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中学校における考えを深める道徳科の授業のあり方

ー道徳的価値に対する多面的・多角的な分析に基づく発問の工夫を通して一

玉那覇亜矢乃

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻 与那原町立与那原中学校

1 . はじめに

2015年 3月に「特別の教科 道徳Jが創設された。我が国の児童生徒について，道徳教育の充実に関

する懇談会 (2013年 12月）によると「自ら考える力や学ぶ意欲に課題が見られ，他国の若者に比べて，

自己肯定感や社会参画に対する意識 ・意欲が低く， さらに多くの若者が他者とのコミュニケーションや

対人関係に悩んでいる。」と指摘している。また， 2019年 12月に公表された国際学習到達度調査(PISA)

の質間紙調査でも，自分の学習に自信のある子どもが少なく，教科への不安が高い子どもが多いという

結果がでている。自己肯定感の低さや社会参画へ関心度の低さは道徳に限ったことではないが，こうし

た現状に対して他者との関係を通して自己を見つめ，生活への意欲を含めた生き方に関わる学習内容を

もつ道徳科の役割は大きいと考えている。

「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性」から

なる「生きる力」の徳育面に働きかける道徳科は，資質 ・能力の三つの柱の一つである「学んだことを

人生や社会に生かそうとする学びに向かう力，人間性」の育成に大きく関わっている。道徳科の授業に

おいて生徒に問題意識をもたせ，様々な他者の意見に触れ能動的になることで，考えが深まり，生徒は

新しい考えを持つことにつながり，この体験を続けることが生徒の遁徳性を育み，自己肯定感を高める

ことにつながるのではないかと考える。

(1) 研究の動機

生徒の道徳科の授業に関しての満足度は低く ，「平成 24年度文部科学省道徳教育実施状況調査」 (2012

年）によると，「道徳の授業を楽しい，あるいはためになると感じている割合」は小学校 1,...___.,2年生が 89.4% 

を頂点に，中学校 3年生では 47.3%と，学年が上がるにつれて低下している。また教師に関しては，「道

徳の授業を充分実施できていると思う教師は小学校で 3人に 1人，中学校では 4人に 1人」という結果

である。筆者の実習校でのアンケートからも「道徳の授業は他の教科の授業より難しい・とても難しい」

と感じている教師は 20名中 17名であった。遁徳の指導方法に不安を抱える教師は少なくない。それゆ

え授業が型にはまったものになりがちで，生徒にとって現実味のある授業となっておらず，学年が上が

るにつれて生徒の受け止めが良くない状況に陥っていると考える。

教師が道徳の授業を実施する上で抱えている課題は，教師の指導力不足からおこる授業実践への不安

（授業展開，発間，深い学び，ワークシートの使い方等），教材研究不足，など多岐にわたるが，まずは

この教師の抱える道徳科の授業の難しさの要因を明らかにしたい。そして形骸化していると言われてい

る道徳科の授業を，生徒が本気で考え議論することができるよう授業のあり方を考えたい。

2 研究の目的と方法

本論では教師が抱えている「道徳の授業は難しい」という意識を，「道徳的価値の捉え方」から考えてい

く。そしてその価値の捉え方がどのように授業を左右しているのかを 2019年 9月の実習や，これまで

参観した授業を振り返りながら道徳科の授業を検証する。また，道徳的価値の捉え方を理解した上で，

道徳的価値を多面的 ・多角的に考える発問を工夫し，生徒が考えを深める過程を分析することを通して
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道徳科の授業のあり方を探る。

