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Ⅰ はじめに  

１ 主題設定の理由 

平成 27 年，学校教育法施行規則及び学習指導要

領の一部が改正され，道徳の時間を「特別の教科 

道徳」(以下「道徳科」という)として新たに位置付

け，目標，内容，教材や評価，指導体制の在り方等

が見直された。道徳科では，児童が多様な価値観の

存在を前提にして，他者と対話したり協働したりし

ながら，物事を多面的・多角的に考え，道徳的価値

の理解を自分との関わりで深めたり，自分自身の経

験やそれに伴う感じ方や考え方を想起したりする

ことができるようにするなど，自己の生き方につい

ての考えを深めることを強く意識して指導するこ

とが求められている。 

これまでの授業実践では，児童が教材の登場人物の

置かれた状況に共感して自分との関わりで道徳的価値

について理解することができるように中心的な発

問を設定し，自分の考えを述べさせてきた。しかし，

中心的な発問に対する児童の発言を受けて，多様な

感じ方や考え方に気付かせる補助発問や自分の感

じ方や考え方を明確にしていくための手立てが不

十分であった。そのため，児童はねらいとする道徳

的価値を自分との関わりで感じたり考えたりする

ことができずに，これからの生き方について十分に

考えることができていなかった。 

そこで本研究では，自分の感じ方や考え方を明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確にしていくために，考えを述べ合ったり，聞き

合ったりすることができるよう，多様な感じ方や

考え方に気付かせる発問構成，自分の考えを可視

化するワークシートを使用した書く活動を取り入

れていく。そして，道徳的価値を自分との関わり

で感じたり考えたりすることができるように事前

アンケートを活用する。 

以上のように，道徳的価値についての理解を深

める対話の工夫を通して，自己を見つめ，これか

らの生き方について考える児童を育てる道徳科授

業の在り方を探っていきたいと考え，本主題を設

定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「自己を見つめ」とは 

道徳的価値についてこれまでの経験やそのとき

の感じ方，考え方と照らし合わせながら，自分と

の関わりで考えることと捉える。 

(２) 「これからの生き方について考える」とは 

道徳的価値から自分を振り返り，伸ばしたい自

己について考えたり，どのような生き方をしたい

かを模索したりすることを通して，「～したい。～

していきたい。」などとこれからの目標や自分自身

を高めていこうとする意欲を持つことと捉える。 

(３) 「道徳的価値についての理解を深める」とは 

児童が将来，答えが一つではない様々な問題場

面に出会ったときに，状況に応じてよりよい行為

小学校(道徳科) 

自己を見つめ，これからの生き方について考える児童を育てる道徳科授業の一試み 

―道徳的価値についての理解を深める対話の工夫を通して― 
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抄録 本研究は，小学校第４学年道徳科において，自己を見つめ，これからの生き方について考える

児童を育てる指導の在り方を探ったものである。児童が多様な感じ方や考え方に出会い，自分の感じ

方や考え方を明確にしていくことができるようにするための対話の工夫として，発問構成，ワークシ

ートを使用した書く活動，事前アンケートの活用の手立てを講じた。その結果，友達や自分自身との対話

を通して，これからの目標や自分自身を高めていこうとする意欲を持つ児童の姿が見られるようになった。 
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を選択し，判断し，実践することができるように

