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【実践研究】

「特別の教科　道徳」の教科書教材と授業展開に関する一考察
−小学校「生命の尊さ」項目の教科書教材分析を手がかりに−

村末　勇介 *

Consideration of the Textbook "Special Subject Moral Education"and Lesson Development:Emphasis 
on Analysis of Class Project on "Dignity of Life" at Elementary Schools

Yusuke　MURASUE*

キーワード：  特別の教科道徳，教科書，教材分析，生命尊重，がん教育，教師の専門性

１．はじめに

　平成 30（2018）年度から，「特別の教科　道徳」（以下，「道徳科」）が本格実施となった。道徳の教
科化にあたっては，既に多くの論者がその問題点を指摘している（たとえば，佐貫，2015；山崎 2015，
2016；北田 2017 など）が，その論議の中心は，検定教科書における教材および補助教材の活用方法や「考
え議論する道徳」にするための授業展開，そして評価方法などをめぐってのより具体的な授業づくり，す
なわち，具体的・実践的作業のあり方へと重点を移してきている。
　ところで，文部科学省（以下、文科省）は「道徳科」を推進し，充実させるために，様々な手段を講じ
ているが，その１つに文科省ホームページ内に「道徳教育アーカイブ～『道徳科』の全面実施に向けて」１）

というコンテンツを開設している。これは，学習の主体となるべき子どもたちとその保護者，そして国民
への「道徳科」設置に関する説明責任を果たし，そして更に，現場での教育実践主体としての教員に対す
る情報提供の場の役割を果たすものと考えられるが，そのトップページにおいて，「文部科学省では，『特
別の教科 道徳』の趣旨や理念の実現を図るため，『考え，議論する道徳』の授業づくりの参考となる映像
資料等を提供し，学校の取組を全力で支援します。」と宣言しているように，「道徳科」に対する文科省の
力の入れ具合が並々ならぬものであることが理解できよう。

要　約

　2014 年 10 月，中央教育審議会が「道徳に係る教育課程の改善等について」を答申し，小・中学校にお
いて「特別の教科　道徳」の新設が決定された。これをうけて，2015 年 3 月には学習指導要領が一部改
正され，それから，わずか３年後の 2018 年，小学校において本格実施を迎えた。教科化により「道徳科」
の検定教科書が登場したが，この短期間においていったいどのような教科書が作られ，それらは今後どの
ように活用されていくのだろうか。また，これまで蓄積された様々な形式の補助教材（地域教材や学校独
自の教材）等の扱いはどうなるのだろう。
　こうした問題意識の下，本研究では，道徳教科化の根拠とされた「いじめ問題の解決」にとって重視さ
れる「生命の尊重」項目内容に関する教科書会社８社，145 本の教材を分析した。その結果，「道徳科」教
科書が，厳しい規制の中で短期間で作成されたこともあり，内容的には各社横並びの傾向が明らかになっ
た。さらに，「道徳科」の授業の担い手たる教師自身が，その教科書の使用義務に強く制約を受けること
も予想される。このような中で，主体的な授業づくり，とりわけ文科省が推奨する「考え，議論する道徳」
に対してどのようにとり組めばよいのか。課題山積の中，その 1 つの方法である教科書教材を創意・工夫
の下，主体的に活用する視点について，筆者自身の具体的な実践例から紹介した。

* 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
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　だが，この力の入れ具合とは裏腹に，元文科省官僚であった寺脇研によれば，「教科書会社は歴史上初
めてとなる道徳の検定教科書を作るにあたり，じっくり時間をかけて内容を編集する時間がなかった」（寺
脇 2018:p43）とされるように，子どもたちの学びの仲立ちとして活用が義務づけられる「道徳科」の教
科書自体が，実質わずか１年足らずで作られているという。皮肉なことに，「考え議論する道徳」をめざ
す教科書作り自体が，十分に「考え議論する」過程を経ているわけではない。こうして，兎にも角にも，
動き始めた「道徳科」は，これから，子どもたちと教師の「生」が創り出す実践現場に，いったいどのよ
うな変化をもたらすのだろうか。
　本稿では，こうした問題認識に立ち，既に子どもたちが手にしている「道徳科」の教科書教材が，どの
ような内容になっているのか，その傾向を明らかにする。その際，筆者が長年とり組んできた「いのち」
をめぐる教育実践との関連から，「道徳科」の徳目内容の１つである「生命の尊さ」に関する教材の分析を
中心に進めていく。この内容項目を選択したのは，後に触れるように，道徳が教科化されるにあたっての
主たる根拠とされた「いじめ問題の解決」とも深くつながりのある内容項目であると考えられるからである。
　こうした作業を踏まえて，後半には，教師の主体的とり組みとしての「教材つくり」を中心とする実践
課題について，具体的な教科書教材の活用例を示し，述べてみたい。このことによって，様々な規制の中
で見失いつつある教師の生きがいや自尊感情につながる教師の専門性を明確にできればと考える。

