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課題研究最終報告

学びを活かして「いじめに対応しようとする態度」を育てる道徳授業の開発

—高学年においていじめに関連する内容項目を抽出し，繋げ単元化を図る取組を通して―
Development of Moral Class to Nurture Attitude Dealing with Bullying by Taking Advantage 

of Learning: Through Initiatives to Extract Content Related to Bullying in Upper Grade Students 

and Connect and Create a Unit of Lesson 

桑江和子

Kazuko KUWAE 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇市立城北小学校

1 . 背景

2018年，小学校では「特別の教科道徳」が導入された。この背景には， 2011年 10月に滋賀県大津市で

の中学 2年生のいじめによる自殺事件，そして，それをきっかけとした「いじめ防止対策推進法」がある。

いじめは，どこにでも起こりうる，なくなることがない深刻な間題である。したがって，いじめを扱

った授業は，これまでにも道徳の時間に数多く実践されてきた。しかし，文部科学省 (2016) は「分かり

きったことを言わせたり書かせたりする指導に終始しがちで，現実のいじめの間題に対応できていなか

った」とし，「あなたならどうするか」を真正面から間い，「考え議論する道徳」への改善を図ることを求

めている。よって，いじめを考える道徳教育の要としてこれからの道徳科の授業では，児章が自ら考え，

判断し，他者と関わり，よりよい存在になろうとし，よりよい集団を築くことができるように構想して

いくことが改めて大切になる。また，押谷 (2013) はいじめ問穎に時間をかけて取り組むために「（前略）

いじめという間題を 1か月あるいは 2か月程度，いろいろな価値の側面から考えたりとか，学級活動（中

略）を活かして計画する」ことを強調し，いじめを道徳で扱う場合には総合単元での実践を勧めている。

ところが，いじめに関連する内容項目は，学習指導要領では特別に明記されているわけではない。そのた

め，児章がいじめについて自分なりの考えを持って対応できるようにするために，教師は，いじめに関連

する内容項目を児童の実態に合わせて抽出し，それらを繋げ合わせた単元構成を図る必要がある。

道徳の内容項目は，低学年 19項目，中学年 20項目，高学年 22項目から構成されている。先行研究を

概観すると，例えば，調査対象者にいじめに関する内容項目を選択させた田中ら (2017)の「いじめにおけ

る道徳の内容項目の優先意識調査」を挙げることができる。その研究によれば「善悪の判断，自律，自由

と責任」については， 20代から 50代のすべての世代で選択されているにもかかわらず，小学校学習指導

要領の高学年の内容項目には，「善悪の判断」は記載されていない。また，彼らの 6年生での実践では，

「自由については考えられたが，責任という言菓は出にくいのでさらなる指導が必要」としている。さら

に田中らの研究から，「公平・公正・正義」は，年代に関係なく選択されたとし，それの実践結果におい

て対象とした 6年生の児童は，「公平・公正・正義」を体験的に考えることができたとしている。「小学校

学習指導要領解説特別の教科道徳編」（以下「指導要領解説」）における「公正・公平・正義」についての

記述では，いじめについても触れられており，高学年のいじめの指導においては確実に取り扱うべき項

目である。しかしながら，「指導要領解説」における第 3章道徳の内容第 1節には，「社会正義を実現する

ためには…思いやりの心などを育むようにすることが基本になければならない」と苫かれており，さら

には，「親切，思いやり」（以下「思いやり」）は中学校になると「思いやり・感謝」という項目に統合される。

したがって，小学校段階では「思いやり」を別途項目として追加すべきであろうし，加えて，「思いやり」

の関連価値1) として「感謝」の項目を取りあげるべきと考える。また，現在，「指導要領解説」には，内容
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項目「公平・公正・正義」の概要の中に「社会正義の実現を妨げるものに人々の偏見や差別がある」と記さ

