 

(小学校第１学年「およげないりすさん」) 

小学校Ａ教員は、これまで、登場人物の心情に迫るための場面発問を吟味したうえで、授業を行

っていたが、テーマ発問も取り入れると、児童がねらいとする道徳的価値について自分との関わり

で主体的に考えることができると考えた。また、他教科の授業では、めあてを提示し、見通しをも

って学習に取り組めるようにしているが、道徳ではどうすればよいか悩んでいた。そこで、児童の

問題意識から学習課題を設定し、それをテーマ発問にすることで、問題解決的な学習を取り入れよ

図９ 中心発問の吟味 
 

 ねらいは？ 何を考えたく 

なるかな？ 

図10 場面発問とテーマ発問 
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うと考えた(図11)。 

ア 問題意識から学習課題を設定 

導入では、事前にとった友達についてのアンケート結果を提示した。まず、「友達と仲よくで

きているとき」についての結果を見た児童からは、「僕と同じだ」「昨日も遊んだ」というつぶ 

やきがあった。次に、指導者は、

「仲よくできていないとき」の結

果を提示し、「一緒に遊んでいる

ときは、仲よくできているけど、

できないこともあるの？」と、そ

のズレを強調し、児童の「どうし

てかな？」という問題意識を引き

出した。これを基に、学習課題「友

達ともっと仲よくするためにはど

うしたらよいのだろうか」を設定

し、本時はこの学習課題を解決し

ていくことを確認した。 

イ 自分との関わりで考えるための

表現活動 

導入で、友達と仲よくすること

についての問題意識を引き出した

ことで、展開前段では、資料の登

場人物の心情を追うだけでなく、

ねらいとする道徳的価値(友情、

信頼）について自分との関わりで考えられるように

なった。児童は、登場人物に似た経験はないか、そ

の時の思いを想起して考えることができた。また、

中心発問では、島で遊んでいる３人の動物たちの気

持ちを円グラフで表現させ、その理由について話し

合った。 

ここでは、全員の円グラフをボードに掲示するこ

と(図12)で、互いの考えの違いが明確になり、「み

んなの円グラフが違うのは、どうしてだろう？」「○○さんは、どうしてあんな円グラフにした

のだろう？」という新たな問題意識が生まれた。この問題意識は、道徳的価値について、個々の

考えを促すことになり、どの児童も自分の考えをより確かなものにしていく様子が見られた。 

ウ 自己を見つめる振り返りの時間 

展開後段では、導入で提示したアンケートを再度取

り上げ、資料を通して友達について考えたことを踏ま

えて、これまでの自分を振り返る時間を設けた。児童

は、「けがをしている友達のランドセルを持ってあげ

られてよかった」等、道徳的価値を基にこれまでの自

分を振り返ることができた。また、終末で学習のまと

めと振り返りをしたときには、「自分はこれからどう

内容項目： Ｂ 友情、信頼 

本時の目標：友達の気持ちを考え、助け合って仲よくしようとする心情を育てる。 

  学習活動・主な発問 教師の支援・指導上の留意点 

 

１．アンケートの結果を見て、気づいたことを
話し合う。 

○友達ともっと仲よくするためにはどうしたら
よいのだろうか。 テーマ発問  

・事前アンケートの結果を提示するこ
とで、より自分事として捉えられる
ようにする。 

・学習課題をテーマ発問にすることで
問題意識をもって主体的に自分との
関わりで考えられるようにする。 

 

２．資料「およげないりすさん」を読んで話し合
う。 

○一人ぼっちのりすさんは、どんなことを思っ
ていたでしょう。 

◎池の中の島で遊んでいる３人はどんなことを
考えていたでしょう。 場面発問  

 
 
 
 
 
○みんなで島にいくとき、かめさんたち３人は
どんな話をしていたでしょう。 

 
○友達ともっと仲よくするためにはどうしたら
よいのだろうか。 テーマ発問  

 
 
 
 
・円グラフで３人の心の中を表現させ
る。 

・登場人物に似た経験やその時の思い
を想起させることで、問題意識をも
って、自分との関わりで考えられる
ようにする。 

 
・３人の気持ちの変化を円グラフで表
現させる。 

 
・児童の言葉で学習課題に対する考え
をまとめる。 

 

 

３．これまでの自分を振り返る。 
○友達のことを考えてできたこと、またはでき
なかったけれど次はこうしたいなと思うこと
はありますか。 

・導入のアンケート結果を再度活用す
ることで、様々な場面を想起させ、
児童自身の経験に基づいた多様な感
じ方・考え方を引き出す。 

・自分との関わりで道徳的価値につい
て考えさせる。 

 

