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総合単元的道徳学習の効果に関する実証的研究Ｉ

ＴｈｅＩｍｐａｃｔｏｆＳＯＧＯＴＡＮＧＥＮＴＥＫＩ－ＤＯＴＯＫＵＧＡＫＵＳＹＵＩ

西本裕輝（琉球大学法文学部人間科学科人間行動専攻課程）
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はじめに

本ｲﾘ｢究の目的は、「総合lii冗的道徳学習」の爽践の効果を検討することで

ある。総合lii允的（な）道徳学jiWは｝柳谷'11夫（1994;l995il999aI1999bなど）

によって提唱された、比較的新しい道徳準MHの方法である。

キリl谷（1994）によれば総合単元的道徳学習とは「絲験単元、教材単元を総

合的に捉え、各教科や特別活動等の各教育活動の特質を生かしながら、共通

した道徳的価仙に関する学習内容について、道徳の時間を'１ﾙL､に、有機的な

まとまりをもたせた学習活動を計iiIiiすること」（146頁)と定義される。具体

的には、従来のように「道徳教育は道徳の時間に」という誤解に基づいた発

想ではなく、道徳の時間を核として、生活科、国語、音楽、体育といった各

教科や、学級会活動、体験学習といった特別活動（教材単元)、さらには日

頃の生活や家庭学習をも含めて（経験単元＝生活単元)、全活動を通して相

互に関連づけながら道徳教育を実践していこうとする発想である。

例えば、「思いやりの心」という総合テーマを設け、道徳の時間はもちろ

んのこと、音楽の時間で合奏をする際にも、相手のことを気遣って演奏する

ことがよい合奏に繋がるという経験をさせ、それをまた次の道徳に時間にフィー

ドバックさせる。このように、実際の活動内容は違っていても、意識レベル

で共通したものを扱い、相互に関連させていく。内容レベルよりも意識レベ

ルに焦点をあてる。そうすることにより、各分野がそれぞれ充爽し、いわば

正の朴1互作用ともいうべき状態になる。もちろん、それぞれの教科にもそれ
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総合単元的道徳学習の効果に関する実証的研究Ｉ（西本）

ぞれの目標があるので、それを踏まえつつ総合単元的道徳学習を進めていく

必要はある。

ところで、こうした発想は特に新しいものではなく、木原（1981）の言う

ところの「機能概念としての道徳教育」と…致しているように思われる。道

徳教育とは領域を示す用語ではない。領域概念ととらえてしまうと、教科外

措導の下位領域である道徳の時間に限定されてしまう。そうではなく、教科

指鞠、教科外指導を問わず、すべての領域で機能すると捉えなければならな

い、という主張である。ただし、こうした認識が学校現場で広く行き渡って

いるとは、残念ながら瀞い難い。いずれにせよ、こうした発想により、総合

｣ii7b的適徳齢習は新しい道徳教育の本流として、今後さらなるLkがりを見せ

るであろう。

しかしながら、総合ｌｉｉｍ的道徳雛習にかかわらず、こうした比較的新しい

学ｉｌＷＪ法の幼采を測定することは群易ではない。それゆえ、その効果の検討

となると、将に研究の初ilvlの段階においては実践報糟が多くなる傾向がある

ことと相まって、主観的なものに陥りやすい。例えば、評Iilli者（多くは担任

教師）がある特定の現象（実践後の子どもたちの行動、態度の変容、発言、

作文など）をとらえて、「効果的であった」「道徳性が深まった」「～という

気持ちが芽生えた」と評価する報告が多い。だが、そうした指摘は、実証的

なデータに基づく客観的なものであるとは言い難い。作文にしても、全員の

ものを紹介するわけではなく、教師がある意味で窓意的に選別した３～６本

程度の、しかも一部分を抜粋したものを紹介しているにすぎない。実際の効

果を検討するには、このような実践的指摘もさることながら、それに加えて、

例えば「実験群」（総合単元的道徳学習の実践を行っている学級群）と「統

制群」（特にそうした実践を行わなかった学級群）に分け、質問紙を用いて

道徳性の項目について測定し、そうして測定された道徳性得`点ともいうべき

ものを比較し、どの項目がどの程度高まったかを統計学的に比較する必要が

あるだろう。このように、実践的指摘と実証的指摘との双方を取り入れるこ
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とにより、より客観性の高い学習の効果が測定できるのではないだろうか。