れているが，つまり偏見と差別が「公平・公正・正義」の学習すべき内容として扱われている。だが，

これまでの筆者の現場経験においては，高学年であっても差別や偏見を実感的にいじめと関連づけて理

解している児童は少なかった。したがって，いじめ指導の充実のためには，「公平・公正・正義」の学習

で偏見や差別を丁寧に取り上げ指導することが必要なのではないだろうか。ところで，「指導要領解説」

でいじめに関連する記述のあるもう一つの項目が「相互理解・寛容」（以下「寛容」）である。「寛容」には，

「今日の重要な教育課題の一つであるいじめの未然防止に対応するとともに，いじめを生まない雰囲気

や環境を醸成するため（後略）」と記述されており，「寛容」もいじめの学習には，欠かせない内容項目で

あろう。他にも，いじめによって尊い命が蒋われていることから「生命尊重」については，重要かつ喫緊

の学習課題であることは改めて述べる必要はないだろう。

2. 目的（明らかにしたいこと）

本研究の主な目的は，児童がいじめに関連する内容項目を学び，それを活かしていじめに対応し

ようとする態度を育てるために「特別の教科道徳」におけるいじめに関連する 5つの内容項目を抽出

し，繋げ構想した単元「共に生きる」を実践し，その成果と課題を明らかにすることである。

3. 研究方法

(1)研究対象 予備調査として，中城村立B小学校の 6年生（男子 13人・女子 21人）および宜野

湾市立c小学校の 6年生（男子 19名・女子 13名）を対象とした。また，本調査としては，那覇市

立A小学校の 6年生（男子 13人・女子 15人）を対象とした。

(2)研究時期 予備調査は，平成 29年8月~9月及び平成 30年2月に実施し，本調査は，平成

30年 6月～平成 30年 7月の間に実施した。

(3)研究内容 予備調査では，いじめに関連する内容項目とそれを指導するための資料を選定し，単

元化を図ると同時に，試行実践を行い，本調査に向けての単元を開発した上で本調査を実践した。

(4)研究の経過

表 1 研究の実施状況

時期 内容

平成 29年 8月 ・いじめに関連する 5つの内容項目を検討し，資料を選定した。

・いじめに対応できるように児童の意識を繋げた単元「共に生きる」を構想した。

平成 29年 9月 ・中城村立B小学校で授業（全単元）を実施し，単元の配列と資料の改善を図った。

平成 30年 2月 ・中城村立B小学校で改善した資料と単元構成をもとに宜野湾市立c小学校で実践した。

平成 30年 6月~7月 ．宜野湾市立c小学校で改善した資料と単元構成をもとに那覇市立A小学校で実践した。

平成 30年 8月~11月 ・那覇市立A小学校での実践の成果と課題から，学んだことを活かしていじめに対応してい

こうとする態度が育ったかどうかについて検討した。

(5) 内容項目の選定・統合の経緯

① 本研究全体における内容項目の選定・統合の経緯は表2の通りである。

表2 内容項目の選定統合の経緯

◇現行の学習指導要領解説におけるいじめを道徳で扱う際の内容項目について

①「公正・公平・正義」 (1時間） ②「寛容」 (1時間）

↓ ↓ ↓ 

（予備調査 1) 中城村立B小学校での実践にあたっての内容項目の選定と統合

①「感謝」 (1時間）②「公正・公平・正義」 (1時間）③「思いやり」 (1時間）④「生命尊重」 (1時間）⑤「寛容」 (1時間）

↓ （表4の改善点を参照）
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（予備調査 2) 宜野湾市立c小学校での実践にあたっての内容項目の選定と統合

①「感謝」 (1時間）②「思いやり」 (1時間）③「公正・公平・ 正義」 (1時間）④「生命尊重」 (1時間）⑤「寛容」 (1時間）
......... 

