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１．はじめに

　指導要領に記載されている，道徳の自作教材に関する記述を整理する。

　道徳が初めて登場した1958年10月１日告示の小学校指導要領には明確な記載はない。

第３　指導計画作成および指導上の留意事項

８　指導は，広い角度から種々の場面・機会・教材を利用して行わなければならない。その際，話

し合い，教師の説話，読み物の利用，視聴覚教材の利用，劇化，実践活動などの諸方法を適切に

組み合わせて用い，教師の一方的な教授や単なる徳目の解説に終ることのないようにしなければ

ならない。

　その後数回の指導要領改訂では自作教材に関する記載はないが，平成元年告示の小学校指導要領には

明確に記載されている。

第３　指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い

３　道徳の時間における指導に当たっては，児童が興味や関心をもつ教材を開発したり，個に応じ

た指導を工夫したりするなど，児童が自ら道徳的実践力を養い，内面に根ざした道徳性の育成が

図られるよう配慮する必要がある。

　1998年12月14日告示の小学校学習指導要領にも，道徳における自作教材開発について明確に記載され

ている。
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要　約

　道徳は，「学習指導要領」（文部科学省　2017告示）で「特別の教科道徳」になるまで，教科書会社が作成した副

読本に収録されている教材を使った授業が主流であった。小学校では2018年，中学校では2019年に副読本が教科

書になってからは，教科書に収録されている教材を使った授業が主流となっている。しかし，一部の研究団体や

実践者は，自ら開発した自作教材を使った道徳の授業も実践している。本論では，鹿児島県の公立学校教諭であ

る大江浩光の教材と実践を整理し，道徳における自作教材開発の具体的な方法について考察を行った。
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第３　指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い

３　道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

　⑵　ボランティア活動や自然体験活動などの体験活動を生かすなど多様な指導の工夫，魅力的な

教材の開発や活用などを通して，児童の発達段階や特性を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

４　道徳教育を進めるに当たっては，学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，学校の道

徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また，家庭や地域社会

との共通理解を深め，授業の実施や地域教材の開発や活用などに，保護者や地域の人々の積極的

な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。

　2008年３月告示の小学校学習指導要領にも詳しく記載されている。

第３　指導計画の作成と内容の取扱い

道徳の時間における指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

　⑶　先人の伝記，自然，伝統と文化，スポーツなどを題材とし，児童が感動を覚えるような魅力

的な教材の開発や活用を通して，児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行

うこと。

　2017年３月告示の小学校学習指導要領の記述は次の通りである。

第３　指導計画の作成と内容の取扱い

２　第２の内容の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

　⑺　道徳科の授業を公開したり，授業の実施や地域教材の開発や活用などに家庭や地域の人々，

各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深

め，相互の連携を図ること。

３　教材については，次の事項に留意するものとする。

　⑴　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。

　⑵　教材については，教育基本法や学校教育法その他の法令に従い，次の観点に照らし適切と判

断されるものであること。

　　ア　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。

　　イ　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。

　　ウ　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。

　これらの記述から，学習指導要領では，道徳における教材開発が奨励されていることがわかる。

　しかし，筆者の経験では，「副読本（教科書）を使うのが道徳」という意識を持つ教師が多く，指導

要領にあるような自作教材を開発し授業で活用しようとする教員は少ない。当然のことながら，学校内

の研究授業や公開研究会で自作教材を使った授業が行われることは極めて稀である。
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　しかし，自作教材を作成したり授業を行ったりする教師がいることも事実である。アメリカの心理学

者ローレンス・コールバーグの道徳性認知発達段階説に依拠するモラルジレンマ教材を作成する道徳性

発達研究会，授業づくりネットワーク，道徳のチカラ，TOSS（教育技術の法則化運動）などが多数の

自作教材を作成し，実践と共に論文や書籍で公開している。前記の団体に所属する教師以外にも自作教

材を作成し実践している教師もいる。

２．本論のねらい

　道徳で教材を作成し実践している教師の具体的事例を整理し分析することで，同様に道徳の教材を自

作し実践しようとしている教師の参考になる資料を提供することをねらいとする。

　