２．道徳教科書の登場をめぐって～３つの矛盾

　⑴　道徳の教科化への期待と現場感覚の矛盾

　道徳の「教科化」については，「修身科」の復活論と共に戦後一貫して主張されてきた（山崎
2015）。今回の「教科化」の実現にあたって，第２次安倍内閣の下での「教育再生実行会議」や文科
省が繰り返し強調してきた「道徳教育の充実が求められる背景」とは，「深刻ないじめの本質的な問
題解決」である。深刻化するいじめ問題が，道徳教育を充実させることによって解決するのであれば，
それはもちろん無条件に喜ぶべきことである。だが，「学校できちんと『道徳』を教えていれば，い
じめが減っていくはずだ，だから正式教科にするという論理は，まったく馬鹿げている」「少なくとも，
2014 年度に『心のノート』を全面的に改定し，『私たちの道徳』にした結果でいじめが減ったことを
確認できるようなデータはどこにも見当たらない」（寺脇 2018:p72）との言を待つまでもなく，教育
現場で日々子ども集団と関わり，「格闘」している教職員たちは，いじめ問題の解決がそれほど簡単
ではないことを知っている。だから，悩み，苦しんでいるのだ。それを象徴するのが，今回の道徳教
育重視路線の前提・根拠，あるいは「踏み切り板」となってしまった「大津中２いじめ自殺事件」（2011
年）が，他ならぬ「道徳教育実践研究事業」推進指定校で起きてしまったという事実である。
　したがって，「いじめ問題の解決」の具体策として，道徳教育を強調し，教科化を叫ぶだけでは説
得力に欠ける。これは，誰の目にも明らかなことであろう。したがって，文科省は，これまでの道徳
教育の課題を，２つの視点から提示する。まず第１に，歴史的経緯の影響から，道徳教育そのものを「忌
避する」風潮が現場にあり，決められた 35 時間がきちんと実施されていない。これを道徳教育の「量
的課題」であるとする。第２に，効果的な指導方法の共有がなされていないこと，読み物道徳からの
脱却が必要なこと，道徳の時間に対する児童生徒の受け止め方が悪化していることを挙げ，それらを

「質的課題」とする（文科省 2017a など）。
　こうした２側面の課題を，いじめ問題の解決に向けたもう１つ手前の次元の課題，すなわち，道
徳の教科化による量的確保と，「考え，議論する道徳」への質的転換として設定し，克服することで，
いじめ問題の解決につなぐと言うのである。これでは，「いじめ」対策に苦慮する現場の苦悶と関心
の矛先が，「道徳科」の研究へとすり替えられてしまわないだろうか。悩み，苦しむ現場教師たちの
違和感は曖昧にされたまま，新たな課題が別に付け加わったとも言える。それも，自分たちの教育実
践の内側からではなく。これが，道徳教科書の登場をめぐっての第１の矛盾である。
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　⑵　内容項目の規定と「考え，議論する道徳」との矛盾

　こうした道徳の「教科化」の流れには，当然のことながら賛否両論が湧き起こった。上に述べた，
「いじめ」の本質的な解決につながるのかという問題についての賛否もその１つ。だが，問題の核心は，
やはり「道徳科」がそもそも教科として成り立つのかどうかという点についてである。
　周知の通り，教育課程の内容である様々な「教科」（生活科を除いて）は，それぞれが根拠にする
科学・技術・芸術等の明確な存在根拠を持っている。この根拠の不明瞭さが，「道徳科」が「特別の
教科」という冠を付けた中心的な理由であろうが，その内容項目自体は，いったい誰が，どのように
決めるのだろうか。この疑問に関わって，憲法学者の木村草太は，一般向けのホームページ上で，次
のようにわかりやすく，そして皮肉を込めて問題点を指摘している。「『道徳』といわれると，多くの
人は漠然と『人として良いこと』と考えてしまう。しかし，『道徳』の内容はあまりに曖昧だ。また，
法律と違って，誰が作るのかもはっきりしない。このため，『道徳』の授業には，一部の人や集団に
しか通用しない規範を，漠然とした圧力で押し付けてしまう危険がある」（木村 2016）。
　「道徳科」で扱う内容項目は，次のように，小学校・低学年 19 項目（⑥⑪㉒の内容項目は無し），
中学年 20 項目（⑥㉒の内容項目は無し），高学年 22 項目，中学校 22 項目となっている。

Ａ主として自分自身に関すること〔①善悪の判断，自律，自由と責任／②正直，誠実／③節度，
節制／④個性の伸長／⑤希望と勇気，努力と強い意志／⑥真理の探究〕

Ｂ主として人との関わりに関すること〔⑦親切，思いやり／⑧感謝／⑨礼儀／⑩友情，信頼／
⑪相互理解，寛容〕

Ｃ主として集団や社会との関わりに関すること〔⑫規則の尊重／⑬公正，公平，社会正義／⑭
勤労，公共の精神／⑮家族愛，家庭生活の充実／⑯よりよい学校生活，集団生活の充実／⑰
伝統や文化の尊重，国や郷土を愛する態度／⑱国際理解，国際親善〕