残念ながら現段階では、爽践報告は比較的多く存祢するものの（例えば、原

1997，木村1997,日下1997,lMillll県小学校道徳教育研究会1997)、調盃デー

タに基づいた客観的指摘は呰岻に等しい。

そこでここでは、総合lii允的道徳学習の実践に取り組んでいる学級を含む

Ｏ県内に位置する４つの小学校の1年生からＭＨ生を対象とした調査から得

られたデータの分析を通して、総合単元的道徳学習の効果を実証的に明らか

にしたい。分析方法に関しては、ｉ１１ｌｊ旗（1999）を参考とした。またそれに先

だって、調査対象となったうち１つの学級をとりあげ、爽践的なＩｌ１ｍｉからも

総合1ｉｆ元的道徳学習の効采について考察する。

奇しくも2002ｲｌｉから完全災施される総合学習とＭ１1まって、総合11i元的道

徳蛾１１Wは今後さらに広がるものと考えられる。その前に‐度、その効采につ

いて111度検討しておく必妥があるだろう。

１．調査の概要

調査は1998年10月に実施した。調査データは質ⅡⅡ紙と教師へのインタビュー

により得た。質問紙調査の対象となったのは、Ｏ県内の４つの小学校、４５学

級の１年生から６年生の児童、計123銘、学級担任教師45名である。児童に

対する調査は、主に道徳性の測定項目からなる。学級担任教師に対する調査

は、主に総合単元的道徳学習への取り組み方に関する項目からなる。また、

補足的に行ったインタビューは、調査対象となった学級担任教師のうち１名

から行い、総合単元的道徳学習の具体的な実践に関する資料の提供およびそ

の説明を目的としている。

児童への質1町項目は、押谷らの作成したものに務干の修正を加えたものを

用いる。項目は小学校指導響道徳編（1989）の111の「内容項目の指導の観点」

に雄づいて作成されている⑪例えば、観点は、Ｌ主としてF1分1:1身に関す

ること、２.主として他の人とのかかわりに|１０すること、３.主として自然や
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総ｲ｢iiiに的道徳学習の効来に関する実証的研究Ｉ（11Ｍ点）

崇商なものとのかかわりに側すること、４.主として集団や社会とのかかわ

りにM1すること、という４つからなっている。質Ｍｌはこれら４つの観点を網

靴するように作られている。具体的鮒7:|にl１０しては後に示す因子分析表を参

!!((いただきたいが、それぞれについて３段Ill5fでＩＨｌｌ１１している。

なお、指導の観点は、第１学ｲＭぴ２学年、筋３学ｲ１K及び４学ｲ|{、筋５ｆｊＡ

ｊＭび６ｌＷ１２に対してそれぞれ設定されており、全部で３jli脚ある。これは

聯|Aを総ろにしたがってiiiIM(の下位頂'1が1Wえていくためであるが、iilM森Ｊｎ

ｌｌもこれに蕊づいて、１，２fla4k)'１，３，４年４Ｍ１，５，６年'Ｍ１の合わせ

て３バターンノ'１葱した。したがって、爽際の分析の|簾も、それぞれ分けて行

うことになる。今'''1はこのうち１，２ｲF41i、３，４年/I;の２ｲ蝋(のデータ分

析ﾎﾞilillAをWiili･する。

２．総合単元的道徳学習の実践

蚊初に、‘illlIiiに|)11ﾄﾉﾉしていただいた学級の１１１から一つの学級（1年1mの

火践を１１)(りあげ、総合lii允的辿徳学習の実際について、その一例を示してお

きたい。表１は担任教lilliに提供いただいた授業計、を一覧表にしたものであ

る。総合主題は「やさしいこころで｣、期間は４月～７月、すなわち－学期

である。この例を示すことによって、より具体的な総合単元的道徳学習の構

想がWlらかになるであろう。

表から明らかなように、担任は道徳を核として、あらゆる教科と相互連携

を図って計画を立てている。生活科では、植物を育て、動物（うさぎ）と触

れあうことによって、動植物を大切にしようとする心を育てようと試みてい

る。また国諮では、虫や花について図鑑や絵本を使って調べさせたり、日記

や作文を通して、学習を振り返り、関心を深めようと試みている。図工では、

｢どうぶつさんのおうち」を作ろうという主題で寸動物の気持ちになって、
釛物が住んでみたくなるような家を作らせている。

笈跳を終えた後、t1l征教Illliは子どもたちの様/･や態皮、子どもたちのi11:い
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表１）総合単元構想（総合主題「やさしいこころで｣）
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総合単沁的道徳学習の効果に閲する実証的研究Ｉ（四本）