４．教師の話を聞く。 
５．まとめと振り返りをする。 

・「友達」について学習して思ったこ
となど、振り返りをさせる。 

図12 気持ちを円グラフで表現 

 楽しい 
桃色 

楽しく
ない 
水色 円グラフ 

図11 本時のねらいと指導の流れ(囲み線、下線は筆者) 

展
開
前
段 

終
末 

展
開
後
段 

導
入 

  

図13 児童の振り返りシート 
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していけばよいか」と考える児童が多くいた(p.7の図13)。中には、「友達のことが大切なのに、

どうして３人の動物は、りすさんに一緒にくることをダメって言ったのかな？」と、さらなる問

題意識をもち、価値理解と同時に人間理解を深め、自己の生き方について考えを深めるきっかけ

になる記述もあった。 

 

(４) 本音で語り合い、多面的・多角的に考える授業(小学校第１学年「はしのうえのおおかみ」)  

小学校Ｂ教員は、これまで児童の発言を大切にしながら授業を進めていたが、発言の内容が同じ

になりがちなことに悩んでいた。そこで、児童が多様な考え方や感じ方と出会い、本音で語り合う

中で、多面的・多角的に考えることができるように、役割演技等の表現活動の工夫をしようと考え

た(図14)。 

ア 多面的・多角的に考える役割演技 

展開前段の中心発問で、指導者が親

切にしたくま、児童が親切にされたお

おかみとなって役割演技をする際、見

ている児童にも演技を見て考える視

点を提示し、問題意識をもって役割演

技を見るように促した。演技を見てい

る児童が、演技をしている友達の行動

や発言と自分の感じ方や考え方とを

照らし合わせながら、くまとおおかみ

どちらの気持ちも考えることで、物事

を一面的に捉えるのではなく、多面的

・多角的に見ることができると考え

たからである。 

おおかみ役をした児童は、「ありが

とう」とセリフを言って演技をした。

演技後の児童に「どんな気持ちでセリ

フを言ったの？」「おおかみ役をして、今はどんな気持

ちかな？」と聞くと、児童は「うれしい」「次はくまさ

んのように優しくできるといいな」といったおおかみ

の気持ちを話すことができた。さらに、演技を見ていた

児童に「おおかみ役の友達やくま役の先生はどんな気

持ちだと思う？」「おおかみの気持ちがさっきと違うけ

れど、どうしてかな？」と聞くことで、「おおかみも気

持ちよかったけど、くまも気持ちよかったと思う」「優

しくしてもらうとありがとうの気持ちになるな」「友達と助け合うとうれしくなるな」等、多面

的・多角的に考えようとする児童の姿を見ることができた(図15)。 

イ 表情で自分の考えを表現する工夫 

役割演技を通して児童が多面的・多角的に考え、考えたことを発表し合うことにより、児童は

自分の考えと友達の考えを比べて、「親切にすることは気持ちいいことなのかな？」「自分もく

まのように親切にできるかな？」といった問題意識をもつことができたと考える。そこで、みん

なで話し合うことで生まれた問題意識を大切に、道徳的価値について主体的に考えることができ

内容項目： Ｂ 親切、思いやり 

本時の目標：幼い人や身近な人に温かい心で接し、親切にしようとする心情を育てる。 

 学習活動・主な発問 教師の支援・指導上の留意点 

 

１．アンケートの結果を見て、親切につい
て話し合う。 

・事前に親切についてのアンケートを
することで、問題意識をもって主体
的に自分との関わりで考えられるよ
うにする。 

 

２．資料「はしのうえのおおかみ」を読んで
話し合う。 

○小さい動物たちを追い返した時のおおか
みは、どんな気持ちだったでしょう。 

 
◎くまの後ろ姿をいつまでも見ていた時、
おおかみはどんなことを考えていたでし
ょう。  場面発問  

 
 
 
 
○うさぎたちを渡しているおおかみは、ど
んな顔をしていたでしょう。 

 
 
 
 
 
・代表の児童に役割演技をさせる。 
・演技を見ている児童にも、演技を見
て考える視点を提示し、演技後に登
場人物の気持ちを聞くことで、親切
について多面的・多角的に考えられ
るようにする。 

        
・複数のおおかみの顔から一つ選ばせ
さらに選んだ理由を述べながら問題
意識をもって話し合うことで、道徳
的価値について主体的に考えられる
ようにする。 

 