↓ ↓ ↓ （表5の改善点を参照）
（本調査） 那覇市立A小学校での実践にあたっての内容項目の選定と統合

①「感謝」 (1時間）②「思いやり」 (1時間）③「公正・公平・正義」【差別】 (1時間）

④「公正・公平・正義」【偏見】 (1時間）⑤「生命尊重」 (1時間）⑥「寛容」 (1時間）

② 内容項目の配列について

内容項目の配列において，「学習を繋げてねらいに関する児章の意識の流れを連続化する」総合

単元的道徳学習（押谷 2005)の手法を活用し，児童の意識の流れを仮定した（表 3)。次に，仮定した

児童の意識の流れから，内容項目を配列し，配列した内容項目を学習するための資料を選定した。

表 3 仮定した児童の意識の流れ（本調査での実践に際して）

①（親や周りの支えによって生活している。）「感謝・支えられて」→②（人と関わっていきていくためには，思いやり

が必要である。人にやさしくしていきたい。）「思いやり」→③④（一人ひとりのいのちはどれも大切にされているの

だろうか？）（自分は偏見を持ち，差別をしてはいないだろうか？）「公平・公正・ 正義」→⑤（命はかけがえのないも

のである。）（命を奪ういじめを許せない。）「生命尊重」→⑥（お互いを認め合って生きていきたい。）「寛容」

③ 資料の選定と活用にあたっての配慮

道徳の資料について諸富(2005)は「本物や本人が登場したケースは，明らかに子供たちの集中力

が違う」と述べており，筆者も本研究において史実や実話に基づいた資料を使用することにした。

ただし，教科書以外の資料を道徳の授業で用いるため，学校長の許可を得て実践した 2)。また，映

像資料は，テレビ放映されている番組の一部を担任が録画し，授業において 5分程度放映した 3)

（公正・公平・正義）。なお，この録画の放映は，予備調杏，本調杏のすべての実践で活用した。

(6) データ収集と分析方法

① 予備調査（中城村立B小学校および宜野湾市立c小学校）

6時間すべて実施したクラス (a組）と 6時間目のみ実施したクラス (f3組）においては，授業発話

と児童の感想及び参観者意見をもとに，担当者が主観により単元の繋がりについて分析した。児童

の感想に関してはa組と B組に対して，テキストマイニングソフト (UserLocal)を用いて比較・検

討した。また， 6時間のみ実施したクラス (f3組）に関しては，授業で活用した資料の事例をいじめ

と認知するかどうかについて，授業中に挙手にてアンケートをとって担当者の主硯により分析した。

② 本調査（那覇市立A小学校）

資料のトライアンギュレーションを図るため，授業内における教師と児童の発話（授業発話）およ

び毎時間の児童の授業の感想を元に分析した。分析の具体的な手続に関して，授業発話については，

発話のトランスクリプトを内容項目ごとにまとめて抽出した。授業の感想に関しては，「学んだこと

を活かしていじめに対応しようとする態度」が育ったと判断できるかを検討した。授業発話，授業

の感想とも評価の妥当性を高めるために「仲間同士での検証」（メリアム， 2004)を行った。

4. 結果

(1) 予備調査について

児童がいじめに関連する内容項目を学び，それを活用していじめに対応しようとする態度が育つの

かを検討するために，中城村立B小学校と宜野湾市立c小学校の 6年生に対して，いじめに関連する内

容項目を抽出し繋げた単元を実施した。そこでの児童の感想と授業実践とテキストマイニングの結果

から単元 6時間の授業展開と資料の改善を行い，本研究での実践へ繋げた。
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① 中城村立B小学校

表4 中城村立B小学校での実践内容と本研究に向けた改善点及びその根拠となる記述例

ロ児童の感想 ■ 授業を観察した方の意見 ◇ 授業発話 〇授業実践 ※感想のテキストマイニング

実践した内容項目（主題） 本研究に向けての改善点 根拠となる記述例

[B⑧ 感謝］ 子供を思う親 ・支えられているだけではなく，自分も □ 「自分は，普段気付かないけど親に支え
の事例から，親に支えられて 誰かを支えている存在であるという られている。親に感謝して，将来薬剤

いることに気付き感謝する。 考えを取り上げるようにする。 師になって親を支えたい」

[C⑬ 公正・公平・正義］ ・順番を 3時目に変える。 □ ◇ 1時目の思いやりの項目の記述が見
インドのカースト制度や人 られない。

類館事件を通して差別や偏 • 2つの資料を繋げるように「インドで ． 「カースト制度」「人類館事件」と 2つ

見について知り，偏見・差別 は・・・。さて，沖縄では」と繋げていく。 の事例は，繋がっていない。
について，自己を振り返る。

[B⑦親切，思いやり］お拇さ • 1時の学習が授業発話に現れたので， ◇ 「井上さんのお栂さんの厳しさも優し

んの行動からやさしさにつ 感謝・思いやりと繋げて 2時目に変更 さだったから・・・」

いて考える。 する。 ◇ ー問一答の受け答えとなり，資料から，

・事前アンケートをして，周りの優しさ 自分事へと発展させることができなかっ

について出してもらう た。

[D⑲生命尊重］苦しい生活 ・資料を「わたしのいもうと」に変えて， ◇ 「七輪ってなんですか？」「納屋？」「ミ
の中で，自殺しようとしてい 中井 (2016)のいじめの進み方を取り カン箱？」「豆を煮るのは大変なの？」な

