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課題研究最終報告

道徳科における指導と評価の往還をめざす授業の構築

ー 道徳性を涵養する発問づくりと評価の見取り方の一考察 ー

Creating Pathways between Instruction and Evaluation within Moral Education : 

A Study of How to Raise Questions to Cultivate Morality and Points of View in Evaluating 

世嘉良基

Motoi YOKARYOU 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・北谷町立北谷中学校

1 . 問題の所在

中学校学習指導要領(2017)において「生きる力」を育むために，①生きて働く「知識及び技能」，②未

知の状況にも対応できる「思考力，判断力，表現力等」，③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに

向かう力，人間性等」の三つの柱で資質・能力を再編成し，「何ができるようになるか」を明確化した。

指導要領改訂において注目すべきは，改訂された資質・能力の中に「人間性」が明記されていることで

ある。ここに，「特別の教科道徳」（以後，道徳科と表記する）がめざす方向性があると考えられる。学校

教育において道徳科がめざすべきは，「道徳的な人間の育成」そのものであり，教育基本法で掲げる「人

格の完成」や前述の新学習指導要領が掲げる「人間性」がこれにあたると考えられる。道徳科の研究を

進めていくにあたり，ここではその問題点と可能性を探っていくこととする。図 1に示した道徳教育の

歴史を見ていくと，そこには「政治的・社会的」な理由による道徳の存在が見て取れる。 1958年から始

まった「特設道徳」については長らく，政治的対立に起因する批判だけでなく，学校現場における指導

［戦前］ 方法や実施状況，教育効果などの問題点が指摘されていた。

1872年学制発布・・・「修身口授（ぎょうぎのさとし）」 『中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編』 (2015)では，
※ 自由 • 平等の欧米的な内容

1880年改正教育令(1879教学聖旨） ①歴史的経緯に影響されて道徳教育そのものを忌避しがちな

・・・「修身科」が教科最上位 原し滑1②)｛也老如科と比べて軽んじられている③登場人物の心情理

1890年教育勅語発布・・・「修身科」教科書使用 舟芹fぬどの升多式；的オ旨導[, などの課題が上げられている。①につい
※ 西洋化や自由民権運勁の危機感から
儲教主義的な国家主義路線へ変更

［戦後］
1945年終戦・ ・・ 民主化により「修身科」艇止
1947年 「社会科」新設← 道徳指導を包含

「特別教育活動」→道徳の生活実践

恰面主義I
※学習指導要領で問題解決学習の重視を求め
たが，学力低下や非行の増加が批判された

1958年学習指導要領改訂
※問題解決学習から系統学習へ転換し，「道徳
の時間」を設置→ 政治的対立（復古主義の懸念）

1特設道徳l

指導方法や実施状況，教育効果などの問題指摘
2015年学習指導要領一部改訓「特別の教科道徳」1

2018年「特別の教科道徳J小学校全面実施
2019年「特別の教科道徳J中学校全面実施

図1 道徳教育の変遷

ては，戦前の修身教育が天皇制的ナショナリズムや軍国主義に

利用され，教育のゆがみをつくったことに起因している。②に

ついては，「評価」がないことで，教師の意識の希薄さや成績に

影響がないという子どもの気持ちが反映されていると思われ

る。また，③に関しては，道徳の指導方法の問題点が指摘され，

いわゆる心情主義的道徳について，柳沼(2015)は，読み物資料

を用いて登場人物の心情を共感的に理解し，道徳的価値の自覚

を促すというスタイルは，学校現場における子どもの態度や行

動に改善の効果をもたらさなかった，と述べている。つまり，

道徳授業が画ー的でマンネリ化し，子どもたちの心に届かない

形骸化した道徳に陥ってしまったということができる。このよ

うな特設道徳の空洞化が，教師個々の実践の蓄積やその継承を

円滑に行いにくくしたと考えられる。道徳の教科化においては，

教科書や評価などを取り入れ，指導方法の改善・充実が行われ
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ることによって，子どもたちの豊かな「人間性」を伸ばすことが期待されている。今後，道徳科の浸