3. 研究内容

(1)道徳的価値の難しさ

多くの教師が「難しさ」を感じているのは「答えの出る教科指導とは異なり，道徳科の授業では答えは

ない，と教師は捉えつつ，しかし時間内に本時の「ねらい」（道徳的価値）に生徒を導きたい」，この矛盾し

た考えが教師の根底にあるのではないかと筆者は考える。これまでの教育実践と実習での取組における

教師と生徒の様子を分析することで改善点を指摘したい。

①道徳性を養う手がかりとしての「内容項目」（道徳的価値）

『中学校学習指導要領（平成 29)告示解説 特別の教科 道徳編』（以下 「解説道徳編」）では，「道徳

的価値」とは，生徒がより良く生きるために必要とされているものであり，人間としてのあり方や生き方

の礎（土台）となるものである。また「価値」は具体的な行為や状況の中に埋め込まれていて，その場面を解

釈する人によって異なる。「道徳的価値を理解する」とは「道徳的価値」の意味を捉え，生徒一人一人がその

意味を明確にしていく必要がある。筆者が実施したアンケートの「価値を教えることができない」 「（教師

の）ねらったところに価値観が落ちていかない」 「生徒に上手く伝えられない」等の教師が抱く「難しさ」は，

教師の道徳科の授業のあり方の理解不足だと考えている。さらに 「解説道徳編」では道徳的価値の意義や

普遍性について，他者との関わりを通し多様な角度から考えを深め、実生活をいかに生きるかを模索させ

るよう求めている。また自分とは異なる考えや場面に接する中で，道徳的価値の選択や判断が迫られる際

の心の葛藤や揺れ，また選択した結果などから，道徳的価値への理解が始まると述べられている。よって

教師は「価値の解説」をするのではなく，このような場面を授業でつくつていかなければならない。

また「内容項目」とは道徳的価値を含む内容を，短い文章で易しく表現したものであり，生徒自らが道

徳性を養うための手掛かりとなるものである。授業においては扱う教材が一つの内容項目だけに視点を

当てて指導するのではなく，内容項目が成立する人間関係や状況のつながりも考慮して指導することが

大切である。以下は筆者が実習で行った「道徳的価値の理解」や「内容項目」がゴールとなっている授業例

である（表 1)。

内容項目「生命の尊さ」についての道徳的価値を生命の連続性や有限性を含めたかけがえのものとし

て尊重することと捉えて授業に臨んだ。

表 1 道徳科学習指導案

主題名「いのちを考える」 内容項目 D-19 資料名『くちびるに歌をもて』（新しい道徳 3 東京書籍）

内容 主人公が遭難し，霧の濃い海で一人，自分の人生をあきらめた時に，他にも生存者がいるごとがわかり，互いに

励まし合いながら生還することができる。

ねらい 極限の状況にあっても自らの生命力の力を信じ生き抜いた人々の姿を通して， 自分の生命は支え られている

だけでなく，他の生命を支えており，互いに支え合っているということを理解する。

T: 教師の発問 C: 生徒の発表 教師の意図 実際の生徒の様子

T. どういうことが実際命を大切にすることなのかな。この状況ではどうい ねらいの「自分の生 生徒は発問の意味

う影響があったのかなということを考えてみたい。この人（女の子）が与 命は支えられてい を理解することが

えた影響，マッケンナが与えた影響それからこの人達は何もしなかっ るだけでなく，他の できずに，「難しく

た？ 生命を支えており， ない？」とグループ

c・ マッケンナはみんなに歌を歌おうと言って元気づけた。みんなに声をか 互いに支え合って 内で言い合ってい

けて歌わせたから助かった。 いる」ということを る。

c. この女の人はみんなを励ます為に歌を歌った。みんなは愚痴をこぼした 気がつかせたい。 生徒は本文の内容

けど， 一緒に歌って助けに来るのを信じた。 を言っているだけ

T: どういうことが 5人が助かったことになったのかな？と考えて欲しい。 「互いに支え合った で，生徒が持ってい

から」と生徒から出 る価値は表出して

したし‘。 しヽなし‘。

T: 今日の主題は「命を考える」というものだったんですけど，「生きるって 内容項目に関する 「当たり前のこと 言
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どういうことですか」