３．研究対象

　鹿児島県の公立学校教諭大江浩光（以下，大江と記す）が開発した道徳の自作教材を研究対象とする。

　大江は，1993年10月１日 和歌山県生まれ。1987年４月から鹿児島県公立学校の小学校教諭として勤

務し，本論執筆時点で現職である。道徳教育に関する著作以外にも特別支援教育関係の著作を多数公刊

している。また，大江はホームページで実践や作成した教材・教具を公開している。

　大江が作成した道徳の自作教材を研究対象とする理由は次の三点である。

　①　開発し著作で公刊している自作教材が40点以上と他に類がないほど多い。

　②　道徳教育に関係する単著が８冊と他に類がないほど多い。

　③　授業教育で使った資料，発問，児童生徒の反応などが公刊されている単著の中で公開されている。

　本論では，公刊されている次の８作に収録されている自作教材を研究対象とする。

表１　大江浩光の道徳教育に直接関係する単著リスト

 ①　『子どもが夢中になる落語流道徳自作資料10選』（明治図書）1996年

 ②　『今を生きる人々に学ぶ』（明治図書）1999年

 ③　『「いじめ」の授業』（明治図書）2000年

 ④　『絵本を使った道徳授業』（明治図書）2002年

 ⑤　『「学級崩壊」の授業』（明治図書）2002年

 ⑥　『続・落語流道徳授業』（明治図書）2003年

 ⑦　『夢の授業』（明治図書）2006年

 ⑧　『規範意識を高める道徳授業』（明治図書）2008年

４．大江が道徳の自作教材を作成する理由

　大江は道徳教育に関する最初の著作である『子どもが夢中になる落語流道徳自作資料10選』で，副読

本の特徴（デメリット）として，「１　資料が子どもの実態に即していないので，子どもは授業に集中

することができない。２　副読本は，読解力を必要とするので，読解力が低い子どもにとっては，授業

に興味関心を持つことができにくい。」の２点を上げている。

　『絵本を使った道徳授業』では，「文部科学省の調査結果や小学校学習指導要領解説道徳編から判断す

れば」とし，これからの道徳授業の３つのポイントの１番目に「心に響く資料の選択と，多様な資料の

開発」を上げている。特に中学生について「中学生になると，思考力が大人と同じレベルぐらいまで上

がっています。即ち，大人の心に響くような資料を道徳の授業に用いなければ，子どもの心に響くこと

は期待できないでしょう。既存の資料の中にそのような資料がない場合は，教師が自ら資料を選択・開
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発をすることが重要となってきます。」と書いている。