透を図っていく研究の深まりが求められている。

2. 研究の目的

本研究においては，「考え，議論する道徳」において，価値を深めるための「発間づくり」のあり方や

工夫について探っていくこととする。また，子ども一人ひとりの道徳的成長を促すための「評価」の見

取り方やその方法について，検証を進めていくことを目的とする。

3. 道徳のあり方の方向性

(1) 「道徳の構造」を知る

道徳とは，そもそも人間の認識の内にある「善悪や正邪の規範」であると考えられる。そうすると，

その道徳的判断や道徳的行為というものは，いったいどのように行われるものなのだろうか。人間の行

為においては，「感じ」「考え」「行動する」といった，情意的，認知的，行動的側面があるとされる。阿

部(2017)によると，人間のこころ0I悩）には，情動的反応や直観的恩考，欲求などの自動的な「速いこころ

(fast)」のはたらきと，合理的判断や論理的思考，自制心といった意図的な「遅いこころ(slow)」のはた

らきがある，とされる。「速いこころ」は外界の刺激を素早く評価し，膨大な情報を処理して適応的な行

動を選択するため，生活の多くの場面で「速いこころ」が多く作動しているという。一方，危機のない

落ち着いた状況では，「遅いこころ」が外界の刺激や自分の意思決定について，熟慮に基づいてより合理

的な行動を選択するという。しかし，人間の日常行動には「速いこころ」が主に働き，「遅いこころ」を

抑制するほど強力であると考えられている。そう考えると道徳授業においては，速いこころである「情

動」と遅いこころである「理性」とのバランスをとる授業展開が必要になると思われる。

村井(1990)は， 日本の道徳教育は最初から，道徳教育の性質とその手続きの吟味を怠っており，過去

において危険な失敗を重ねてきた，と述べている。つまり，道徳の構造や指導方法の研究不足が指摘さ

れている。村井は，道徳の構造は「道」の教育すなわち「知識」の教育，と「徳」の教育すなわち「実

践」の教育，の二つの側面から成り立ち，道の教育とは，① 「行為の原理・原則」を知り，② 「行為に

おける状況や条件，方法」を把握し，③ ①と②を踏まえて行為の是非を判断し「結論」に至る，という

推論の過程であるとしている。これは，道徳的行為にはきわめて「知的要素」が関係していることを意

味する。徳の教育においては，道徳的行為は，習慣や命令に基づく行為や無自覚な行為とは区別され，

自律的・自覚的なものでなければならない，としている。これは，しつけや慣習などの「教え込み」（イ

ンカルケーション）ではなく，子どもの主体的道徳性の涵養を意味している。道徳では，徳の教育，つま

り，道徳的実践が重要であるが，そのためには，道徳の構造を知り内面的な部分の認知や理解，「知識」

の教育が重要だと考えられる。そう考えると，道徳を授業で行う，ことは可能なのではないだろうか。

(2) 「道徳性」を涵養する

道徳を授業で行うならば，どのような授業がよいのであろうか。前述の「道」の教育を上台にして考

えると，修身教育は「行為の原理・原則」を子どもたちに「教え込み」をしただけに過ぎない。これは

徳目主義としての批判があり，不完全な道徳であったことは疑うまでもない。しかし，行為の原理・原

則を知らなければ，「道徳的思考」を働かすことはできない。行為の原理・原則について知ることで，そ

の場合においての「自らの状況やある種の条件，方法」等について考えることができる。その思考過程

はまさに「自分事」として考えることである。そのために，道徳の授業においては「発問の工夫」が重

要となってくる。そして，行為の原理・原則と行為における状況や条件，方法等を照合した上で，自分

なりの「結論」を導き出す。これが「道徳的判断力」ということができる。松下(2002)は「道徳判断す

るとは，その行為に対して，何らかの理由をもちながら自己の是認や否認の態度を表出・表現すること」
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としている。この過程を道徳の授業で繰り返し積み璽ねることによって「道徳的実践意欲と態度」を養