するために，多様な感じ方や考え方と出会い，価

値理解と同時に人間理解や他者理解を深め，自分

の感じ方や考え方を明確にしていくことと捉える。 
(４) 「対話」とは 

多様な感じ方や考え方に出会い，自分の感じ方

や考え方を明確にしていくために，考えを述べ合

ったり，聞き合ったりすることと捉える。本研究に

おける対話の対象は，以下の二つとする。一つ目は，友達

である。友達の考えを受けて，自分の考えを述べることや

友達の対話を傾聴して受け止めることで，自分の感じ方や

考え方を明確にしていくことである。二つ目は，自分自身

との対話である。自分の経験と照らし合わせながら，登場

人物の置かれた状況で自分自身の気持ちを考えることや

多様な感じ方や考え方があることに気付き，自分の感じ方

や考え方を明確にしていくことである。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

道徳的価値についての理解を深める対話の工夫

を通して，自己を見つめ，これからの生き方につ

いて考える児童を育てる道徳科授業の在り方を探

る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 自分の感じ方や考え方を明確にする 

対話の工夫 

(１) 多様な感じ方や考え方に気付かせる発問構成 

(手立てＡ） 

児童が教材の登場人物の置かれた状況に共感して自分

との関わりで道徳的価値について理解することができる

ように中心的な発問を設定する。そして，中心的な発問に

対する児童の発言を受けて，多様な感じ方や考え方に気付

かせる補助発問をする。 

(２) 自分の考えを可視化するワークシート（手立てＢ） 

児童一人一人が自分の感じ方や考え方を明確にしてい

くことができるように，友達の考えを記入する欄と振り返

りを記入する欄があるワークシートを使用した書く活動

を取り入れる。 

「よく分かる」「なるほど」と納得した友達の考えは青

ペンで書かせる。１時間の学習を通して明確になった自分

の感じ方や考え方は赤ペンで書かせる。その際，どの考え

を受けて自分の感じ方や考え方が明確になったかが分か

るように線で結ばせる。 

(３) 事前アンケートの活用（手立てＣ） 

児童が道徳的価値を自分との関わりで感じたり考えた

りすることができるように，授業で扱う内容項目に関わる

アンケートを事前に行う。アンケート結果を学習指導過程

展開で提示し，これからの生き方について考えさせていく。 

   

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり実施した。 

 

ねらい 道徳科の授業における実態を把握し，授業実践や

検証に生かす。 

対象 仙台市立旭丘小学校 第４学年１組 29 名 

方法 質問紙法による調査 

内容 道徳科の授業における学び方に関する実態の把
握 

調査日 令和２年７月 17 日 

(２) 結果 

「友達のいろいろな考えを聞いて，自分の感じ

方や考え方がはっきりしたことがある」と答えた

児童は，29 名中 19 名(66％)だった。また，「道徳

科の授業で，『これから～したい』『これから～し

ていきたい』と考えたことがある」と答えた児童

は，29 名中 19名(66％)だった (図１)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 実態調査の計画 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①友達のいろいろな考えを聞いて，自分の感じ方や考え方が
はっきりしたことがある。 

４人 

(N=29) 

15 人 10 人 

②道徳科の授業で，「これから～したい」「これから～して
いきたい」と考えたことがある。 

10 人 ９人 ９人 

(N=29) 

１人 

当てはまる           
どちらかといえば，当てはまる 
どちらかといえば，当てはまらない  
当てはまらない 

図１ 道徳科の授業における学び方に関する調査結果 



  

鈴木３ 
 

(３) 考察 

図１①の結果から， 友達の多様な考えを聞いて，

自分の感じ方や考え方を明確にすることができて

いない児童が10名(34％)いることが分かった。こ

れは，児童が多様な感じ方や考え方に気付くことが

できず，価値理解，人間理解，他者理解を深めるこ

とができていないことが原因だと考える。また，図

１②の結果から，10名(34％)の児童が，これからの生

き方について考えることができていないことが分

かった。これは，児童が道徳的価値の理解を自分と

の関わりで深めたり，自分自身の経験やそれに伴う

感じ方や考え方を想起したりすることができなか

ったことが原因だと考える。 

以上の結果から，道徳的価値についての理解を

深める対話の工夫が必要であると考える。 

２ 授業実践の概要 

実践１～５を表２のとおり実施した。 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞ 自分の感じ方や考え方を明確にする 

対話の工夫

(１) 多様な感じ方や考え方に気付かせる発問構成 

  (手立てＡ） 

① 内容 

児童が教材の登場人物の置かれた状況に共感して自分

との関わりで道徳的価値について理解することができる

ように中心的な発問を設定した。そして，中心的な発問に

対する児童の発言を受けて，理由を求める発問や揺さぶり

の発問で，児童に多様な感じ方や考え方があることに気付

かせた。 

 実践１～５における発問構成は，以下のとおり

である（表３）。 

 
教材名 

内容項目 
中心的な発問 補助発問 

実践１ 

「日曜日のバー

ベキュー」 

(Ｃ 規則の尊重) 