　『「学級崩壊」の授業』では，著書の魅力の１番目として「１　「学級崩壊」をテーマにした七本の道

徳自作資料を単元化しています。子どもにとって「道徳の時間」が魅力的なものになっているでしょうか。

「道徳の時間」を魅力的なものにしていくためには，画一化・国語化した指導をしていては無理ではな

いでしょうか。そこで，子どもの心を揺さぶる道徳自作資料の必要性を痛感しました。」と書いている。

　『続・落語流道徳授業』では，「道徳の時間を魅力的なものにするポイント」として「１　教師がやっ

てみたくなる資料を授業で用いる」ことをあげ「小学校高学年から中学生にかけては，心情面の発達は

かなり本人に近づいている。そのような子どもにきれいごとを並べた道徳の授業をしても，子どもを道

徳嫌いにするだけである。教師自身，授業で用いる資料に対して感銘するような資料を用いなければ，

子どもの心に響く授業をすることはできないだろう。」と書いている。また，今までの道徳授業の問題

点として「読み物資料に頼りすぎ」という指摘を行っている。

　『夢の授業』では，「魅力１　インパクトのある魅力的な自作資料を掲載しています。」と表現している。

　これらの記述を整理すると，大江が自作教材を作成するのは，副読本に対して次のような問題意識を

持つからと考えられる。

　①　読解力が必要なものが多く，子どもたちの実態に合っていない。

　②　子どもの心に響かない資料がある。

　③　整合性を欠く作り話がある。

５．大江の作成した教材一覧

　研究対象の大江の著作８冊に収録された自作教材を一覧表にまとめた。出典は表１に準ずる。〔注〕

表２　大江浩光の自作道徳教材リスト

NO 教材名（指導対象） 教材の概要 出典 頁

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

１　はみ出しうんち（小低中）

２　丸坊主（小全）

３　プールでのおしっこ（小低中）

４　ヤドカリさんの貸家（小低中）

５　学級園（小低）

６　犬飼ってよ！（小低）

７　落書き（小低中）

８　鉛筆の長さ比べ（小低中）

９　カステラの分け方（小低）

10　動物園（小低）

整理整頓，動物が登場人物・便器からはみ出した

うんち，イラスト教材　【創作】

思いやり，病気の治療で髪の毛が抜けてしまった

同級生，写真教材　【実話】

節度ある行動，プールでおしっこをした同級生，

イラスト教材 【創作】

捨てられていたキャップを家にしたヤドカリ，写

真・イラスト教材　【実話】

節度ある行動，手入れがされていない学級園，写

真教材　【実話】

節度ある行動，子犬を飼うことに飽きた男の子，

イラスト教材　【創作】

節度ある行動，雨の日にガラスに落書きをした少

年，イラスト教材　【創作】

短くなった鉛筆を使う，補助軸を使って使う，イ

ラスト教材　【アクティビティ】

カステラを切り分けるときの配分，写真教材　【ア

クティビティ】

動物園で小さなおりで飼われているトラ君

イラスト教材　【創作】

① 14

24

34

42

50

58

67

77

85

94
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NO 教材名（指導対象） 教材の概要 出典 頁

11

12

13

14

15

※

16

１　命を大切に（小高・中）

２　未来を信じて（小高・中）

３　腎臓移植（小高・中）

４　義足のスプリンター

　（小中・中）

５　共に生きる（小高・中）

６　一膳のお粥（小高・中）

７　トリプルマーカーテスト～ダ　

ウン症児を中絶～（小高・中）

安易に自殺を考えない心，小児性脳性麻痺の娘の

世話をするガンの母親　筋ジストロフィーで入院

している石橋悦子さんからの直接のメッセージ，

写真教材　【実話】

夢を持ちその夢に向かって努力するようになる，

バングラデシュの学校に行けない貧しい子どもと

夢に向かって努力する女性

荒巻裕著『人権を考える旅』，中尾豊氏の写真を教

材化，写真教材　【実話】

自分がしてほしいにもかかわらず相手には同じこ

とができないこともあることを知る，腎臓移植問

題，写真教材　【実話】

前向きに生きることの大切さ，障害者に対する正

しい認識を持つことの大切さ，義足のスプリンター

荒木孝司さん，本人からのメッセージ，写真教材　

【実話】

あらゆる人と共にいきることの大切さ，障害者プ

ロレス，内山義朗氏協力，写真教材【実話】

戦争の怖さや愚かさ，人間は思いやりをもてる可

能性，バングラデシュの難民キャンプでコーンちゃ

んが見せた思いやりのある行為，写真教材　【実話】

加藤久雄の改作

命の尊さ，妊婦さんに胎児がダウン症児であるか

ないかの検査「トリプルマーカーテスト」，ダウン

症児の保護者の協力【実話】

② 22

43

65

80

102

117

132

17

18

※

19

20

21

１　「いじめ」は，犯罪

　（小高・中）

２　傍観者（小高・中）

３　命を大切に（小高・中）

４　続・共に生きる（小高・中）

５　お母さん，産んでくれてあり

がとう（小高・中）

６　幸せのかけら（小高・中）

いじめの授業・主にいじめる側に視点を当てた資

料，家庭裁判所と少年鑑別所の協力を得て作成，

少年院入所経験者からのメッセージ，写真教材，

新聞記事見出し【実話】

いじめの授業・傍観者，いじめの構造を図で表現，

「いじめ」を受けたＡ子さんの協力を得て作成　

【実話】