Ｄ主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること〔⑲生命の尊さ／⑳自然愛護／㉑
感動，畏敬の念／㉒よりよく生きる喜び〕

 
　 確かに，ここに挙げられた 22 の項目を眺めてみると，木村の言う「人として良いこと」ばかりで
ある。１つひとつは，どれも大事な内容であり，別の言い方をすれば，「親がわが子に言う小言の定
番のような内容」（藤川 2018）でもある。
　一方，佐貫浩は，この中には，次のような内容項目が「見事に排除されている」と例を示しながら，
そのままでは見過ごしてしまいそうな「偏り」に注意を喚起する（佐貫 2015）。

「人権」「人間の尊厳」「共同」「平和」「非暴力」「平等」「国民主権」「生存権（保障）」「表現の自由」
「意見表明権」「自治」「働くものの権利」「学習権」等々

　さらに，山田綾は，⑮や⑰の項目に関わって，「ＤＶ家庭に暮らしていたり，外国にルーツを持っ
ていたり，多様な生活状況で暮らす子どもの姿が想定されているとは思えない。新学習指導要領には
はじめて一人ひとりの子どもの発達が異なり，それに対応する必要が示されたが，それは発達障害や
外国にルーツをもつ子ども，不登校の子どもへの『配慮』にすぎなかったのである」（山田 2018）と
指摘しているが，確かにＤＶやネグレクト等が，社会問題化して久しい現状を踏まえれば，やはり「一
部の人や集団にしか通用しない規範」になっていると言わざるをえない。
　指導要領に示された「道徳科」の内容項目の規定における最大の問題点は，以上のような指摘によ
り明らかなように，きわめて不十分・不安定な内容項目が，「権力による選択の意図性」（佐貫 2015）
によって国の基準として固定化されてしまっていることにあると言えよう。これでは，「考え，議論
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する」そもそもの土俵自体が限定的な枠内のものであり，出発点において矛盾を抱えたものと言わざ
るを得ないのである。これが，第２番目の矛盾である。

　⑶　検定教科書教材の使用義務と教師の「創意工夫」との矛盾

  道徳教科書の登場をめぐる第３の矛盾は，「一方で教師の自主的な『補助的な教材』の開発を奨励
しておきながら，他方ではその補助教材に関わる規定を厳格化することで結局は検定教科書以外の使
用を厳しく制限するという，ダブルスタンダードの状態」（北田 2017）になっている点である。
　北田桂子は，「道徳科」の検定教科書をめぐる政策の動向について，教科用図書検定調査審議会に
よる「『特別の教科道徳』の教科書検定について（報告）」（2015），および小・中学校の「学習指導要
領解説特別の教科道徳編」（2015）の精査を通して，「道徳科」の検定教科書が現場教師の実践に対し
て厳しい規制をかけることを予想している。その根拠の１つとして，「道徳科」の検定以前に，教科
書全般に関わる「義務教育諸学校教科用図書検定基準」の改正（2006）が，たとえば，学習指導要領
に示された内容事項を「不足なく取り上げていること」ばかりでなく，「不必要なものは取り上げて
いないこと」という「二重の縛り」をかけている点を挙げる２）。さらには，こうした検定基準に加えて，
今回の「道徳科」教科書検定においては，「道徳科の内容項目との関係の明示を求めること」といった，
学習指導要領の内容項目に添う形でのさらなる厳しい「道徳固有の条件」が付加されていることを指
摘している（北田 2017）。
　つまり，ここから見えてくるものは，教科書発行者自身が強力な縛りの下で教科書を作り，現場教
師たちは，そうしてできた教科書にさらに縛りつけられるというがんじがらめの構図である。本来，
学校という学びの場で培われるべき道徳性とは，子どもたちとそれに関わる教師たちがそれぞれの生
活現実を抱え，お互い発展途上の個性を持ち寄り創り出す，まさに世界に１つしかない人間的なドラ
マの中でこそ育まれるものであろう。
　教師による主体的とり組みの許されない二重三重の縛りのかけられた空間で育まれる道徳性とは，
いったいどんなものなのだろう。いやそれ以前に，教師たちの教育実践への意欲自体が，根こそぎ奪
い取られてしまわないかと危惧される。
　もちろん，その危険性については，文科省も当然承知している。したがって，「学習指導要領解説　
特別の教科道徳編」（文科省 2017b）では，第４章・第４節，道徳科の教材に求められる内容の観点
において，一旦は，教師の自主的・主体的な教材開発を奨励する立場を次のように示している。