た母親が思いとどまったの 入れ，いじめの背最を読み解きいじめ ど資料の時代背景や物語の理解が難し

は，なぜか考える。 についての理解も取り入れる。 し‘。
[B⑪謙虚・寛容］実際のいじ ．謙虚・寛容の項目から，謙虚さについ ． 「資料を自分事とするために，自分の弱
めの事例から，いじめについ て「自分にも人に言えないところはな さについてふれた方がいい」

て自分の考えをもち，対応し いだろうか？」の発問を入れて，相手

゜
a組は，事例をいじめと捉え， B組は，

ようとする。 の傷に共感できるようにする。 「差別といじめといじめは違う」という児

・単元を実施する方が「いじめと判断で 童の発言からいじめと捉えられず，授業

きる」展開までいける。 展開が違った。

・テキストマイニングの結果では， a組 ※ a組では「思いやり」「見た目」「判断」

は「思いやり」の内容項目しか見られ の記述が多く， B組では「いじめ」が多か

ないため， 6時間目に繋げるように他 った。

の項目の授業改善を図る。

② 宜野湾市立c小学校

表 5 宜野湾市立c小学校での実践内容と本研究に向けた改善点及びその根拠となる記述例

口児蘊の感想 ■ 授業を観察した方の意見 ◇ 授 業 発 話 〇授業実践

実践した内容項目（主題） 本研究に向けての改善点 根拠となる記述例

[B⑧ 感謝］ 子供を思う親の 4つの • さらに自分事として実感してもら 口 「親に感謝，おんを返していきた

事例から，自分も親支えられているこ うために保護者と連携し，実際に子 い。親のきびしさも優しさなん

とに気付き感謝する。 供への思いを手紙で伝えてもらう。 だ。」

[B⑦親切，思いやり］お局さんの行動 ・優しさについて深く考えてもらう ロ 「優しい行動を積み重ねていきた

からやさしさについて考える。 ために，資料から優しさを探す展開 し‘。」
にする。 ． 「児章のアンケートは，児童に説

・児童に優しさを説明してもらう。 明をさせた方が良い」（意見）

[C⑬ 公正・公平・正義］インドの ・「カースト制度」から「差別」につい ロ 「いじめる人は，自分より価値が

カースト制度や人類館事件を通して て学び，「人類館事件」から「偏見」 低いと思う人を平気で傷つけ
差別や偏見を知り，偏見・差別につい について学べるように，児章の実態 る」

て，自己を振り返る。 から， 2時間取扱いとする。 〇 偏見と差別について，それぞれを

学習する時間が必要である。

[D⑲生命尊重］ 「わたしのいもうと」 ・板書を整理し，いじめの進行の状況 ロ 「いじめは最初の方が止められ
からいじめの進み方を読み解き，いじ を丁寧に押さえる。親になぜ言えな る」
めの背景を考えることができる。 かったのかな」と問い背景を考えさ ． 「いじめられた妹といじめた側の

せる。 表記が分かりにくい。」

[B⑪謙虚・寛容］実際のいじめの事例 ．どう判断するのかどうかで授業の ロ 「人は誰でも弱みを持っているこ

から，いじめについて自分の考えをも 展開が違ってくる。「傷は悪いこと とを知り，僕は人の弱みを受け

ち，対応しようとする。 なのでしょうか」との切り返しの発 入れることはとても大切なこと
間を準備しておく。 なんだなぁと思った」

・改善した単元を本調査で実施して， 〇 単元実施クラスと 6時のみのクラ

成果と課題をまとめる。 スでのいじめの判断が違う。
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(2) 本調査 （那覇市立A小学校）