た作文を通して、若干課迦は残るものの、子どもたちの道徳性が深まったと

評(iHiしている。

ここで紹介した例のように、これまでの総合jLiijiC的道徳学習に関する研究

では、こうした実践報告の形をとるものが一般的である。もちろん、実際に

子どもたちに触れあっているのはlI1任教611jであるから、評価i者としてこれほ

ど適任者はいないとも言える。しかしながら、イリ度も指摘しているように、

それだけに客観性も失われかねない。そこで次には、こうした評価も認めた

うえで、評ｲilliのもう一つのllIiHiであるデータの統計的分析による効果の災iill；

的検討を試みたい。

３．道徳性尺度の作成

火ｉＩＩｌｉ的なデータを)|Iいて道徳|ｿ'1が深まったどうかをｲﾊillするには、道徳ｆＩｉ

のｉｌ１Ｉ)iﾑﾉ<｜HiがXi製である。総合１１吋Ij的道徳ﾀﾞﾂ:1Wを実践している学級としてい

ない学級で道徳性にどのような鑑異が生じているのかを比較検討するのが維

本的なスタンスとなるが、それには共通する尺皮が必要となる。こうした研

究では、それぞれの項目に対し、「あてはまる」＝３点、「どちらとも言えな

い」＝２点、「あてはまらない」＝１点などといった得点を与え、それぞれ

の合計点や合計の平均点を比較するという方法がよく用いられる。例えば、

項目が10あり、それぞれに１点から３点の得点が与えられるとすると、値の

範MHは10点から30点となる。そうして単純に足し算された得点を比較するの

である。したがって、「主として自分自身に関すること」や「主として他の

人とのかかわりに関すること」といった内容ごとに合計点を出して比較する

という方法も取り得る。しかしながら、ここではあえてそうした方法を採用

しない。分析上、数々の問題があるからである。

まず節一に、統計学的に言えば、各項目Illjの重みの違いを平準化できない

という問題である。例えば、「やさしさ」「親切さ」「J1i感的理解」という３

つの川1を「思いやり」尺度として、思いやり得ﾙｽﾞを算１１)しようとする場合
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で説明してみよう。各項｢1は３段階で測定され、１～３の値の範囲をとり、