うことができるのではないだろうか。加えて，他者との対話をすることによって，自分の考えを吟味し

深めることができ，ここに「考え，議論する道徳」の必然性があると思われる。

また，道徳行為において，松下は「行為の結果を選好するとはその結果を価値あるものとみなして是

認する（賛同する）ことであり，是認するとはそれを実際に受け入れようとすることであるから，その実

現を物理的ないしは心理的に妨害する外的な圧力が介在しない限り，行為結果の選好は実際に行為する

ことにつながっていく」と

述べている。これは人が行

為結果に対して「価値づけJ

を行い，その行為に価値が

ある限り実際に行動する，

「知」と「行為」のつなが

りを示している。そう考え

ると「道」の教育と「徳」

の教育は相互に関連して行う

ことができると考えられる。

↓ 

道徳的価値1行為の原理・原則）

↓ ↑ 

状況，条件，方法等の確認
（情窓的側面）

↓ 

行為の是非の再断 ⇒ 結論

↓ 

行為結果の遠好 ⇒ 実行

（行動的側面）

(3) 「評価の見取り方」を考える

-;  闊；闘編1情動的反応や直観的思考
；欲求などの自動的な

「速いこころ(fast)」

園盟雪l
図2 道徳の構造

I I自

道徳の教科化では，「評価」について，心を評価できるのかという異論や価値観の押し付け等の危険性

を危惧する考え方がある。「『特別の教科道徳』の指導方法・評価等について報告」 (2016)では，①数

値ではなく記述式②生徒を励ます個人内評価③大くくりなまとまりでの評価，を行い「道徳性を養うこ

とを学習活動として行う道徳科の指導では，その学習状況を適切に把握し評価することが求められる」

としている。西野他(2017)によれば，道徳科における評価は子どもの内面や道徳性を直接評価するので

はなく，学習活動の状況と道徳性の成長の様子を評価する，としている。道徳性の成長を図るため， 1 

年を通して子どもたちの実態に即した道徳授業を行い，その評価から授業改善を進めていく必要がある。

そう考えると，評価の「記述」に関しては，授業を通した子どもの「何が，どこで，どのようにして，

どのようになった」 等の「心の変容」を表記することが考えられる。その際，見取り方として，子ども

の考えや感想などのポートフォリオや授業におけるエピソード記録，道徳アンケートなどを活用して，

道徳性の成長を肯定的に評価する必要がある。また，「考え，議論する道徳」によって，他者との意見交

換を通して，自分の考えの変化やその理由に目を向け，新たに見えてきた自分を見つめるように，授業

を展開していかなければならない。そうすることで，「自己分析」や「他者理解」などが深まり，道徳性

の成長につなげていくことができるのではないか。さらに，子どもがどのように道徳性を成長させたか

を見取ることで，道徳科の授業，あるいは教育活動全体を通じた道徳教育としてのあり方を分析し，以

後の子どもの学習意欲の向上や教師の指導改善へとつなげることができると考えられる。

4. 研究方法

検証の対象は，沖縄県内の公立中学校の 1年生(33名）とし，道徳の内容項目 22項目のうち「向上

心，個性の伸長」「礼儀」「遵法精神，公徳心」で行った。授業実践および検証は以下に示すこととする。

① 平成 30年6月22日（金） 5校時実施

i主題名 「自分のことを知る」

ii内容項目： A 主として自分自身に関すること ③向上心，個性の伸長

iii資料名 「自分らしさ 一 松井秀喜」（中学校道徳明日をひらく① 東京苫籍）

② 平成 30年9月 14 S(金） 5校時実施
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1主題名 「あいさつ」について考える。