① 研究の実施状況（予備調査を受けて）

表 4と表 5に示す通り，予備調査にて改善点を検討した上で本調査の単元計画を立てた（表 6)。

表 6 単元計画

時

2
 

3
 

4
 

内容項目

C⑬ 公正公平・正義」だれにメ‘
しても差別をすることや偏見をも
つことなく公正，公平にし，正義
の実現に努める。

D⑲ 命尊重］生命がかけがえの
ないものであることを知り，自他

5 Iの生命を尊重する。

考える内容

人は，周りに支えてもらいながら
生活している。感謝の気持ちをも
って生活したい。

優しさとは，気づき，行動するこ

と。相手の身になってあげること。
について考える。

カースト制度の階級制の不条理に
ついて知り，差別について考える。
琉球人への差別から，差別のもと

である偏見について考える。差別
偏見について自己を振り返る。

いじめで亡くなった実話「わたし
のいもうと」から，いじめの背最を
読み解く。いじめは体や心をも傷
つけていく背最を知る。

いじめについて自分の考えをもっ
て，対応していこう。

資料（出典）

• 井上美由紀，浅井力也(Toss道徳「心の
教育」 14向山洋ー監修明治図書 2004
年）

• 新聞記事（スポーツ報知 2008.5.20)

・「やさしいなみだ」（第 18回全日本
「小さな親切」作文コンクール小学

生入選作品集 1993年）

・インドのプーランの少女期の映像。
（フジテレビ「THE ベストハウス 1

2 3」「戦う女スペシャル」 2009.11.20)

・人類館事件の新聞記事（沖縄タイム
ス 2017.4.24)

・「わたしのいもうと」（松谷みよ子

偕成社 1987年）
・「いじめの世界に生きる君たちへ
（中井久夫 中央公論社 2016年）

・クラスメート（「心に染みる良い話」
全国新聞連合シニアライフ協議会
編 講 談 社 1996年）

_B⑪ 謙虚・寛容」関連価値 LB

6 I 
⑧ ] [B⑦ l [C⑬ ] [D⑲]謙虚
な心をもち，広い心で自分と異な
る意見や立場を大切にする。

① 授業実 践 の 成 果 と 課 題

ア授業発話からの検討

1時間目は，支えられて生きていることに改めて気づくことをねらいとして， 3人の親子の実

話資料を活用した。結果，児童の発話は内容項目でみると「感謝」のカテゴリーのみが抽出された。

2時間目の「思いやり」では，お母さんの行動から優しさを見つけていく展開にした。結果「井上

さんの厳しさも優しさ…」などの 1時間目に扱った「感謝」に関連する発話が現れ，「優しさは，誰

にでも差別をしないで…」と次時の「公平・公正・正義」に繋がる児童の発話もみられた。 3時目

は，インドのカースト制度から差別の学習をした。結果「公平・公正・正義」はもちろんだが「自分

だったら自殺するぐらい苦しいはず…」のように 5時間目の「生命尊重」に関連する発話がみられ

た。 4時間目は人類館から偏見について学習した。結果「学校でも差別やいじめを見逃さない」の

ような 3時間目の差別に関連する発話がみられた。 5時間目は，「わたしのいもうと」からいじめ

の進み方（中井 2016)を読み解き，いじめの背最を学習した。結果「声をかけてあげる」のような 2

時間目の「思いやり」に関する発話や 6時に繋がる「いじめを止めようと思う」などの発話もみら

れた。なお，最後の 6時間目は，表 7の通りすべての内容項目に関する児童の発話がみられた。

表 7 内容項目に関連する授業発話 (6時間目のみ）

思いやり I 感謝 公平・公正・ 1 公平・公正・ 生命尊重 謙虚・寛容正義（差別） 正義（偏見）
C. 気付いてくれる。 C. 差別のように百われて C. その人の心が傷つい C. この人の気持ちがわかる
C. 優しくしたらいい。 いるからです。 てしまっているので から
C. 優しくする。 C. 偏見です。

C. 受け止めてくれるから。
C. 優しい。 C. 差別や偏見をする人が
C. 優しい心 いたらいじめられると恩 C. 受け止めてあげるべきだ

C. その人が楽しいと思う
C. いやまっすぱ。 り， どこかに偏見

と思います。
ようなクラス C. 理解してあげることがで

C. サポートしてあげる。 や差別をする人がいる。 きるといいと思いました
C. 優しく素直に C. 偏偏見する人がいるから。 C. 理解してあげて，その人
C. 優しい心と C. 見がない。 の気持ちになってあげて
C. 優しく接して C. 差別がない。