この尺度の鐙低点は３点、鹸樹点は３噸目×３点で９点となるとする。ここ

でIUj題となるのは各項mlIjの平均や分散の迷いである。例えば、「やさしさ」

の３点と「親切さ」の３点は、ＩＤりじ３点でも葱味するところは違うと思われ

る。それらは平均も分散も異なっているからである。センター試験の理科の

生物と物理の平均が２０点以｣:M1くと得点iiM終が必要ではないかという議論

が持ち上がるように、平均や分散の違うものをそのまま合計するにはそれな

りの配慰が必要となる。

さらに'Ｍ１題は、そうして合nilされた得A1Xは、住々にして正規分布を描かな

い場合があるということである。特に亜'11|ｿil}分析などで従属変数にⅢいる変

数は、戯的変数でできるだけiMJ分布に近いものであるという大前提がある。

そこで、社会学や心;Ii1l1学では、lkl子分析を行った後に算ｌｌＩされる|卿子得点

を１Nいるというﾌﾞﾉ法がよく採られる。｜)１Ｗ得ﾉA(であれば、各項MIlilの簸みの

違いも平準化でき、Ｊﾋﾞ蜆ﾂﾞＭｊであるという前捉もある。

lXl子分析を用いるメリットは、もう一つある。光ほど「主としてＩ÷1分自身

に関すること」や「主として他の人とのかかわりに関すること」といった内

容ごとに分類して合計点を出して比較するという方法も取り得ると述べたが、

これにも問題がある。それは分類の方法に関するものである。このような分

類は理念上のものであり、実際に子どもたちが認知している構造とは食い違っ

ている可能性があるからである。子どもたちは、内容ごとになされた分類を

そのまま認識するわけではない。大人たちがカリキュラムを作るうえで行っ

た分類は、子どもたちには関係のないことである。

例えば、指導醤ではそれぞれ異なる分野に位世づけられている３（２）「生

命を大切にする心をもつ」と４(1)「みんなが使う物を大切にし、約束やき

まりを守る」という項目は、何かを大切にするという共通性もまた持ってい

る。子どもたちが実際に学ぶ際の認識では、３.主として自然や崇高なもの

とのかかわりに関すること、４.主として集'１１や社会とのかかわりに|１０する
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総合ljijC的道徳学習の効果に１１Ｉする尖証的(iﾙ究1（il1Mx）

こと、という分類以｣二に、大切にするという共迦性こそが重要となる可能性

もある。実は囚子分析には、子どもたちの認識の仕力に重点をおいた項『|分

類ができるといった効能もある。

そこで、ここでの分析では、そうした理念上の分類に拘束されることなく、

なおかつ〕J(|]ごとの並みの述いいﾄﾞ準化できる|ﾉＷ･分析により111LられるｌＭ／・

得点を１１ｌいる。

，MlN的な比岐検討に先立ってlkIf分析を行った結果が表２，３である。我

２は、１，２年(tのデータを)|｝いて11M子分析を行った紬JlU:である。

表２）道徳性の因子分析（１，２年生）

ｕＩｆｌ

感紺の

孤持(〉

囚ｆ２

Ｉ９１ｉｌｔＭＡ

囚．１．．３

雛Ｉｉｌ１との

かか】ＩＪＩ）

〃11ｵﾉｨﾙい:.〈ｌｕｌ,人に、あIjが》:う↓;いうムイ,l)ｾｲ､．’てい路，

いの1,LI/:い･11つだとかんがえた色ﾉｰかある

｣j'（好人、小IJf:hんに`ありかと.､という]１ナノをも，’ていみ

'剛伽?ぃ２０人ぺ,光化に、Jbljかとう」:い･>､Ｗｊちをｲ､っている
－-゜｢-=●｡～ｮ－--～－－●－－－－-－-－￣●－．Ｆ+－－，□￣￣｡￣－－－－－－－－－-－－－－－－ママ－

としの『,いこい人ぺ，、おじさん、お(.rどんにしんせつ'二でふる

くんきょうやとうばんのしごと'よ、巻いごまできちんとやる

きれいなＩＩＬさやｲﾋﾟなどをみて、すばらしいなとおもったことがある

ランドセルにいれるきょうかしょは、じぶんできちんとよういしている
￣c￣｡￣-－－－■■＝゛－■￣L~￣●-－-－－－－－－－－－－■◇－－－－-－－■￣－－－－－－－－－－－－－－－－

ともだちと'0:かよくあそぶことができる

べんきょうのどうぐや、あそぶもの{if、たいせつにしている

みんなでつかうものをたいせつにしている

うそをついたりごまかしをせずに、しょうじきにできる
￣－－－－－－－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

じぷんでよし､とおもったことIよすすんでできる

先生やともだちにきもちのよいあいさつができる

外であそぶときや、どうろをあるくときは、あんぜんにきをつけている
化やどうぶつなどをかわいがっている

０．１４５

－().1011

（12111

０．４１１

Ｕ､０７７

１Ｍ)(ｉｌ

（).'４３

０.()119

-0.019

0.221

0082

0095

０.Ｉ８６

ｑｌＯ８

ｑ３０３

－０．１１９

－０．０４３

0.198

０３６２

0,045

0.021

0.092

0.106

0.331

0.485

0414

0.312

0.379

0.117

0.245

0.323

0.463

0489

0.293

0.218

0.150

１A1打Ⅱ（

瀞ツ率（Wl）

鼎禰寄与率（Wi）

4.500

16.945

10.945

1.252

13.675

30.620

1.227

12.999

43.619

注）因子負荷量は、絶対値が.500以上のものを採用した。

対象が低学年ということもあって、構造が安定しているとは言い切れない

が、分析では３つの因子をllllll)した。因子１は「おせわをしてくれる人に、

あＩ)がとうというきもちをもっている」「お父さん、お臥さんにありがとう
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というきもちをもっている」「学校にいる人や先生に、ありがとうというき