　児童の発達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教材の活用に努めること。特に，
生命の尊厳，自然，伝統と文化，先人の伝記，スポーツ，情報化への対応等の現代的な課題な
どを題材とし，児童が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり，感動を覚えたりするよう
な充実した教材の開発や活用を行うこと。

　そして，⑴ 道徳科に生かす多様な教材の開発，⑵ 多様な教材を活用した創意工夫ある指導の２項
を起こし，具体的な教師のとり組みの視点について丁寧に説明を行っている。この節を読んだ多くの
教師たちは，おそらくふたたび教育実践を主体的で創造的な営みとして確認し直し，元気を取り戻す
であろう。ところがである。そのすぐ直後に，次のような注意事項が添えられている。

　道徳科では，児童が様々な場面において道徳的価値を実現できるようにするための道徳性を
養うことができるような指導を行うことが重要である。道徳科の授業は，言うまでもなく学習
指導要領に基づいて行われるものであることから，授業で活用する教材は，教育基本法や学校
教育法その他の法令はもとより，学習指導要領に準拠したものが求められる。
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　道徳科に生かす教材は，児童が道徳的価値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に資するものでなければならない。また，
児童が人間としての在り方や生き方などについて多様に感じ，考えを深め，互いに学び合う共
通の素材として重要な役割をもっている。
　したがって，道徳科に用いられる教材の具備する要件として，次の点を満たすことが大切である。

　その具備する要件とは，次の３つ。⑴ 児童の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわし
いものであること，⑵ 人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間関係
の理解等の課題も含め，児童が深く考えることができ，人間としてよりよく生きる喜びや勇気を与え
られるものであること，⑶ 多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方や考
え方に偏った取扱いがなされていないものであること。
　それぞれの説明については省略するが，細かな注意事項が述べられた最後に，

　なお，教科用図書の教材を使用するに当たっては，「学校における補助教材の適正な取扱いに
ついて」（平成 27 年３月４日初等中等教育局長通知）など，関係する法規等の趣旨を十分に理
解した上で，適切に使用することが重要である。

という文言で締めくくられている。ちなみに，この「学校における補助教材の適正な取扱いについて」
においては，「補助教材の内容及び取扱いに関する留意事項」として，⑴ 関係法規に沿い，偏りのな
いこと，⑵ 経済的負担が過重にならないこと，⑶ 補助教材の不適切な使用についての管理・報告の
義務　などが挙げられている（文科省 2015a）。
　教科化以前の道徳教育が，文科省の示す「量的課題」を抱えていたことは事実として認めるとして
も，こうした縛りの中で，子どもたちの現実に寄り添う教育実践が「質的課題」として果たして教師
たちによってどこまで追求されるのだろうか。事実，小学校教師として 29 年間を過ごした筆者の周
りからは，今，数多くのため息と，嘆き声しか聞こえてこない。
　以上，「道徳科」の検定教科書をめぐって生起している３つの矛盾について整理してきた。次章では，
急ピッチで作られたという教科書が，実際にどのような形式と内容になっているのかを見ていくこと
にする。

３．「道徳科」教科書「生命の尊さ」項目教材の分析と考察

　⑴　「道徳科」教科書出版社

　2016 年度の文部科学省による教科書検定を経て，2018 年度より８社の教科書が使用され，「道徳科」
は本格スタートすることになった。この８社を，文部科学省公表による占有率順に示すと，東京書籍
（21.3％），日本文教出版（21.3％），光村図書出版（17.1％），学研教育みらい（14.8％），教育出版（8.6％），
光文書院（8.4％），学校図書（5.7％），廣済堂あかつき（2.9％）である。

　⑵　内容項目「生命の尊さ」選択の理由

　本研究においては，教科書教材の分析を，そのとりかかりとして項目内容「生命の尊さ」に絞って
行うことにした。それは，冒頭にも述べたように，今回の「道徳科」が教科化された主たる理由として，

「いじめ問題の解決」があげられていることによる。
　道徳の教科化を一貫してリードし，そして自らも教科書編集に関わった貝塚茂樹は，「いじめ問題
などに起因して，子どもの心身の発達に重大な支障を生じさせる事案や，尊い命が絶たれる痛ましい
事案も少なくありません。いじめなどの深刻な事案を早い段階で発見し，本質的な問題解決に向か
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うことは，学校教育が取り組むべき喫緊の課題となっています」と述べ，そのために，「子どもが命
の大切さを知り，自己肯定感を高め，他者への理解や思いやりや規範意識，自主性や責任感などの人
間性や道徳性を育成することは，これからの道徳教育が直接に担うべき重要な課題と言えます。」（貝
塚 2016）としている。各教科書会社は，このような期待を，いったいどのような形で引き取り，具
体化しようとしているのだろうか。「子どもが命の大切さを知り」という表現に呼応する「生命の尊さ」
の内容項目を分析対象として選択した理由は，この点にある。
　尚，小学校学習指導要領における「生命の尊さ」項目内容は，学年段階毎に次のように示されている。