内容項目： B 主として人との関わりに関すること ⑦ 礼儀

ii資料名 「朝市の『おはようございます』」（中学校道徳 明日をひらく① 東京書籍）

③ 平成 30年 10月 12日（金） 5校時実施

i主題名 「みんなのもの」について考える。

ii内容項目： C 主として集団や社会との関わりに関すること⑩ 遵法精神，公徳心

iii資料名 「本が泣いています」（中学校道徳 明Hをひらく① 東京書籍）

以上の授業実践から，「発間づくり」と「評価の見取り方」についての検証を行う。検証にあたっては，

「発間」と「評価」は相互に関連性があることから，検証内容についてはまとめて記述することとした。

5. 研究の実際

(1) 教材分析による「発問づくり」

教材については，教材の特性やその教材が包含する課題，これまでの指導のあり方について検討する

ことで， どのような発問がよいのか，効果的な方法を考える必要がある。教材を読み込み，理解した上

でどのような視点で「発問」を設定したか，子どもたちの考えや感想など授業の全体像から適切な「発

間」であったかを検討する。「発間」については，まず授業のねらいである内容項目の「価値」を深めて

いくために，子どもたちが自ら授業に向き合うための「重要な間い」であると考えた。前述の「道徳の

構造」から道徳的価値にせまるためには思考過程を経なければならず，子どもたちが関心を持って考え

るためには，「発間内容の明確化」や「簡潔で平易な言葉」によって行う必要がある。それを踏まえた上

で，「子どもの実態や能力」に応じて，「自分との関わりで主体的に考える」ことや「物事を多面的・多

角的に考える」ことができる発問を準備する。そこで，教師の「教材分析」が大切になってくる。子ど

もが教材と出会い，その内容を知り単に理解ができたとしても，表面上ではわからない価値や考えを発

見させるような授業展開が望まれる。授業の中心となる発間は，道徳性の表出である人間の行動や言動

からその「こころ」を問うこと，あるいは，物事や事物に隠れている人間の「こころ」を問うことであ

ると考える。つまり，子どもの読みや理解を超える，価値を深めるための「教材分析」に基づく発問研

究が求められる。研究実践においては，「発間」を登場人物の気持ちや行動の理由などを問うことで資料

内容を理解する「場面発問」と，主穎を追及しその価値を深めさせるための「中心発間」，中心発間につ

なげたり補足するための「補助発間」に分けて道徳授業を行った。（参考『道徳科 Q&Aハンドブック』）

(2)学習状況から見取る評価の一考察

道徳の「評価」は，子どもたちが自分自身の努力が認められ，自己の成長が感じ取れるものでなくて

はならない。そのためには，教師が子ども一人ひとりの特性を理解し，個々に応じた子どもを励ます評

価を行うことが望ましい。従って，道徳の評価は「大くくりなまとまり」での「個人内評価」を「記述」

で行うことが妥当である。そのため，子どもたちの学習状況から，「一面的な見方から多面的・多角的な

見方へと発展させているかどうか」，「道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかどう

か」の視点で見取り，評価につなげていくことが考えられる。その場合，「中心発問」を核として，必要

に応じて「場面発問」や「補助発問」も含めて，子ども自身の考え方や交流を通した他者の考えからの

思考の変容を見取り，評価の対象とする必要がある。さらに感想や自己評価を「授業のまとめ」として

捉え，授業の「ねらい」に迫っているか，「道徳的価値」を深めているか，を評価することとする。また，

教師が評価の見取りを通してどのように授業改善につなげたのかを検証していく。

(3) 「発問づくり」と「評価の見取り方」の検証

① 「向上心，個性の伸長」

本授業の教材は，松井秀喜選手が，あるシーズンの終盤に調子を下げ，ライバル選手が打率の維持の
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ために試合を休む中で，三冠王が取れなくなる状況があった。これに対し，松井選手は自分への批判は