３．これまでの自分を振り返る。 
○誰かに親切にできたこと、または親切に
している友達を見かけたことはあります
か。 

・例を挙げたり、ペアで話させたりす
ることで、様々な場面を想起させ、
児童自身の経験に基づいた多様な感
じ方・考え方を引き出す。 

・自分との関わりで道徳的価値につい
て考えさせる。 

 

４．教師の話を聞く。 
５．まとめと振り返りをする。 

・「親切」について学習して思ったこ
となど、振り返りをさせる。 

図14 本時のねらいと指導の流れ(囲み線、下線は筆者) 
 
 
 

図15 役割演技の様子 

 

次はくまさんのよう
にやさしくできると
いいな 

きっとくまさんも 
うれしい気持ち 

演技をする児童 

演技を見る児童 

導
入 

展
開
前
段 

展
開
後
段 

終
末 
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るようにするため、親切にしているおおかみはどんな表情だったのかを、複数のおおかみの顔の

イラストから一つ選ばせた(図16)。おおかみの表情から自分の考えを表現させることで、道徳的

価値を自分との関わりで考えることができた。それにより、振り返りでは、自己の生き方につい

て考えることができた児童がいた(図17)。     

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 他者との語り合いを通して多面的・多角的に考える授業 

(中学校第３学年「心にしみこむ“言葉”の力」) 

中学校Ｃ教員は、生徒が本音で語

り合うための手立てとして、これま

ではグループ活動の形態を工夫する

ことを心がけていた。しかし、研修

からまず生徒自身が自分の考えをも

つことが大切であることが分かった

ので、事前アンケートを実施し、道

徳的価値を自分のこととして捉えら

れる工夫をしようと考えた(図18)。 

ア 問題意識をもたせるためのアン  

ケートの活用 

授業の導入では、コミュニケー

ションに関する事前アンケートか

ら得られた「コミュニケーションをうまくとれていると感じている人は多いが、困っている人も

いる」という結果を提示し、生徒自身が「自分のコミュニケーションはどうだろうか？」と自分

との関わりで考え、問題意識をもったうえで「よりよいコミュニケーションとは、どのようなこ

とだろうか」という学習課題を設定した。それにより、生徒は自分のこととして捉えながら資料

を読み、学習課題に向き合った。 

イ 話合いで本音を引き出す工夫 

筆者の「よりよいコミュニケーションのためには、相手の話をしっかり聞くことが大切だ」と

いう考えに触れ、自分自身の考えと比較しながら、「なぜ、筆者はそのように考えたのだろうか？」

「どうして相手の話をよく聞く必要があるのだろうか？」といった問題意識をもったうえで、４

人グループで役割(司会、発表、書く、つっこみ役)を決めてから話合いを始めた。あるグループ

で一人の生徒が、「よりよいコミュニケーションをとるには、相手の話をうなずきながら聞くこ

とが大切だと思う」と言った。つっこみ役の生徒は、「相手の話が、自分にとって興味のないも

のだったらどうするの？」と切り返した。先ほどの生徒は少し考えて、「相手は、自分とは違う

人間だから、考え方は違って当然。その人はどんな人なのかなと思いながら話を聞くと、興味が

出てくるかもしれない」と答えた。また別のグループでは、「相手の考えと自分の考えが違って

内容項目： Ｂ 相互理解、寛容 

本時の目標： 寛容の心をもって謙虚に他者に学ぼうとする心情を育てる。 

  学習活動・主な発問 教師の支援・指導上の留意点 
 

１．アンケートの結果を見て、気づいたことを話し合
う。 

○よりよいコミュニケーションとはどのようなこと
だろうか。 テーマ発問  

・事前にコミュニケーションにつ
いてのアンケートをすること
で、問題意識をもって主体的に
自分との関わりで考えられるよ
うにする。 

 

２．資料「心にしみこむ“言葉”の力」を読んで話し
合う。                

○なぜ、筆者は「よりよいコミュニケーションのため
には、相手の話を聞くことが大切だ」と考えている
のだろうか。 

 
 
・ワークシートに記述させること
で、問題意識をもち、自分との
関わりで考えられるようにす
る。 

 

３．よりよいコミュニケーションについて話し合う。 
◎よりよいコミュニケーションとはどのようなこと
だろうか。 テーマ発問  

・４人で役割を決めて話し合わせ
ることで、本音で語り合わせ、
コミュニケーションについて多
面的・多角的に考えられるよう
にする。 

 

４．教師の話を聞く。 
５．まとめと振り返りをする。 

・「よりよいコミュニケーション」
について学習して思ったことな
ど、振り返りをさせる。 

図18 本時のねらいと指導の流れ(囲み線、下線は筆者) 
 