 

　さらに，「学習指導要領解説」では，各学年段階毎の「指導の要点」として，次の点が挙げられて
いる（要約して示す）。ここに示されている諸点は，教科書教材の具体的な作成規準であり，検定の
通過規準と考えるべき視点でもある。

　⑶　学年別・テーマ別教材数

  まず，全体的なところから把握してみよう。教科書会社８社が作成した，小学 1 年生から 6 年生ま
での「生命の尊さ」項目教材は，全部で 145 本（補助教材を含む）であった。それぞれの教材が，ど
のような題材をもとに作成されているか一つひとつ検討したところ，表−１に示したように，16 の

〔第１学年及び第２学年〕
　　生きることのすばらしさを知り，生命を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕
　　生命の尊さを知り，生命あるものを大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕
　生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを理解し，生命を
尊重すること。

■ 第１学年及び第２学年
・日々の生活経験の中での生きていることのすばらしさを感じ取らせる
・「生きている証」を実感させる
・自分の誕生，自分の生命に対する家族の思いに気付かせる
■ 第３学年及び４学年
・現実性をもって死を理解できるようになるため，病気やけがをしたときの様子等から，生命

の尊さを感得させる
・今ある自分の生命は，遠い先代から受け継がれてきたものであるという不思議さや雄大さに

気付かせる
・生命は唯一無二であることや，多くの人々の支えによって守り，育まれている尊いものであ

ることについて考えさせ，生命を一生懸命に生きることのすばらしさについて考えさせる
・生命あるもの全てを尊いものとして大切にしようとする心情や態度を育てる
■ 第５学年及び６学年
・生死や生き方に関わる生命の尊厳など，生命に対する畏敬の念を育てる
・生命が宿る神秘，生命のつながりをより深く理解できるようにする
・家族や仲間とのつながり，生命の誕生から死に至るまでの過程，喜びや死の重さ，限りある

生命，生きることの意義，生命を救い守り抜こうとする人間の姿などの側面から生命のかけ
がえのなさを自覚し生命を尊重する心情や態度を育む
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カテゴリー３）に分類することができた（尚，「い
じめ」についてはこの項目内容でのみ扱われてい
るわけではないことを付言しておく）。また，表
−２では，教材文における主人公，およびそれに
準じた設定について示した。
　全体的に見れば，「生」を扱った題材が最も多く，
日常の生活の中から「生きている」ことを実感さ
せたいという意図が見て取れる。また，「誕生」の
喜び，そしてその表裏の関係をなす「死」と密接
に絡んだ，「がん」「危機」「病」も採り上げられ
ている。学校における「がん教育」の推進が政策
的にも進められる中（文科省 2015b）で，「道徳科」
における具体化の１つとして注目すべき点である。
さらに，未曾有の被害をもたらした東日本大震災
など，「災害」を中心とした題材も必然的に採り
上げられ，東京大空襲や沖縄戦を基にした「戦争」
についても多くはないが採り上げられている。
　学年段階毎に見ると，題材の内容から発達段階
が踏まえられていることが把握できる。低学年段
階で多く採り上げられている題材は，「生」「誕生」

「成長」「体」であり，中学年段階では，「生」「が
ん」「命の連続」「事故」，高学年段階では「がん」「危機」「病」「災害」「愛護」となっている。
　ただし，これはあくまでも教科書会社８社のすべての教材の分析であり，すべての子どもたちが，
このバランスによって「道徳科」における「生命の尊さ」項目内容の教材と出合うわけではない。

　⑷　教科書会社別教材の出典

　表−３は，各教科書会社が，教材とした素材を
どこから入手しているか，その出典を整理したも
のである。残念ながら，今回の分析対象としたの
は各教科書の現物のみであったため，教科書に明
示されていなかった東京書籍と教育出版について
は対象から外している。尚，文科省資料とは「小
学校道徳読み物資料集」等文科省資料からの教材，編集委員会とは各教科書会社の編集委員会よる自
作教材，その他とは出版物や書き下ろし資料からの教材である。
　この結果を見ると，あくまでも量的な視点からであるが，編集委員会という独自の特色を前面に作
成した会社，これまでの教科書編集の得意分野を生かした会社，三種均等に選んだ会社など，教科書
会社それぞれの編集に対する姿勢，特徴が見て取れる。やはり問題は，どのような内容であるかとい
うことになるが，この点に関しては，「生命の尊重」項目だけではわからない重要な指摘がなされて
いる。寺脇は，「８社の教科書をみると，同じ話が非常に幅広く採用されている」「『はしの上のおお
かみ』『花さき山』『ブラッドレーのせい求書』『雨のバス停留所で』などはすべての教科書に掲載さ
れている。また，16 の読み物について，４社以上が採用している」（寺脇 2018:p42）と述べているが，
全体の内容構成としては確かに「横並び」の傾向が強い。この点に関しては，次の項で具体的に採り
上げてみよう。