もちをもっている」など、主として感謝に関するJrililからなっている。そこ

でこのUM子１を「感謝露の気持ち」と命粉した。以ﾄ1ｔ１１様に「べんきようやと

うばんのしごとは、さいごまできちんとやる」「ランドセルにいれるきょう

かしょは、じぶんできちんとようししている」といった、主として自律に関

する〕r川からなっているとﾊﾑ(わ』lしる'八|子２を「|則１１１:'lfli｣、「ともだちとなかよ

くあそぶことができる」「みんなでつかうものをたいせつにしている」「うそ

をついたりごまかしをせずに、しょうじきにできる」といった、主として雄

ｌｉＭ１ｉＪｉに|剣する項Nからなっている|川ｆ３を「染lrIlとのかかわり」と命端し

た。

表３）道徳性の因子分析（３，４年生）

［Al子３

職．、Ｍ１

とのｶｶ､I)1１

悶子Ｉ

騰州の

弧持ち

因子２

fliWr性

お父さんぺ'お母さんに､ありかとうという弧持ち

ぃのちをもっているものは、たいせつにしてあげ

をもっている

ようと思っている

0.716

0.693

0.623

0.564

0.545

0.533

0.522

0013

0.173

0.313

-0.016

0284

0409

0153

ＯＩｌ９

ｑＯ５７

0.195

0,155

0165

0.097

-0.066

おせわをしてくれる人やおとしよりに、かんしやのざもちをもっているＩＯ６２３Ｉｑ２１１

先生や学年ではたらいている人に、ありがとうという気持ちをもっている10.56410.168

正しいとM削ったことはゆうきをだしてやっている

みのまわりのしぜんやどうぶつ、しょくぷつをた

友だちとなかよく、たすけあってしごとができる

自分のまちがいはすなおにあやまれる

学校や家のしごとを、自分からすすんでやってい

いつもれいき正しく人と話ができる

うそやごまかしをしないでしょうじきにしている

自分のことは自分でやっている

自分たちのすんでいるところが、すばらしいと恩

Ｈ本の園はよい園だと思っている

美しいけしさやきれいなものを見ると、すばらし

TＪＷｉ
0.656

0.652

0,616

0.584

0.517

ｑ302

0.128

0.126

学校のきまりや友だちとのやくそくは、きちんとまもるＯ｣7５０４９９

こまっている人や年のちいさい人にしんせつにできる0.4540.453

やろうときまったことは、すこしぐらいくるしくてもがんばっている04410.381

1.289

16.344

34.5４５

1.130

11.599

46.1４４

固有値

寄与率（％）

蝿概寄!』率（％）

５．８８６

１８２０１

１８２０１

注）因子負荷園は、絶対値が.500以上のものを採用した。
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総合単元的道徳学習の効果に関する蕊証的研究Ｉ（西本）