T: 私が言っていい？みんなの意見をみて思ったのは，

生きるって支え合っているのかな～って。

助け合っているのかな～って。どうですか？

道徳科の授業は生徒が既に知っている価値の概念から出発し，

言葉でまとめたい。 1 ってない？」や「道

徳っぽい」などの発

言あり。

道徳的価値について教材を通し，本当

にそうなのか，「可能な限りあらゆる立場に立ち，可能な限りあらゆる場合を想定」 (2017諸富）しながら，

考えていかなければならないが，「生命がかけがえのないもの」という「当たり前のこと」（生徒）から

脱しきれず，「あらゆる場面を想定」しきれないままにその価値を押し付けた授業となった。

②授業のまとめは教師がおこなうものではなく，生徒自ら自分の解をもつ。

教師が最も「難しい」と述べていることは「授業のまとめ」である。教師のアンケートからも「話し合い

後のまとめ」「考え方や意見の異なる生徒の意見のまとめ」「最後の教師による説話」を難しいと感じてい

る。上記の教師からあげられた「難しさ」の共通点は「教師がまとめないと気が済まない」ということであ

る。また永田 (2019)は「道徳の価値に『迫る』という用語が私達の道徳科の授業のあり方を強く制約して

いる」と述べ， 「価値に迫る」という感覚が生み出しがちな授業の特徴を三つあげている（表 2)。

表2 永田 (2019)「『価値に迫る』授業から『価値に向き合う』授業へ」

i教師の道徳的価値を含む発問に対して，生徒から出た意見の中から正解を探そうとするのではなく，その意見に対し

て友達と対話を通し，友達から得た意見によって新たな価値に気がつき，自分の解をもつことが求められる。

ii 「ねらい」を細かく設定せずに，生徒が柔軟に価値を問い続ける授業が求め られる。

iii教師が道徳的価値にとらわれ，誘導的な発問や問い返しによって，生徒を一つの価値に囲い込む授業になっている。

そこで，生徒が柔軟に価値を問い続け， 自分の解をもっために構成主義的な学習観を参考にしたい。

構成主義的な学習観において学びとは，学習者を白紙状態と捉え，教師が知識を転移していくものでは

なく，学習者の既にもっている知恵や考えと課題（教科）を分断せず，学習者の素朴概念を生かしながら，

外界とのやりとりで物事を認識し，問題解決を行うことである。学習者は常に他の学習者と関わりなが

ら主体的に思考・判断し知識を蓄える。稲垣・波多野(1989)は，「学び手が持っているのとは違った視点か

ら問題を眺めてみる，あるいは学び手のやり方に対してある種の批判を加えることで，間題に含まれる

隠された制約条件をはっきりさせる」，また「より未熟な成員も含めて，自分と違った視点や前提をもっ

他者を説得したり，彼らに教えようと試みる中で，学び手の知識がより明確になり ，よりよく体制化さ

れていく」としており、生徒が自分の解をもつことが重要な前提となる。

(2) 「考えを深める」とは

考えを深めるためには他者の存在が必要である。自分では正しいと疑わない考えも，他者の視点から

みると，正解ではない上に， 一つではないと考える。そこで「話し合う」必要（対話）が出てくる。道徳科

の授業において，あらゆる場面，あらゆる立場から物事を多面的・多角的に話し合い，考えることは，学

習者がもつ既知概念を深めることになる。また自分が必要な知識をもっていないときは誰か他の人から

借りることもできる。稲垣・波多野(1989)は「「分かっている状態」から「分からない状態」へ， さらに再び

「分かっている状態」へという具合に，二つの状態を繰り返 しながら，次第により深く理解が進んでいく

のである」と述べている。さらに稲垣・波多野(1989)は「子ども同士が集団で討論している時，自分では絶

対正しいと思っていたのに，他の意見の存在に気がついたり，不意に反論されることで更に課題につい

て深く考えることが動機付けられる」と述べ，異なった視点をもつ他者と協同で取り組む事により，理解

をいっそう深める事が可能であり，また学び手も有能になると述べている。考えを深めるとは，それぞ

れがもっている既知概念に，対話を通し，異なる道徳的価値について議論することによって，生徒が道

徳的価値を問い直し再編成する過程である。

① 発問や教師の指導法が生徒の深い学びや新たな気付きに繋がる授業（表 3)