表 -１　「生命の尊さ」項目の学年別・題材別教材数

表 -２　主人公・想定された人物（「生命の尊重」項目内容）

表 -３　教科書会社毎の教材の出典（「生命の尊重」項目内容）
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　⑸　「死」の取り扱いという視点から

　ところで筆者は，これまでの
教育実践において道徳教育の枠
組みとしてではないが，積極的
に「死」から学ぶ実践にとり組
んできた。それは，子どもたち
にとって最も遠ざけたい内容と
しての「死」を学ぶことによっ
て，今を生きている自分自身と
そのつながりをもつ存在の「い
のち」を見つめ直すことができ
る価値ある学びと捉えてきたか
らである（たとえば，村末 2006，
2014）。今回の道徳教科書におい
ても，「死」を積極的に採り上げ
ており，教育現場の中での「死」
の学びの可能性を広げるという意味では
評価できるだろう。
　表−４は，全題材を通じて「死」を扱っ
た教材数を，題材による分類とは別にカ
ウントしたものである。発達段階的には，

「指導要領解説」でも示されているように，
どの教科書会社も，「死」を理解できると
される３年生以上で採り上げている。さ
らに，表−５は，同じ教材を教科書会社
別に整理した結果であるが，どの会社も
３～８の教材を当てており，３年以上の４年間の「道徳科」の中で「死」について触れることが想定
されている。
　表−６は，「死」と密接につながっている「がん」「病」を取り扱った教材と，その内容に「死」が
位置づけられているか（主人公や登場人物が亡くなってしまうかどうか）を整理したものである。低
学年段階では，「がん」「病」を扱った教材は３本と少数だが，それを克服できるものとして描かれて
おり，中学年以降では，「がん」「病」と「死」とは密接につながったものとして描かれていることが
わかる。これは，先にも触れた「死」の理解への配慮によるものであろう。
　では，もう少し詳しく見てみよう。このレベルでみたとき，前項で述べた教科書会社の「横並び」
の実態が具体的に浮かび上がってくる。「がん」「病」を扱った 31 の教材のうち，実在されたがん患
者さんを採り上げたものは 14 教材である。表−７は，そこに登場される方々であるが，全員でわず
か６名である。しかも，小児がん病棟の記録として話題となった『電池が切れるまで』の宮越由貴奈
さん（６社），骨髄バンク運動のアサガオの種で知られる丹後光祐さん（３社）など，出版物や社会
的な活動によって広く知られた方への偏りは明らかである。もちろん，誤解のないように断っておく
が，筆者が問題にしているのはそれぞれの人物に関する内容ではなく，あくまで寺脇が指摘した「横
並び」の教材選定の実態についてである。
　教科書検定の強力な縛りについては前章で述べたところであるが，教材の元となる素材の選定につ
いては，もっと幅広い情報収集の下になされて良いように思われる。「横並び的な傾向が生まれた最

表 -４　「死」を扱った教材数（学年別）

表 -５　「死」を扱った教材数（出版社別）

表－６　「がん・病」を題材とする教材に「死」が位置付けられたもの

表－７　がんを扱う教材で採り上げられた人物（出版社別）
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大の理由は『時間』である」（寺脇 2018 p.42）ことを言い訳として差し引いたとしても，前章で押さ
えたように，教師たちはできあがった教科書に二重，三重に縛りつけられるのである。筆者の経験を
踏まえて述べるならば，ここに登場するがん患者さんに加えて，たくさんの学びの世界を提供してく
れる人々は他にもたくさん存在するのである。そして，それは，他の内容項目での教材についても言
えることである。教科書教材の描く限定的な世界に閉じ込めるのではなく，その縛りを解くことまで
は無理としても，緩やかにする配慮や措置が必要だろう。
　以上，「生命の尊さ」項目 145 本の教科書教材の分析を中心にして，「道徳科」の教科書がどのよう
に作られているかその概要を把握し，問題点を明らかにしてきた。自動車や電化製品の不具合による
リコールであれば即使用中止となるが，教育の世界では通用しない。問題点を抱えたまま，日々授業
実践は展開されるのだ。では，これからいったいどのようにとり組んでいったらよいのだろうか。本
当の意味での「考え，議論する道徳」を創り出すためには。次章では，その１つの方法として，教科
書教材を積極的にアレンジし，活用する方法を具体的実践例をもとに提起してみたい。