導
入 

終
末 

展
開
前
段 

展
開
後
段 

展
開
後
段 

おおかみの 

顔を隠す 

４種類のおおかみの顔 

図16 おおかみの顔のイラスト 図17 児童の振り返り 
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も、とりあえず、何も言わずに聞くこと」と発言した生徒に対して、指導者が、「自分の考えは

言わなくてもいいの？」と切り返した。その生徒は、「自分も話したい。相手の考えを聞いて尊

重したうえで、自分の意見を言ってうまくいく方法を考えようかな」と言った。このように、役

割の中の「つっこみ役」が切り返して質問をしたり、指導者が意図的に切り返し発問を行ったり

することで、生徒は本音で語り合い始めた。これにより多様な意見が引き出され、様々な立場か

ら考えることにつながった。 

多面的・多角的に考えることによって、「相

手の気持ちや考え方を理解する」という道徳的

価値の理解を深めることができ、振り返りシー

トにも、「これから自分はどのようにしていけ

ばいいか」といった人間としての生き方につい

て考えた内容の記述が見られた(図19)。 

 

(６) 自己(人間として)の生き方に向き合うための様々な取組 

   研究委員は、道徳の授業だけでなく、日々の生活の中でも、問題意識をもって自己(人間として)

の生き方について考え続けることができるよう、実践に取り組んだ。 

ア 安心して本音で考えを言える学級づくり 

小学校の実践では、「考え、議論する」道徳を実現するためには、聴き合

う土台(学級)が大切だと考え、児童が安心して考えを言える雰囲気づくりに

努めた。毎回、道徳の授業の始めに、児童と道徳の三つの約束(図20)を確認

し、道徳の時間の意識付けを行った。その取組の結果、児童は、指導者や友

達の意見に耳を傾け、本音で素直な気持ちを話し、思いが話せない児童も少

しずつ隣の友達と意見を出し合ったり、発表したりできるようになった。 

イ 道徳での学びの足跡の掲示 

小学校の実践では、児童が道徳の時間に学習した

ことを振り返り、これからの生活につなげて考える

ことができるように、廊下の掲示板に「どうとくの

ひろば」(道徳の学習で学んだこと)を掲示した(図

21)。児童は「どうとくのひろば」を見て、「今の

自分はどうかな？」「次はこんなことができるとい

いな」と問題意識をもちながら、自己の生き方につ

いての思いや願いを深めることができた。 

ウ 自分自身を見つめる時間の確保 

中学校の実践では、どの道徳の授業でも生徒が人間としての生き方について考えることができ

るよう、授業の終末で、教材を通して考えたこ

とや話し合ったことで自分の考えが変わった

ことなどを書く振り返り場面を設けた。生徒は

自分を見つめ直すことで、自分の考えを改めて

考え直すことができ、道徳的価値が自分にとっ

てどのような意味をもつのかを考え、これから

の生き方について考えることにつながった(図

22)。 

図21 どうとくのひろば 

図20 道徳の約束 
 

図22 振り返りシート 

 

図19 生徒のワークシート 
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エ 問題意識を持ち続けるための道徳だより 

中学校の実践では、授業の終末で自己評価したことを１

週間後の道徳の時間に再度振り返り、記入したものをポー

トフォリオとしてファイリングすることで、生徒が自己の

成長を感じられるようにした(図23)。また、生徒の問題意

識を大切にした学習ができるよう、ワークシートの生徒の

考えや意見を「学年道徳だより」に載せて、次の道徳の授

業の最初に紹介した。その結果、生徒は休み時間に他の友

達と道徳の時間のことについて話したり、道徳関係の掲示

物を見たりするようになった。これらのことは、さらに多

様な考えに触れ、道徳的価値について改めて考える機会が

できたことで問題意識をもち続け、人間としての生き方に

ついて考えを深めることにつながったからだと考える。ま

た、道徳だよりの作成や学年部会を通して、自身の実践を

振り返ったり、他の教員と意見交流をしたりして、よりよ

い道徳の授業を目指した。 

 

３ 研修と実践の往還を振り返って      

(１) 生徒質問紙調査結果の考察 

研究委員が道徳の授業を行った学級の生徒を対象

に、11月に生徒質問紙調査を実施し、６月の結果と比

較した。図24、25に示すように、「授業で、話の内容

に出てくる事柄を自分のこととして考え、本音で話す

ことがある」と「授業で、自分の考えを伝えたり、他

の人の考えを聞いたりしながら、自分の生き方につい

てよく考えている」については、肯定的に回答した生

徒が増えた。また「道徳の授業の中で役に立つと感じ

るのはどんな学習ですか」についての自由記述では、

図26のように、道徳の授業に対する意識の変容が見ら

れた生徒がいた。以上のことから、児童生徒の問題意

識を大切にした授業づくりを進めたことで、生徒が自

分との関わりで考え、本音で語り合

い、自分の生き方について考えを深

めることにつながったと考えられ

る。 

 