日時： 2019年 11月 28日：琉球大学教育学部附属中学校での道徳科の授業
教材：「足袋の季節」 ／内容項目：正直，誠実
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表3 教師の発問と生徒の意見

主発間 1) おつりを誤魔化した少年におばあさんは何と言 うでしょう 。

生徒の意見 ：おばあさんは 10銭あるのを知っていて， 40銭で足袋が買えることも知っていて，裸足の姿も見ていたか

ら，わざと 50銭って聞いて，その後，「これで足袋を買って良いよ」。

主発問 2) おばあさんの「踏ん張りなさいよ」という気持ちにはどんな気持ちがこめられている？

生徒の意見 ：気付いていたとしても，気付いていなかったとしても，ごんな中， 一人で寒そうだし，かわいそうだな，

色々あると思うけど頑張れ。

主発問 3) (間違ったおつりをもらった）少年はごの後どうしたと思う？

生徒の意見：その時は何も言わないで，もらって，それから頑張って働いて，成長して，お金に余裕ができた時に，お

ばあさんのお店行って， 50銭返しましたよ，と言ってさりげなく返す。

②授業分析

物語の人物や事象に対して「あなたはどう考えますか」と第三者の立場から考えさせることで，その生

徒の意見に，生徒が今まで体験してきたことや思い，つまり生徒の道徳的価値がでてくる。「生徒の感想」

にある「言葉」や「表現」は生徒の道徳的価値の表出である。出てきたそれぞれの価値について対話を通し

て再び考えることで，生徒の考えが深まってくると考える。また生徒は「みんな豊かな表現をしていて圧

倒されたけど，私の表現もその一つと して 自信を持って良いんだと思いました。」と自分の意見を言うこ

とが認められて自信に繋がっている。以下に生徒の授業後の感想を示す（表 4)。

表4 生徒の感想

0登場人物になりきって考えることで，より考え方を共有することができた。「あーそんな考え方があったんだ」と学

ぶもの，感じるものがあった。

0自分とは違う考えや表現の共感や発見もあり，自分の想像力や表現力を膨らますことができた。同じ考えでもス ト

ーリーが違ったりして，面白いなとおもった。

0意見は同じでも人によって表現が違うのだと知り，その違いこそが実は大切なのだと学びました。

0グループなりの言葉を使って，たくさんの言策を考え，色々な可能性をみることができた。

0他のグループを同じ意見でも，紡ぐ言葉，表現の違いを味わうことの大切さを学べた。

0一人一人の表現の違いや考え方の視点について学べた。

発表活動は他の教科でもやられているが，答えが一つではない遁徳科の授業だからこそ自分の意見が

認められて自信に繋がるのではないか。稲垣・波多野(1989)「人は，自分や自分の周りの世界についてい

っそう多くの知識を得ようとするばかりでなく，その相互関連性について自分なりに納得したいという

欲求をもつ存在である。」と述べている。まさに生徒の欲求をみることができた授業であった。

4. 今後の研究に向けて

本論では道徳科の授業を実践する上で，教師の道徳的価値の捉え方と登場人物や生徒の立場を意識し

た学習活動の工夫が少ないことが授業を制限し，難しいものとし，また深まりのない学びになっている

ことを指摘し，その逆に多様な道徳的価値の捉え方に基づいて，登場人物や生徒の立場を意識した学習

の工夫によって，深まる授業につながることを検証した。今後は教材の中の道徳的価値に対する多面的・

多角的な分析や発問の工夫をすることで、生徒が考えを深める授業のあり方を模索していく 。
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