４．「教科書教材を主体的に活用する」授業の展開−「大切なものは何ですか」（光村）の活用を例に−

　以下に紹介する実践は，光村図書出版の３年生教科書「どうとく　きみがいちばんひかるとき３」に収
められた「大切なものは何ですか」の教材を使って実施したものである。
　この実践は，神奈川県藤沢市立小学校元教諭であり，「日本作文の会」常任委員長である松下義一氏に
よって紹介された実践４）を元に，筆者が再構成して展開したものである。元々は，同社が発行する３年生
の道徳の副読本に収められた教材文であるが，筆者自身は３年生以上の小学生だけでなく，大学生，教師，
保護者に対してもこれまで何度も授業を行った経験を持つ。

　⑴　「大切なものは何ですか」の教材の再構成と授業展開

　本教材は，茶圓克己氏による同名の作品を元にしている。主題は，「かけがえのない命」。主人公の
セミが，仲間である虫たちに「いちばん大切なものは何ですか」と尋ねる。アゲハチョウが，死んで
しまった友だちのモンシロチョウについて語り，セミは考え込むというストーリーである。
　松下は，資料−１に示したように，この教材文の終末部分（ゴシック体の箇所）を修正して子ども
たちに提示し，その途中で，死生学で知られる藤田美和の「死の疑似体験」授業（磯村 2008）を参
考にしながら２つのワークを挟み込んだ。

・ワーク１：「いのち」以外で大切なものを７つ考えて書いてみよう（人・目に見えるもの・
目には見えないもの）。

・ワーク２：７つの大切なものを１つずつ消して，１つだけ残そう（失う・捨てる・手放す）。
 

　 つまり，この教材を，小学生版「死の疑似体験」授業として展開できるように修正したわけである。
筆者は，この授業をヒントに，資料−２で示したようなスライドを作成し，登場する虫たちが「何を
大切なものと考えるか」を予想し，引き込むような紙芝居仕立てで展開し，その途中で立ち止まって
の２つのワークを位置づけた。このワークを通して，今現在の自分自身にとって大切なもの・ことを
見つめることと，それらを１つずつ失い最後に迎えるものが「死」であることを疑似体験することで，

「生きること」の意味を考えさせるという展開である。

　⑵「考え，悩む授業」の成立～子どもたちと保護者の感想文から

　次に示すのは，参観日に行った授業での小学４年生の子どもと保護者の感想文である。ここに綴ら
れているように，この授業は，子どもたちも保護者もワークを通して大いに考え，悩む場となる。「大
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 資料 -１  資料 -２

　　大切なものは何ですか
茶園克巳作（松下健一補作）

　夏の初めの，ある日のことです。暗い土のトンネルか
ら出たセミが，茶色のコートを脱ぎながらたずねました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「いちばん大切なものは何ですか。」
「そりゃ，お金さ。」
と，コガネムシが，せなかをきらりと光らせました。

「ぼくは，食べ物だと思うな。」
と，アリがさとうを運びながら言いました。
　そばにいたカブトムシが，

「体がじょうぶなことだよ。」
と，大きな角をぐっと前につき出しました。
　となりにいたカタツムリは，

「自分の家だな。」
と，らくだ色のからをゆすりました。
　すると，トンボがとんできて，

「勉強も大切だと思うよ。」
と，大きなめがねをふきながら言いました。
　じっと聞いていたアゲハチョウが，

「そのとおりだね。でも，もっと大切なものがあるよ。」
と，遠くを見ながら，ゆっくりと大きな羽を合わせまし
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 −ワーク１−

　アゲハチョウは，友だちだったモンシロチョウのこと
を話しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　モンシロチョウは，クモのすにふれて，森の池に落ち
たのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「モンシロチョウが助かる方法は，ただひとつしかあり

ません。大切な七つのものから，一つのものだけを残し

て，残りのものを一つずつすてなくてはならないのです。

　モンシロチョウは，まず，〔　　　　　　〕をすてま

した。次にすてたものは…。」※

　　　　　　　　　
−ワーク２−

　太陽が西の山にかくれて，森がしずかになりました。　

　セミは，みんなの話を思い出しながら，一番大切なも
のについて，ずっと考えこんでいます。 
   　　　 

（※ゴシック体部分…原文は，次の通り。「モンシロチョ
ウは，お母さんの見つめる中で，ついに動かなくなりま
した。お母さんは，池の上を，いつまでもいつまでもと
んでいたのでした。」）

（※資料１と２の白抜き番号は対応。実際のス
ライドは，全部で 20 枚あるが，スペースの
関係で表紙１枚，　３～４の間の７枚を省略
している。）
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切なもの」を書き抜き，それをみんなに発表する場面では，教室全体に共感の拍手が起こり大きく盛
り上がるが，逆に１つずつ消していく場面では，沈黙の中からうめき声すら上がる，悩み苦しみの時
間となる。この対比的時間を共有することが，子どもたちにとっても，保護者にとっても，「生きる
こと」の意味を考えるきっかけとなったことが理解してもらえるのではないか。
　このように，所与のものとしての教科書教材に，教師の創意・工夫によって新しい「いのち」を吹
き込むという余地はまだ残されているのではないだろうか。「道徳科」の授業を，子どもたちにとっ
て少しでも意味のあるものにしていくための方法的視点の１つとして提示したい。