C. 理解してくれる人ができC. きるだけサポートして C. 平等にする。
るかもしれない。あげられるような人に C. 差別，偏見，悪ロ・・
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イ授業の感想からの検討

4つの内容項目のカテゴリーに児童の感想は，表 8の通りそれぞれ 1時間目は，「感謝」 2時間

目は「優しさ」 3時間目は差別， 4時間目は偏見， 5時間目は「生命尊重」というそれぞれのカテ

ゴリーの抽出があった。 6時間目では，表 8の通り 5つの内容項目すべての表記がみられた。

表 8 内容項目に関連する児童の感想 (6時間目の記述例）

贔
児 お父さんに支えら

童 Iれている。お苺さん

に支えられている。

のソ--~,偉け本当に愛さ

感 れているのがわかり

想
感動しています。支

えてくれる人がいる

のは，大切だと思い

ます。

2時 3時 4時 5時
思いやり 公平・公正・正義（差別） 公平・公正・正義（偏見） 生命尊重

私は，やさしさは 00さんの話か ・・・展示されて ・・・物語の中の妹

人が生きていくため ら，身分の差があっ いる人の側は，展示 は，心もボロボロに

に必要なものだと思 たことを改めて感じ した人をひどい人と なり，全てを捨てて

います。・・・人を支 ました。平等な社会 思っている。けど， しまいました。妹を

えてあげたり，笑顔 がどれほどありがた 私たちも普段，気づ ここまで追い詰めて

に・・・人は，支え いことか実感しまし かなくて，いい人・ いじめを許すことが

たり，支えられたり た。そして，学校で 悪い人と偏見してい できません。誰かが

しないと生きていけ もいじめや差別など たかもしれない・・・ 命を落とす前に手を

ません。自分がやさ を見逃さないように だから自分も気をつ 差し伸べることがで

しいか振り返って・ しようと・・・。 けようと・・・ きるように．．．

①私は，この「クラスメート」の話に出てきた人は，他の学校へ行っても，差別や偏見をする人がいなくならな
い限り，ずっといじめられるのかなと思っていたけれど， Kさんの「自分から言う」という意見を聞いて，隠し

6 ていたらそこにつけ込まれていじめられるかもしれないけど，ちゃんと説明したら，それを知った上で優しくし

時 てあげられる人になりたいと思いました。 「公平・公正・正義」 「寛容」 「思いやり」
②この人を，支えてからみんなでサポートをすれば，クラスも色々と優しくしてくれる。 「感謝」 「思いやり」

目 ③このような人に必要なのは，ぼくたちの受け入れる心だと思う。こんな差別や偏見があると，このような人が
の 日々を過ごすのが辛くなるから，こういう差別はなくしたい。「寛容」「公平・公正・正義」

④同じ人間だから傷があっても平等にしなければならない「公平・公正・正義」
児

⑤もし，自分の学校にこういう人が来てもみんなと同じように接してできるだけサポートしてあげられるように
童 なりたいなぁと思いました。 「公平・公正・正義」 「感謝」

⑥理解してあげて，その人の気持ちになってあげて，いじめや差別のないクラスにして，優しく接してあげたいの
です。 「寛容」「生命尊璽」「公平・公正・正義」「思いやり」

感 ⑦私は，この授業でこの人にとっての必要なものを考えてきました。最後に出た答えは， 「受け止めてくれる人」
想 でした。いじめる人がいても受け止めてくれる人がいたら，強い心の支えになると思うし，その苦しさを分かち

合うこともできるので，必要なものは「受け止めてくれる人」だと思いました。 「感謝」 「寛容」
⑧もしこういう人が来ても，優しく素直に受け止めてくれるべきだと思います。 「思いやり」 「寛容」

(3) 同僚へのインタビューについて

授業発話と児蘊の感想から「学んだことを活かしていじめに対応しようとする態度は育ったか」につ

いて同僚へのインタビューを元に分析を行った。同僚は，教職 2年目男性v教諭，教職 12年目男性w
教諭，教職 12年目女性Y教諭，教職7年目女性Z教諭の 4人である。