いじめの授業・いじめられる側　NO ３の改作，

写真教材　【創作】

いじめの授業，福祉作業所の賃金・障害者雇用，【実話】

いじめの授業，出産，イラスト教材，写真教材

【実話】

いじめの授業・前向きに生きる，筋ジストロフィー

患者である石橋悦子さんの詩と直接のメッセージ，

写真教材 【実話】

③ 24

42

59

79

92

108

22

23

１　思いやり（許す）（小・中）

２　思いやり（自己犠牲）

　（小・　中）

思いやり，寛容な気持ちの大切さ，大江浩光作・

丸田多賀美絵の絵本『とべ　ブーニャン』，から

だの弱い弟のためにまほうのイチゴを奪ったブー

ニャンと奪われたドラゴンとペンきち　【創作】

大江浩光作・丸田多賀美絵の絵本『ともだちって　

いいな』，給食時間にゲーともどしたパンダさんと

かばってくれたコアラさん　【創作】

④ ８

58
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NO 教材名（指導対象） 教材の概要 出典 頁

24

25

26

27

28

29

※

１　戦火の教科書（小・中）

２　心の優先座席（小中・中）

３　出席停止（小中・中）

４　自分にできること（小中・中）

５　夜間中学（小高・中）

６　夢をかなえるには！

　（小中・中）

７　新・一膳のお粥（小中・中）

前向きに生きる，カンボジアで戦火を逃れ看護婦

になったカンニーさん，イラスト教材，写真教材　

【実話】

思いやり，阪急電車の設定している全席優先座席，

写真教材，イラスト教材【実話】

思慮・節制，出席停止・少年鑑別所・少年院，写

真教材　【実話】

正義・勇気，いじめで不登校になった友だち，い

じめをしている子どもに対して何をするか，また

いじめられている友だちに何をするか，数値資料　

【実話】

前向きに生きる，夜間中学，夜間中学に通う佐藤

花子さん（仮名）　数値資料，写真資料　【実話】

理想・努力，夢をかなえるためには何が必要かを

考える イラスト　【実話】

思いやり戦争の怖さや愚かさ，人間は思いやりを

もてる可能性，バングラデシュの難民キャンプで

コーンちゃんが見せた思いやりのある行為，写真

資料，加藤久雄の先行実践の改作　【実話】

⑤ 16

31

41

51

59

71

84

30

※

※

31　

※

32

33

１　かえるのカサ（小・中）

２　声を失った犬（小・中）

３　新・プールでのおしっこ（小・中）

４　オオクワガタ（小・中）

５　新・丸坊主（小・中）

６　真の金メダリスト（小・中）

７　スケルトン（小・中）

マナーを守ることの大切さ，傘を忘れた人の為に

無料で貸し出す「かえるの傘」の低い返却率，写

真資料　【実話】

生き物を大切にすることや始めたことは最後まで

やり通すことの大切さ，犬がなくと

電流が流れる首輪，写真資料　山田秀夫の改作　

【実話】

NO ３の改作

マナーを守ることの大切さ，オオクワガタを生き

ている木を割って採る行為，イラスト資料，写真

資料　【実話】

NO ３の改作

人間は完璧ではないこと，寛容な気持ち，シドニー

オリンピック篠原選手に対する判定，写真資料　

【実話】

思いやりを持つことの大切さ，スケルトン競技で

越選手のためにソリを開発したニギテックが外国

の選手にも開発したソリを販売した，イラスト資

料　【実話】

⑥ 16

27

41

56

68

78

87

34 「夢」の授業（小中・中） NO25の一部改作，夢をもってあきらめずに，前向

きに生きることの素晴らしさ，イラストの紙芝居，

カンボジアで戦火を逃れ，看護婦になったカンニー

さん，アテネオリンピック女子柔道52キロ級で残

り一秒で逆転勝ちした横澤由貴選手，写真資料，

イラスト資料　【実話】

⑦
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NO 教材名（指導対象） 教材の概要 出典 頁

35

36

37

38

39

１　粋な席のかわり方（小中・中）

２　図書館の本（小中・中）

３　おばあちゃんのおてんと様

　（小中・中）

４　ゴールの先にあるもの

　（小中・中）

５　ことば（小中・中）

粋な行動をとること，バスの席を相手に気を遣わ

せない方法で譲った青年，イラスト資料，教師体

験から　【実話】

マナーを守ることの大切さ，返却されなかったり

落書きされたりする図書館の本　写真資料，教師

体験から　【実話】

感謝や思いやりの気持ち，23歳から79歳まで牛乳

配達を続けた上ノ原良子さん，イラスト資料，写

真資料　【実話】

結果ではなくベストを尽くすことが多くの人々に

学びや元気を与えること，ロス五輪オリンピック

女子フルマラソンのカブリエル・アンデルセン選

手が他選手のミスで給水できなかったにもかかわ

らず完走した　イラスト資料　【実話】

場面に応じた適切なあいさつや言葉を使うことの

大切さ，あいさつゲーム 

【アクティビティ】

⑧ 21

34

42

55

69

６．大江の作成した教材の分析

　⑴　事実中心の教材開発

　大江は，『続・落語流道徳授業』で，道徳自作資料の作成について詳細に述べている。

　資料（ネタ）の収集方法として，「私は，常に次の五点からネタを見つけている。」とし「①新聞

②テレビ（ニュース，ドキュメンタリー等）③４コマ漫画④雑誌⑤インターネット」の５点をあげ