表３は、３，４年生について分析を行った結果である。項目数が増えるな

ど、多少項目が異なるが、１，２年生の結果とほぼ同様の因子が抽出された。

因子１「感謝の気持ち｣、因子２「脚徽性｣、likl子３「社会・自然とのかかわ

り」と命渦した。

以下の分析では、こうして得られた因子得点を用いる。

４．総合単元的道徳学習の効果の検討

条件が整ったので、ここでは総合単元的道徳学習の効果について検討した

い。方法は極めて単純である。すなわち、実践を行っている学級群と行って

いない学級群で、閥ＷＭｿＡｌｉの平均点を比較するというものである。２つの集

Illllllの111L）l1j;の比鮫には、２群の{ﾘＷ均仙の鑑の検定（Ｔ検定）がよくlljいら

れる．そこで、それぞれのMjaについて、ｌｆｌＡＬｌｉの「実践あI)」群と「実践

なし」１１ﾄﾞのＩＩＩｊで|人仔ｉＭを川いてＴ検定をｲﾉった結果が表４である。なお、

lﾉﾘ刊１Ｍ(はリム均がほぼ０に近くなるように設定されており、得点が高くなれ

ばなるほど道徳性が商いことを示している。

表４）総合単元的道徳学習の実践の有無と道徳性の関連性（Ｔ検定；１年生）

＊

注）＊は５％水準で有意であることを示す。

我を兇ると、傾向としてすべてのlXl子について「実践あり」群の得点が筒

－６８－

Ｎ平均値標準偏差

感謝の気持ち 実践なし

実践あり

４
５
５
６

0.076

0.205

Ｌ182

0.804

自律性 実践なし

実践あり

４
５
５
６

－０．２３１

0.173

1.136

0.851

集団とのかかわり 実践なし

実践あり

４
５

５
６

0.070

0.145

1.056

0.926



<なっているが、特に「自律性」について統計的に有意な差があるのがわか

る。因子得点の平均点は「実践あり群」の方が闘い。したがって、実践あり

群の子どもたちの方がＭ律性」に関する道徳性が深まっていると解釈でき

る。

表５）総合単元的道徳学習の実践の有無と道徳性の関連性（Ｔ績定：３，４年生）

＊＊

注）＊＊は１％水準で有意であることを示す。

続いて、表５は、同様に３，４年生について分析を行った結果である。や

はり傾向としては、「実践あり」群で得点が高くなる傾向にあるが、特に

｢社会・自然とのかかわり」において有意な差が見受けられる。

表４においては学年による影響（例えば、学年が高くなるほど道徳性が高

くなることが考えられる）を排除するため、２年生のデータは含めずに分析

を行ったが、表５の分析においては特にそうした処置を行わなかった。実は

４年生には、総合単元的道徳学習の実践を行っている学級はない。３年生の

２学級がのみが行っている。にも力､かわず、このように「実践あり」群と

｢なし」群の間で統計的な蕊が見出されているのである。この結果が示唆す

るところは、学年の影瀞を排除しなくても、あるいは、学年の影響を考慮し

たうえでもなお、それを相殺するくらいの効果を、総合単元的道徳学習の実

践が与えているということである。表は示さないが、実|鶴、学年間でＴ検定

を行ったところ、４年生に比べ、３ｲﾄﾞAkの道徳性iML点の方が高かった。ここ

-－６９－

Ｎ平均値標準偏差

感謝の気持ち 実践なし

実践あI）

234

5６

－００１６

－０．００３

1.056

0.882

１３律性 災践なし

爽践ぁI〕

234

5６

－００３９

0.119

0.970

1.146

社会,脚然との

かかわり

実践なし

実践あり

234

5６

－０．０１１

０３８２

1.009

0.700



総fflliﾉc的道徳学習の効来に|則する災iii}(的研究１（四本）

まで筒うと言い過ぎかもしれないが、総合jii元的道徳学習の実践により、３

年生全体の底上げが起こった1り゛能性を示唆する紡架である。

結びにかえて

以Ｉのように、すべての|ﾉ$1J･で狗愈な結采が１ＭLられたわけではないものの、

やはりパゼ体を通して見ると、総合11i元的道徳学倒の効果はあると認めざろを

１１|Lないように思われる。いずれにしても、今後さらなる微辮で誹ﾎﾟIllな分析が

必要となるが、現段llMiにおいては、総合蝋)C的道徳瀞::iWの効栄を示唆する絲

1,MはiMLられたように,ｌｕわｵしる。したがって、水i倫文の;'1初の|]的である、災

１１ＭによるiiliIilliと、{ｉＩ１:究蘓ffによる;洲lliのＩｌｌｌＩｌｌＩＩ(liからの効果のｲilii鰍と、そｵしが

・応・致していたことをlⅢらかにできた(，

ただし、（iﾉl:先を進めるにつｵL、いくつかの,i１１組も|ﾘ｣らかになった。雌後に