表 9 同僚へのインタビューの結果

v教諭 w教諭 Y教諭 z教諭

「感謝」「思いやり」はいじめ 「公平・公正・正義」「生命 児童はそれぞれの内容価値 感謝について学び， 自分事
の授業には直接関係ない内 尊重」「寛容」は，いじめを を理解している。総合的に として考えているが，いじ
容項目である。しかし，学ん 考えるには，必要だと思う。 いじめについて学んでい めには，関係ないと思う。 2
だことが 6時間目の授業発 特に中井 (2016)のいじめの る。資料は，本県のことを取 時目からは，いじめに関連
話と児童の感想からみてと 進み方は，学んだ方が良い り上げたり，実際の事例だ する内容だと思う。 6時間
れるので，いじめを学ぶこ と思った。また， 1時間目は， ったりと児章が自分事とし 目の発話や感想を見るとい
とに関連していると思う。 いじめには直接関係ない て捉えやすかったと思う。 ろいろな内容項目の学びが
いじめについて学んで対応 が，児章自身も大切な存在 しかし，優しさについては， 表れていて子供たちは，い
しようとしていると思う。 と思うことができた。手紙 実際に行動に移せるかが課 じめに対応するためにいろ

を通して自分事として考え 題だと思う。学びとしては， いろな考えを持つことがで
ている。いじめに対応しよ いじめに対応しようとする きたと思った。実際に，自分
うとする態度がみられる。 態度は，育っている。 でも単元を追試したい。

5. 考察

(1) 単元化により「学んだことを活かして，いじめに対応しようとする態度」が育ったか
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研究の目的である「学んだことを活かして，いじめに対応しようとする態度」が育ったのかを検討す