受け入れるが，ライバル選手の行動に対しては擁護する態度をとった，という内容である。「自分のこ

とを知る」という行為は，自己を見つめて，客観的に自分自身を捉えることである。「自己」という概

念は他者と異なる，という意味での自己像であり，自己を見つめ，自分自身の長所や短所を認識するこ

とで，「向上心」につながっていくと考えられる。また，他者との違いを知り，一人の人間としての独

自性を認識することが「個性」であることを踏まえて，授業を展開していった。

授業展開としては，人には「自分らしさ」があることに気づかせる，ことが必要であろうと考え，

資料から「松井選手の良い点は何でしょうか。」という場面発問を準備した。さらに「三冠主が取れな

くなったことに対して松井選手は何と言ったでしょうか。」という場面発間を設定し，松井選手の人柄

から彼の取った行動を想像させることで，人それぞれには違う考え方や個性があることを認識させた。

その上で，中心発問である『「自分のこと」について説明してみよう。』で自分の良さは何かと考えさせ

た。しかし，客観的に自分自身を理解することは難しいと予想されたので，友人に自分のことについて

書いてもらい，その意見を聞くことで自分自身の理解を深めていく交流活動を行った。授業の様子から

は，生徒の多くは自分の良い点を挙げることは少なく，友達の意見から自分の「個性」を理解してお

り，自分自身を客観的に見ることができていない様子がみられた。感想からは，友達の方が自分のこと

を知っている，と感じた生徒が多く，

他の意見から自分を見つめ直し，

「自分事」として考えることがで

きたと思われる。課題としては，

資料の人物や時期が古く，生徒に

とっては身近に感じられなかった

と思われる。教科書における人物

の取り扱いの難しさから， どのよ

うに資料を活用すると効果的なの

かを研究し，授業改善につなげる

必要がある。

②「礼儀」

本授業の教材は，地方で小学生にあいさつをされた作者がうれしい気持ちになり，それをきっかけに，

あいさつはお互いを敬愛する行動であることに改めて気づく，という内容である。あいさつを例に「礼

儀」とは，相手の人格を認め，相手に対して尊敬や感謝などの気持ちを具体的に行動で示すことであり，

心と形が一体となって初めてその価値が認められる，ということに気づかせ，その価値を深めていきた

いと考えた。生徒にとって「あいさつ」は慣習的なものになっている場合が多い。思春期になると従来

のしきたりや形に反発する傾向が強くなり，照れる気持ちやその場の状況に左右されることによって望

ましい行動がとれなくなったりすることがある。また，誠実さの伴わない形だけの礼儀への拒否感が強

くなる場合もある。そのため，補助発間として「あいさつはなぜ行うのか」と考え，当たり前のように

感じる行動の意義を考えさせることとした。そこから資料の内容と重ねて「あいさつは，なぜうれしい

気持ちになるのか」という中心発間で，礼儀が他者を敬い感謝の気持ちを伝えるなど，人間関係を良く

するものであることに気づかせ，「礼儀」の道徳的価値を深めていこうと考えた。また，中心発間との関

わりで，良いあいさつを考え実践させる活動や外国のあいさつとの比較をするなどの学習を行った。

授業の様子からは，生徒たちの多くはあいさつが身近なものであるので考えやすい内容であったと考

えられる。あいさつを行う理由を「コミュニケーション」や「互いの気持ちが良くなる」と考えている

生徒が多かったが，中心発問でもそれと似たような考えが多く，価値があまり深まっていない様子が見

1問い 2]「自分のこと」について脱明してみよう。（中心発問）

男子 ［読書好き プラス思考 〕 女子［相手の良いと ころをたくさん見つけられる

頭がいい 〕

［活軌l友だちに自分のことを聞いてみよう。

男子 ［みんなをまとめる ことができる 発表をいつばいしている まじめ 本好き

いろんなことを知っている 話をしていて楽しい 面白い頭がいい

女子 ［リ ーダーシップ統率力積極的真面目 本の虫字がきれい発表をよくする

冷静 自分のことも相手のことも大事にする 〕

（感想：わかったことや気づいたことなど］

男子

f

ヽ

［自分のことを自分以上にわかっていた友達がいたのがうれしかったです。じぶんのこと

について理解ができました。 〕

女子 『ムはおっちょこちょいで．危なっかしくて ...と思っていたけど， 00から「冷静」

と言われ、人からはそういう風に見られているんだと驚いた。 ］ 
図3 ワークシート：生徒記述例
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受けられた。その理由として，中心発間を「あいさつは，なぜ気持ちが良くなるのだろうか。」と設定し