子ども：死んでも捨てられないものがたくさんあったけど，死んだら捨てなきゃいけないと思
うと，死にたくないと思った。もし死んだとしても，捨てないでいこうと思いました。今か
らも大切にしていこうと思いました。／僕は，命の終わりの最後らへんに残ったものは，自
分にとって大切な人でした。お父さんとお母さんです。でも，僕は，親を捨てきれませんで
した。僕に命をくれた人なので，できませんでした。大切なものや人を捨てることはなかな
かできませんでした。／自分が，いざ捨てるとなると，悩まずに捨てられるものもあるけど
大切な人を捨てるとなると，結構捨てられなくなるんだなあと思いました。自分にとって，
命も大事だけど，大切な人もすごく大事だということがわかりました。／やっぱり何もかも
切り捨てていくのは，自分にとってがまんの戦いなんだなと思いました。今日，１番捨てた
くなかったのは，お母さんとお父さんです。やっぱり僕たちを見守ってくれたり，欲しいも
のを買ってくれたりするから，捨てられなかったと思います。／大事なものを捨てるという
ことは，とっても残念。でも，いつか捨てられる。死んでも残されないかなあ。いつも考え
ること。ああ何で捨てないといけないんだろう。／死を迎える人は，どんなに嫌でも大切な
ものを失うこともあるのだ。だから，人生いろんなものを捨てたり，悩みながら精一杯生き
るんだ。

保護者：「大切なもの」「大切にしたいもの」…毎日の生活の中では，考えずに過ごして，当
たり前のように生活していますね。でも，何かのきっかけ・体験・経験で，改めて考え，
心に刻まれていくものだなあ。と思うことでした。当たり前ではなく，もっともっと大切に
していかないと！と。／人はいつか終える日がきますが，実際生きている，遊べる他，色々
な事が当たり前だと元気でいるうちは感じていると，私自身も思ってしまいがちです。命の
授業を参観させてもらい，付箋紙に書き，はがしていく作業の中に，大切な物・人に，とて
も悩み考えさせられたと感じました。／先生の「大切なものを７つ考えてください」の言葉
に，わたしはとても困りました。家族以外の６つを思い浮かべるのにとても時間がかかりま
した。でも，子供達が皆すらすらと書き出している姿を見て，みな自分の大切に思うものを
きちんとわかっていて，それを日々大切にしているんだなと，とても感心し，見習わなくて
はと思いました。帰ってから，娘の大切なものを聞いて７つとも納得しました。その中で，
家族を一番最後まで残してくれて，とてもうれしかったです。最初はわからなかった，今～
「死」からいのちを考える，最後はなるほど…納得！でした。／１番大切なものは命。命の
つながりとは，命を愛おしく思うきもちのつながり。命は生を受けた瞬間から死へ向かって
いる。普通に生活していると，なかなか考えないことだけど，普通に生活できることは幸せ
なこと。普通に感じていることが，あたりまえのことではなく，幸せなこと。毎日，元気に
過ごすことが１番幸せなんだと思いました。
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５．おわりに

  本稿においては，新しく登場した「道徳科」について，教科書教材の分析を中心作業として検討してきた。
残念ながら，「検定教科書」の導入は，本論で述べたように「３つの矛盾」を抱えており，今後，教師の
主体的とり組みに対し大きな制約をもたらすことが予想される。だが，豊かな道徳性の涵養や「生命の尊
さ」とは，そもそも「制約」の中で展開される教育において成立しない。教育現場の最先端にいる教師一
人ひとりが，子どもたちと共に創り上げる個性的な「ドラマ」を活き活きと展開し，その中で，教科書は
あくまで「手段」として活用するというスタンスに立つ必要があろう。教科書は，あくまで子どもたちに
とって学びの材料なのだ。われわれは，その基本をしっかりと認識しておくべきである。

［注］

１）文部科学省ＨＰ「道徳教育アーカイブ～『道徳科』の全面実施に向けて」（2018 年 10 月 3 日取得，
https://doutoku.mext.go.jp/html/basic.html#mextdoc）

２）これは，おそらく 2003 年に起こった「七生養護学校事件」を起点とする性教育バッシングの流れの中での教科書対策
として出されたものと考えられる。

３）項目のみでは分かりにくい題材について，簡単に補足しておく。生：日常の生活の中の出来事をもとにしたもの，危
機：自然災害や事故などいのちの危険をもとにしたもの，災害：自然災害をあつかったもの，愛護：動物愛護をテー
マにしたもの，事故：交通事故や犯罪によって命を奪われたもの，体：自分の体に目を向けて考えさせるもの，加害：
他の命を傷つけようとしたもの

４）第 142 回学校体育研究同志会全国研究大会東京大会における特別講座（2011 年 8 月 6 日開催）
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