(２) 研究委員の学びと意識の変容 

第６回研究会で、研究委員が研修と実践の往還を振り返る時間を設けた。研究委員は、自分自身

の「道徳」に対する意識と考え方が変わったことや、授業の中での児童生徒の学ぶ姿の変容を実感

していた。研究委員と意見交流した内容を示す(p.12の図27)。 

 

 

 Ａ生徒 Ｂ生徒 
６月 自分の体験を話にあてはめて考える

こと 
物語に出てくる人物になって気持ち
を考えること 

 

11月 他の人の意見を聞いて、新しいもの
の見方、感じ方を学べること 

自分と向き合うこと 

図24 生徒質問紙調査結果の比較(その１) 

23

19

41

29

28

36

8

16

１１月

６月

当てはまる どちらかというと当てはまる

どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

授業で、話の内容に出てくる事柄を自分のこととして考え、
本音で話すことがある 

（数字は％ 回答総数 中学校第 2・3学年生徒 89)  

図26 生徒質問紙調査結果(自由記述)の比較 

図 19 道徳の時間のふり返りシート 

図23 道徳の時間の振り返りシート 

授業の終末で自己評価する 

１週間後の道徳の時間に振り返りをする 

 

生徒の考えや意見を道徳だよりに掲載 

図25 生徒質問紙調査結果の比較(その２) 

22

13

41

39

31

36

6

12

１１月

６月

当てはまる どちらかというと当てはまる

どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

授業で、自分の考えを伝えたり、他の人の考えを聞いたり
しながら、自分の生き方についてよく考えている 

（数字は％ 回答総数 中学校第 2・3学年生徒 89)  
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(３) 授業改善から生まれたサイクル 

児童生徒の問題意識を大切に授業を行うことで、児

童生徒の学ぶ姿が変容し、学級全体で前向きに学び合

おうとする雰囲気が高まった。児童生徒の姿や学級の

雰囲気が変容すると、指導者の意識も変容し、さらに

授業改善が進むといったサイクルが生まれた(図28)。 

 

 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 研修と実践の往還を通して、問題意識を大切にした授業を構想し実践することで、児童生徒が主

体的に考え、他者と本音で語り合う「考え、議論する」道徳の実現につながった。 

(２) 「考え、議論する」道徳を通して、道徳的価値について自分との関わりで考えたり、多面的・多

角的に考えたりすることで、自己(人間として)の生き方について考えを深める児童生徒の姿が見ら

れた。 

 

２ 今後の課題 

(１) 「特別の教科 道徳」の全面実施に向けて、児童生徒が主体的に考え、本音で語り合う「考え、

議論する」道徳の実現を目指していくために、学校の指導体制を構築していく必要がある。 

(２) 道徳科の授業を行ううえで、道徳性を養うための学習活動を適切に設定しつつ、どのようにその

学習状況や成長の様子を把握し評価するかについて、今後検討していく必要がある。 
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  ○道徳に対する指導者の意識の変容 
・子どもも教師も道徳に対する意識が変わった(苦手→楽しい)。 ・授業改善に前向きに取り組めるようになった。 
・道徳で大切にすることが分かれば授業改善しやすくなった。  ・来年度、校内でやりたいことが言えるようになった。 

・学年の先生達も巻き込んで、取り組んでいる。         ・他の教員の授業を参観するようになった。 

 

○今までの道徳から変えたこと（手立て） 
・子どもの問題意識を大切にした。  

・アンケートの結果を提示すると子どもの反応もよく、自

分事として考えやすかった。 
・学習課題を設定すると授業がぶれないことが分かった。 

・「何を考えさせたいか」を大切に様々な意見が出るよう

に発問を一問多答にした。  

○児童生徒の学ぶ姿の変容 
・自分から進んで発表する子が他の教科より増えた。 

・子どもの取り組む姿勢が前向きに変わった。 
・よく考え、安心して発言できる子どもが増えた。 

・一人ひとりが深く考え、まとめるようになった。    

・全員の子どもが道徳の授業に参加できるようになった。 
・子どもが落ち着き、問題行動が少なくなった。 

 

図27 研究委員の思いや意見 

図28 道徳科の授業改善から生まれたサイクル 
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