ていたが，実際には「あいさつをすると，なぜ気持ちが良くなるのだろうか。」と発間してしまったため，

あいさつをする側なのか，あいさつをされる側で考えるのか，混乱した子どもたちがいたと考えられる。

しかし，ワークシート例の女生徒のように「敬意をこめて，一人の人格として認めてもらえている」と

1問い1lなぜ，あいさつをするのか。（補助発問）

男子 ［人との交流を深めるため 相手の気持ちを知るため 人の気持ちを良くするため

自分を強くするため ］ 
女子 ［あいさつは，人と人の関わりを保つのに必要だし，自分が相手にしたり相手にされた

りすると，お互いが気持ちよくなるから ］ 
1問い2]あいさつは（をすると），なぜ気持ちが良くなるのだろうか。 （中心発問）

男子 ［あいさつに心がこもっているから 言われるとうれしい

女子 ［敬意をこめて， 一人の人格として認めてもらえていると思うから

（感想 ：わかったことや気づいたことなどl

男子 ［あいさつは世界共通の一番短いコミュニケーションだと思います。人との関わりを持つ

ことで自分の心も成長できると思います。大切な言葉の一つだと，僕は思います。 ］ 
女子 ［あらためて，あいさつは大切だと思ったし，あいさつをする理由を考えると，これから