る。表 8の6時における児童の感想の①には「（差別や偏見をする人がいなくならない限り）（それを知

った上で）（優しくして）あげられる人になりたいと思いました」とあり，「公平・公正・正義」「寛容」「思

いやり」のカテゴリーの記述がみられる。したがって， 6時では， 「いじめはだめだよ」という単純

な意識ではなく，相手のことを考えたり，差別をしないという意志を有したり，偏見をもたないなど

のいじめに対する高次な意識が培われたことがうかがえる。このことは， 1~5時までの学習の成果

であろう。背景に記したが，文部科学省 (2016) が指摘するように，これまでのいじめの指導は，わ

かりきったことを言わせたり，書かせたりする指導に終始しがちで，現実のいじめの問題に対応でき

ていなかった。しかし，本研究において単元化を図ったことにより，学んだことを活かして，いじめ

に対応しようとする態度が育ったと推察できる。紙幅の関係で表 8は子どもの感想を一部しか載せて

いないが，その他の子どもに関しても，いじめに主体的に対応していこうとする記述がみられた。

また，押谷(2014)は「本来的に能力というものは，心情的な部分，感性，あるいは気付く力みたい

なものの上台となっている。だから，心情をしつかり育てていこうということになります」との考え

を提起している。本研究は，この押谷の考えに依拠して実践を組み立てた。総じて，一つの技法では

なく，丁寧に心情を育てる授業を積み重ねていくことが，いじめについて考え対応しようとする態度

を育てる際には大切である。

(2) 単元化を図るプロセス及びその成果と課題

予備調査(B・C小学校）の結果， 6時間の単元化を図ったクラス (a組）では，いじめられた子の作

文（事例）を全員がいじめと捉えたのに対して，内容項目「寛容」のみを実施したクラス (8組）は，全員

が事例をいじめと捉えることができなかった。具体的にいじめと捉えない典型的な例として「差別と

いじめは違う」「自分から離れていったので，それはいじめではない」などで，いじめかどうかでの話し

合いが中心になり，いじめに対応しようとする態度を育てる展開までには，至らなかった。よって本

調査(A小学校）では， 6時間の単元化を図ることにした。また，表4及び表 5に示した本調査に向け

ての改善点をベースとして，内容項目の配列と資料の入替を行い， 6時間単元の実践を計画した。

さて， A小学校で実施した本調査では， 6時間単元の実践に当たって，まず初めにいじめに関連す

る内容項目を抽出し，繋げていく作業を行った。本調査の授業発話の結果から， 2時間目の「思いやり」

の実践では， 1時間目に扱った「感謝」に関連する発話が現れ，また次時に繋がる児童の発話もみられ

たことから児童の意識が 1時間目から 2時間目に繋がっていることがわかった。中学校の内容項目は，

「思いやり・感謝」と統合されている。そのため，現在小学校において別々になっている「思いやり」「感

謝」を小学校高学年から繋げて指導すべきと思われる。また， 2時間目以降の内容項目を繋げたり，分

離したりする理由については表4に示しているが，分離する理山で最も大きかったのは，やはり差別

と偏見のそれぞれで 1時間ずつの 2時間が必要であるということである。そこで， 3・4時間目は，

内容項目「公平・公正・正義」を扱ったが， 3時間目に差別を取り上げ， 4時間目に偏見を扱った。そ

の結果， 3時間目に 5時間目の「生命尊重」に関連する発話がみられ， 4時間目に 3時間目に関連する

発話がみられるなど，学習のつながりが認められた。同様に，「生命尊璽」を扱った 5時間目に関して

は， 2時間目の「思いやり」に関する発話や 6時間目「寛容」に繋がる発話もみられた。さらに 6時間目

は，表 7に示したようにいじめに関連する内容項目にかかわるすべての発話が見られた。したがって，

児童は， 1時~6時において学んだことを繋げて思考し，発言していると考える。

また，表9の同僚インタビュー（例えば， v教諭.z教諭）からも明らかなように， 6時間目の授

業発話と児童の感想から 5つの内容項目すべての学びがみてとれる。よって開発した単元については，

いじめに対する児童の意識は繋がっていると考える。

一方，本単元を実施している最中にD児童を含め数人がいじめに繋がる行動をしていた。単元の終
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了時，アンケートを回収する際にD児童が「俺はいじめをしたことがあるって書いた。いじめをしたこ

とのないやつはいないんじゃないか。おまえもいじめたことあるだろ？正直に書いておけよ」と友人

Fに話していた。（文中の「俺」も「友人F」もいじめに繋がる行動をD児童とともに行っていた）こ

のようにいじめについて話のできる仲間がいることは，いじめの抑止に繋がっていくと思う。その後，

学級では前述したいじめにつながるトラブルが発覚したが，保護者と連携した早期対応により深刻化

せず，無事解決に至った。本研究の実践により育った「いじめに対応していこうとする態度」が即時的

に機能したと判断している。

しかし，本校の道徳の年間計両では， 5月に「思いやり」 9月に「寛容」と， 2月までの間に， 5つの内

容項目が間隔をおいて配置されている。さらには，いじめについて触れていない教科書を用いなけれ

ばならず，いじめに関わる児童の意識を繋げることは，難しい。今後の取り組みのエ夫が必要である。

7. まとめ

本研究では，いじめに関連する 5つの内容項目「感謝」「思いやり」「公平・公正・正義」「生命尊重」「寛

容」を繋げた単元を実施することで，これまで以上に学んだことを活かしていじめに対応しようとする

態度が育つことがわかった。全体を通しての課題としては，従来の年間計画通りでは単元化を図ること

は難しいことや教科書の内容が必ずしもいじめに関連していないということが挙げられる。他にも，今，

学校現場でいじめを考えさせる授業が積極的に実施できない原因の 1つとして，教科書以外の資料を活

用する際に管理職の許可が必要なことを指摘することができるだろう。教室現場でできる対応には限界

があるが，いじめを考えさせる授業をより充実するには，いじめに関連する内容項目を抽出し，単元化

を図る取り組みが最も有力な手立ての 1つになるのではないかと考える。

注釈

1)具体的な状況で道徳行為がなされる場合，一つの内容項目だけが単独に作用するということはほと

んどない。そこでは，ある内容項目を中心として，幾つかの内容項目が関連し合っている。

2)文科省(2005)の通知「学校における補助教材の適切な取り扱いについて」では，「各学校においては，

指導の効果を高めるため，（中略）校長の責任の下，補助教材を有効に活用する（後略）」と記されている。

3)著作権法第 35条 教育を担当する者及び授業を受ける者は，授業の過程で利用するために著作物を

複製できる。本研究においては，この条件の範囲内において著作物の複製と使用を行った。
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