ている。特に①から⑤に共通していることとして「旬のネタが多く掲載されていること」と「時世

の問題や環境問題，人権問題等多くのネタ」が掲載されていることを上げている。また，ここで注

意するべきこととして，「その記事が事実かどうかを確認することが大切である」としている。

　表２では，実際にあったことや実生活の中で経験していることを教材化したものを実話，架空の

物語を教材として作成しているものを創作，その場でのゲームなどをもとに授業を展開するものを

アクティビティと分類した。大江の自作教材39のうち，創作と言えるのは８点のみで，創作とアク

ティビティ３点を除く28点は実話の教材化である。大江が実話を道徳教材開発の中心にしているこ

とは，「心に響かない」読み物教材を問題視していることから当然のことと思える。

　この28点を，分類すると次のようになる。

　⑵　28点の実話の分析

　28点の実話を扱っている内容で分類すると次の通りである。（一部重複あり。）

表３　大江浩光の自作道徳教材の分類表

①スポーツ選手のエピソード

　32真の金メダリスト　33スケルトン　34「夢」の授業　38ゴールの先にあるもの

②障がいのある人や病気の人のエピソード

　２丸坊主　11命を大切に　14義足のスプリンター　15共に生きる　21幸せのかけら

③障がいや病気に関するエピソード

　13腎臓移植　16トリプルマーカーテスト～ダウン症児を中絶～　 19続・共に生きる
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④自然のなかのエピソード

　４ヤドカリさんの貸家

⑤いじめに関する経験談や法律など

　17「いじめ」は，犯罪　18傍観者　26　出席停止

⑥発展途上国の一般の人のエピソード

　12未来を信じて　24戦火の教科書　34「夢」の授業

⑦学校のエピソード

　５学級園　36図書館の本

⑧身近な生活の中から見つけたエピソード

　20お母さん，産んでくれてありがとう　25心の優先座席　27自分にできること

　28夜間中学　29夢をかなえるには！　30かえるのカサ　31オオクワガタ

　35粋な席のかわり方　36図書館の本　37おばあちゃんのおてんと様

　大江と自作教材との関わり方を分類すると次のようになる。

表４　大江浩光の自作道徳教材との関わり方分類表

①大江本人の体験から，例「35 粋な席のかわり方」「36 図書館の本」

②知人の話から，例「13 腎臓移植」

③当事者の手紙から，例「17 いじめは，犯罪」「18 傍観者」「14 義足のスプリンター」

④取材から，例「28 夜間中学」

⑤新聞記事から，例「30 かえるのカサ」「37 おばあちゃんのおてんと様」

⑥出版物から，例「24 戦火の教科書」

⑦詩から，例「21 幸せのかけら」

⑧テレビ番組から，例「15 共に生きる」「16 トリプルマーカーテスト～ダウン症児を中絶～」

　大江は，生活の様々な場面で出会ったものを教材化している。新聞記事や出版物からだけではな

く，「18傍観者」で「いじめ」を受けたＡ子さんの協力を得て手紙を書いてもらい教材とするなど，

積極的に人や社会と連携して教材を作成している点も参考になる。

　⑶　教材の種類と量の分析　

　大江の教材の大半は，写真やイラスト，絵本などが多く，文字数が少なく理解することが難しく

ない。これは，大江が副読本に対して，読解力が必要なものが多く子どもたちの実態に合っていな

いと考えていることからと考えられる。

７．まとめ

　大江が作成した自作道徳教材は，公刊されている単著に収録されたものだけで39点に及び，他に類が

ないほど多い。39点の大半が，新聞や出版物などで公開されている実際にあったことや，大江が実生活

の中で経験した実話の教材化である。大江は多数の自作道徳教材を作成しているが，大江が素材として

いる新聞や出版物も，経験したことも，教師の誰もが出会うことのある可能性があるもので特殊なもの

ではない。道徳の授業を行う教師なら誰でも大江の実践を参考にすることで，自作教材を作成すること

ができるはずである。

　道徳の授業づくりを教材作成の段階から取り組むことは，2017年３月告示の「学習指導要領」（文部

科学省）でも奨励されている。道徳の自作教材作成の先駆者の一人である大江の取り組みに学ぶことは
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多い。

〔注〕

　『今を生きる人々に学ぶ』の「一膳のお粥」と『「学級崩壊」の授業』の「新・一膳のお粥」は加藤久

雄の改作なので通し番号から外した。『続・落語流道徳授業』の「声を失った犬」は山田秀夫の改作な

ので通し番号から外した。『「いじめ」の授業』の「命を大切に」は，『今を生きる人々に学ぶ』の「命

を大切に」の改作なので通し番号から外した。『続・落語流道徳授業』収録の「新・プールでのおしっこ」

と「新丸坊主」は『子どもが夢中になる落語流道徳自作資料10選』に掲載された教材の改作なので通し

番号から外した。『夢の授業』の「夢」の授業は，『「学級崩壊」の授業』の「戦火の教科書」の改作だ

が大幅な改作と判断し通し番号をつけた。

　指導対象は，小学校低学年は（小低），小学校低学年と中学年は（小低中），小学校全学年は（小全），

小学校中学年から中学校は（小中・中）小学校高学年から中学校は（小高・中），小学校と中学校は（小・

中）と表した。
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