もっともっとあいさつをしたくなった。 ］ 
図4 ワークシート：生徒記述例

③ 「遵法精神，公徳心」

多面的・多角的に「礼儀」の価値

を深めている生徒も数人いた。生

徒の立場に立って，言葉の微妙な

違いに留意し発問することを意識

して，授業改善につなげる必要性

を感じた。感想では，男生徒の「あ

いさつは世界共通の一番短いコミ

ュニケーション」「人との関わりを

持つことで自分の心も成長でき

る」など，あいさつの大切さに気

づき，内省や「自分事」としてと

らえている内容が多くあった。

本授業の教材には，市立図書館に勤めている主人公が，センサーによるチェックや人気のある雑誌を

カウンター内に移動するなど本の利用状況が悪い中で，本来，図書館は自山に利用できるべきであると

考え，その状況に秘藤する姿が描かれている。公徳心は，社会生活の中で守るべき正しい道を大切にす

る心であり，それを日常生活の中で具体的に生かすことで，住みよい社会が実現できる。そのためには，

ルールやきまりを守る遵法精神が必要であり，子どもたちに改めてやるべきことやきまりを守ることの

大切さに気づかせたい，と考えた。そこで資料を分割して読み合わせながら，場面発間として「図書館

利用の状況の悪さに対して岩井さんたちはどんな行動をとったと思いますか？」という間いを行った。

さらに，中心発問として主人公の「図書館は本を自由に利用できるべきである」という考えが他の職員

に受け入れらなかったことから，「本を守る」ための制限と「図書館の自由な利用」の理想を対比させな

がら，自分の考えをまとめさせることとした。中心発問では「図書館利用の悪さは取り締まるしかない」

などの意見が多く，主人公の理想に深くせまる意見が少なかった。記述例の女生徒の【間い 2】の考え

では，岩井さんの「図書館の自由な利用」の理想と職員たちの「本を守る」ための制限，を二者択ーで

考えており，その理由として中心発問が「具体的な問い」となっていなかったことが原因と考えられる。

設間においては，「発間内容の明確化」と「簡潔で平易な言葉」をしつかりと意識することで，授業改善

につなげていきたいと考

えた。しかし，記述例の

男生徒のように「監視を

せずに利用の悪さを直す」

ためにどのような方法が

あるかと考え，最終的に

「マナーを守らない人を

どう正すかわからない」

と感想に書き，多面的・

多角的に「公徳心」「遵

法精神」について考えを

［問い 2】岩井さんの提案は受け入れられなかったが，自分ならどのような行動をとりますか？

女子 ［三［三ーチニご~~~ら／はこのtここ力／つなfこと者こたろに配骰して］

男子 ・岩井さんに贅成（利用者の人権を守る）→図宙館がなくなる可能性？

［ 監視はせずに利用の悪さを直す→犯人を憎んではいけない，犯人は自覚させる

• その他の司苔に賛成（監視する）

〕
1感想：わかったことや気づいたことなど）

男子 ［マナーを守らない人はどうすればいいかわからない。

女子 ［本はあまり読まないけど，本を低つける人は作者の気持ちを考えていない人なんだ

なと感じました。 ］ 
図5 ワークシート：生徒記述例
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深めた生徒もいた。また，前述の女生徒の感想では，「本を大事にしない人は作者の気持ちを考えていな