iWiぴにかえて、そうしたllIl伽こ触;Iしたい。

鮒…に、画１１１１級iil船をｲ『うには(Ｗﾄﾞが低すぎるという'１１１趣である。特に多

変戯解析を行うには残念ながら週１１:な学年とは蘭えず、そのため分析もかな

りｉｌｉＩ約されるKliがあった。ただし、質ll1j紙の実施にあたっては現場の先生方

の多分な協力をいただいた。特に低学年を担当しておられる先生方には、子

どもと一緒になって、子どもたちがliil答しやすいよう、一間一間丁寧に手取

り足取り調査を実施した総緯があり、ご迷惑をおかけした。しかしそのおか

げもあって、得られたデータは比較的信頼`性の高いものとなったと思われる。

例えば、因子分析結果の寄与率などを見ても、そうしたことはうかがえる。

そこでここでは光分に信頼できるデータであると判断し、単純ではあるがあ

る程度の統計的分析を行った。

第二に、研究のデザインに関してである。今回は１回の調査による、いわ

ゆる枇断的調査のスタイルをとった。しかし、教育心理学の分野、特に教育

ｉｌＩＩ定・iil[lilliの分野では、常發手段として図１に示すようなｲijr究デザインをⅢ

いる。
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《統制群》 道徳性の測定

(実験群》 道徳性の測定

<実践前〉〈実践〉

図１研究のデザイン

<実践後〉

例えば、今u]ｌのように、たとえiIlij瀞の'11]に蕊が確認されたとしても、それ

はもともとあった蕊であるIjJ能性も捨てきれない。|X|のように、事前の調森

がない'1Ｍ、その点に関しては確認できないのである。そうした課題を解決

するにはやはり、統制群と実験群を設定したうえ、騨前と躯後の少なくとも

２１回lにわたる、いわゆる縦断的調査が必饗となるであろう。

また、その辮後調森も、少なくとも21,1行う必要もあるかもしれない。実

践直後だけでなく、しばらく時間が経過してからの効果を雌認するためであ

る。ただし総合単元的道徳学習について言えば、一年間を通して実践を行う

場合も少なくないので、事後調査といっても、どの時点で事後なのかは判断

しにくい。だが、実践中であっても、やはり複数回、道徳性を測定すれば、

新たな発見に繋がる可能性もある。さらに繊密な分析を行おうとすれば、お

のずと以上の処ii艶が必要となるであろう。

第菫に、今回のような比較的単純な調査では、総合単元的道徳学習の実践

以外の、その他の要因を排除することが難しいという問題である。例えば、

道徳教育に関してもともと熱心な教師が、研究も熱心に行い、そうしている

うちに総合単元的道徳学習に出会い、実践を始めたとする。そうして総合単

元的道徳学習の実践群と非実践群の|H]で差が生じたからといっても、それは

総合馳元的道徳学習11i独の、純粋な効果であるとは闘い切れない。むしろ、

－７１－

－－－－－－－－－申

－－’ －－秒

道徳'性の測定

道徳性の測定
総合』i１.允的道徳

学習の実践



総合jii元的道徳学習の効来に関する実iil上的(iH先１（四本）

担任教Niljの熱心さなど、その他の婆悶の力が、大きな影響を与えている可能

性もある。今回の結果だけで結論を下せない一つの所以である。

ただ、ここでは報告できなかったが、蟻い、教liliに関するデータや保繊名・

に関するデータも今lllのiiMlｲfによりｲﾘている。今後変数を1mやし、さらなる

'洲llな分析を行う予定である。本iii7文が「ｌ」と銘打っているpl11ljである。

卿lL1に、道徳性のi111定攻Ｕと、災際に尖銭している内容との対応関係に関

する1M|題である。先ほどの実践例では、総合主題「やさしいこころで」の場

合をiW{介したが、主題となりうるのはそれだけではない。自然にかかわる内

群である場合もあるだろうし、郷｣Zに側する内容であるかもしれない。道徳

性にはそのように様々なlllI1Iiがあると考えられ、イＩﾘを主題とした実践かによっ

てその効股は1'昭なるであろう【，さらに、総合111化的巡徳学191を突践している

17:級の''１でも、ザ:級ごとに総ｲMMuはY'1なるであろうから、…ﾉij｢|<)に「災践

ｌＩ１ｋｌとl11iってしまうこと「|体にもｌｌＭがあるだろう。道徳'|ｿkのil1I定尺皮の|》１

発ともかかわってくるであろうが、さらに繊密な分析を行うためには、その

あたりをどう統制していくかが課題となると考えられる。
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