い人だ」と図書館職員の立場だけでなく「著者の立場」で多面的に考えていることが読み取れた。

6. 検証のまとめと今後の展望

(1)まとめ

本研究では，道徳授業の「指導と評価の往還」をめざし，指導における「発間のあり方」と「評価の

見取り方」についての実践を試みた。授業実践を進める上で，授業のねらいである「道徳的価値を深め

る」ためには，「教材分析」を行い，資料をどのように活用するか，「子どもの実態や能力」に応じて，

子どもの考えを越えた少し背伸びして考える間い，を「平易で簡潔な言葉」で行う「発間づくり」が重

要であるということを認識できた。例えば，検証②の「あいさつは，なぜ気持ちが良くなるのだろうか」

という中心発間は，あいさつをすることの慣習的な理解から，あいさつの持つ本質的な理解へと変容を

促す問い，として設定した発問であり，子どもが「考えてみたい」と思うような意味のある「発問」を

どのように授業展開で演出していくかが，授業のカギとなる。また，授業立案を積み重ねていく中で，

一つの道徳的価値には，「内包される別の価値」や「関連する別の価値」があることに気づくことができ

た。前者は，一つの道徳的価値を違う視点や立場で見ることによって，その中に隠れている別の価値が

見えてくることで，これが「多面的」な見方・考え方になると考えられる。後者の方は，一つの道徳的

価値から周りを俯轍的に見渡すことで関連する別の価値が見えてくることで，これが「多角的」な見方・

考え方になると考えられる。従って，道徳的価値を深めるとは，自分事で多面的・多角的に考えること

で別の価値に気づき，そこから考えを広げていくこと，ではないだろうか。表面的な価値観で発間する

と，子どもは「そんなことわかっている」と感じ，心には警かない。当たり前のことを「なぜ，それが

大切なのか」と改めて深く考えてみたり，「それは必要なのか」と否定してみることで今まで意識してい

なかった価値に気づくことができる。子どもの「疑問や好奇心，迷い」などを生み出す，予想を超える

「問い」で，他者と交流しながら，それまで気づかなかった新たな価値を発見していくことが重要であ

ると考えられる。

また，「評価」においては，「評価を学習指導の終着点とするのではなく，評価を教師の指導改善と結

びつけることで，評価と指導の関係を相互往還的なものと捉える」（西岡他， p55), ことで，指導と評価

をつなぐものは，「指導」から見れば「授業のねらい」であり，「評価」から見れば「評価の視点」とい

うことができる。「評価」は子どもを値踏みし，その結果を子どもの責任にすることではなく，教育とい

う働きかけによって子どもの資質・能力が育成されているかどうかを確かめるものである。道徳科に置

き換えれば，ねらいが「価値の深まり」であり，評価の視点が「自分事の思考」と「多面的・多角的な

考え」であり，資質・能力を「道徳性の成長」と捉えることができる。道徳科の評価においては，その

芸三苔：已号号｝旦三戸三圭三豆竺芸〗~: 1竺戸三三主亨三〗
人まで色々な人の気持ちがわかるようになった気がします。偶生徒）

・道徳は自分の意見が言えて，他の子の意見が閉けるので他の教科と違うなと感じた。（女生徒）

・道徳の授業を通してわかったことは，「色んなことを大切にする」です。人、物、全てを大切にし，

困っている人や支えてもらっている人に自分ができることをしてあげたいと思いました。（女生徒）

・色々なことを考えたり，こういうことはやっていいのか，どうするべきかを考えて行動することが

増え，周りの見方も変わり，大切なことをたくさん知ることができた。便生徒）

・道徳の授業を受けて，世界の子どもたちのことや環境問題について蒻べたりしました。人にやさし

くしようと意識したり，家族や他の人たちについて考えたりできたので良かったです。（女生徒）

図6 道徳授業の中間アンケート
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本研究では，学習状況の見取

り方として，ワークシートで

の思考や感想，授業のエピソ

ード記録，道徳アンケートな

どのポートフォリオを活用し

て，子どもの，自分事の考え

や多面的・多角的な考え，を

見取ることを行った。西岡は，
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「ポートフォリオ評価は子どもが学習のあり方について自己評価することを促すとともに，教師も子ど

もの学習活動と自らの教育活動を評価するアプローチを指す」（西岡他， 2015)としている。道徳科の評

価の見取り方としては，「子ども自身の思考の深まり」や「交流を通した思考の変容」，「気づきや新たな

間い」などをポートフォリオの積み重ねを通して見取っていくことが，最も効果的であると考えられる。

以上のことから，道徳科の授業は，その特性から「特別の教科」ではあるが，指溝と評価の関係にお

いては他教科と何ら変わることはなく，指導と評価を相互往還的に行うことができる， と考えられる。

これからの道徳科は，繁雑・多忙化する学校現場において，あせらず，ゆっくりと， しかし着実に，授

業に取り組むことが肝要であり，継続して更なる実践研究の深化に努めていきたい。

(2)展望

この世に同じ人間がいないことと同様に，人の考え方や感じ方もそれぞれに違うことは当然のことと

言える。個々に違う価値観があり複雑化する社会の中で，道徳科は子どもたちの人生をより良く導く教

科であることが望ましい。しかし，道徳科は，他教科とは違って，明確な答えがなく様々な価値観が混

在し，さらに，道徳的価値観は時代や社会の変化とともに変わっていくものでもあるため，指導が大変

難しい。そう考えると道徳科では，教師の様々な経験や幅広い知識，適切な対応力が求められる。

石井(2013)は，これからの教師像を，技術的熟達者，省察的実践家，学間する教師，として提言して

いる。技術的熟達者は，教師の教えをハウツーやスキルなど手続き的に行うのではなく，手続き的知識

を柔軟に組み替えたり，拡張したり，新たな手続きを発明するような教師，としている。道徳授業でい

えば，前者は手続き的に「心情主義的道徳」を行う教師であり，後者は「考え，議論する道徳」をデザ

インする教師と考えられる。また，省察的実践家は，授業の反省と批評において，観察を行った上で省

察した課題に取り組む，といった問題解決的に行うだけでなく，観察・省察を行った上で再考し枠組み

を再構築する，といった間題探求的な活動を行う教師， としている。道徳科に置き換えれば，教科書や

教材が子どもの実態に応じて適切だったのか，教材分析において教科書通りの内容項目でよかったのか，

など，前提や枠組みを自明視しない，創造性のある省察を行うことが必要であろう。学問する教師につ

いては，専門分野や教育分野における，さらにはそれらに直接的に関係のない分野における学問的知識

や教養を身につけ，自覚的に追求していく教師，が重要であるとしている。そのため，これからの教師

は高い専門性と教養，総合的な教師力を身につけ，激しい社会の変化に臨機応変に対応できる「学び続

ける教師」をめざし，自己研鑽に努めなければならないと考える。
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