「ここはごみすて場

ではありません！」と

いう立て札を見たの

に，ごみをそのままに

したぼくは，どんな思

いで車に戻ったので

しょうか。 

(理由を求める発問) 
ごみをそのままにしてき

てしまったのは仕方がな

いと思うのは，どうして

でしょうか。 
(揺さぶりの発問) 
他の人も捨てているな

ら，ごみをそのままにし

てきてもいいのではない

でしょうか。 
実践２ 

「ゆうきの心配」 

（Ｂ 親切，思い

やり） 

後ろを向いて駆け出

したとき，ゆうきはど

んなことを考えてい

たのでしょうか。 

(理由を求める発問) 
まことさんを心配する気

持ちがあるのに，どうし

てゆうきはその場から立

ち去ろうとしたのでしょ

うか。 
(揺さぶりの発問) 
まことさんはけがをした

のだから，ゆうきにでき

ることは他にもあるので

はないでしょうか。 
(揺さぶりの発問) 
みんなが考える親切だっ

たら，冷やしたり湿布を

持ってきてあげたりした

方が親切なのではないで

しょうか。 
実践３ 

「『ありがとう』の言葉」 

（Ｂ 礼儀） 

佐々木さんの家に向かう

ひろしは，どんなことを考

えたでしょうか。 

(揺さぶりの発問) 
お小遣いをもらったとき

に，おばあちゃんに「あり

がとう」を言えなかった

ひろしが，佐々木さんに

「ありがとう」と言える

のでしょうか。 
(揺さぶりの発問) 
「ありがとう」と思う気

持ちがあるなら，わざわ

ざ伝えに行かなくてもい

いのではないでしょう

か。 
実践４ 

「ポロといっし

ょ」 

（Ｂ 親切，思い

やり） 

ボールを投げるまね

をしながら，おばあち

ゃんの小さい背中を

眺めて，「ぼく」はど

んなことを考えたで

しょうか。 

(揺さぶりの発問) 
「ぼく」のように，知らな

い人にも親切にすること

はできますか。 
 

実践５ 

「雨のバスてい

りゅう所で」 

(Ｃ 規則の尊重) 

窓の外をじっと見て

いるお母さんの横顔

を見て，よし子はどん

なことを考え始めた

のでしょうか。 

(理由を求める発問) 
どうして順番を守らなけ

ればいけないのでしょう

か。 
 

② 結果 

 実践３における教師の発問に対する児童の反応は，以

下のとおりである(表４)。 

対象 仙台市立旭丘小学校 第４学年１組 29 名  

実施期間 令和２年９月 17 日～11 月 30 日 

実

践 
日時 

主題名 

教材名 

内容項目 

ねらい 

１ 
令和２年 
９月 17 日 

みんなの場所を  

「日曜日のバーベキュー」 

(C 規則の尊重) 

約束や社会のきまりの

意義を考え，これらを守

っていこうとする意欲

を高める。 

２ 
令和２年 
10 月７日 

相手の気持ちに寄り添

って 
「ゆうきの心配」 
(B 親切，思いやり) 

相手の置かれている状

況や気持ちを考え，進ん

で親切にしようとする

心情を育てる。 

３ 
令和２年 

10 月 27 日 

心の通い合い 
「『ありがとう』の言葉」 
(B 礼儀) 

礼儀の意味や大切さを

知り，誰に対しても真心

を持って接しようとす

る心情を育てる。 

４ 
令和２年 

11 月 10 日 

思いやりを行動で  

「ポロといっしょ」 

(B 親切，思いやり) 

相手の身になって人を

思いやり，進んで親切に

しようとする態度を育

てる。 

５ 
令和２年 

11 月 30 日 

きまりを守るのは 
「雨のバスていりゅう所

で」 
(C 規則の尊重) 

約束やきまりが必要な

訳を考え，これらを守ろ

うとする態度を育てる。 

表２ 実践１～５ 指導計画 

表３ 実践１～５における中心的な発問と補助発問 
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実践４における教師の発問に対する児童の反応は，以

下のとおりである(表５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践４における抽出児童の中心的な発問に対す

る考えと振り返りの記述は，以下のとおりである

(表６)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシートの記述と児童の発言から，多様な感

じ方や考え方に気付き，自分の感じ方や考え方を明確にし

ていると判断した児童は，実践３では29名中22名(76％)，

実践４では29名中23名(79％)だった(図２)。 

表６ 抽出児童のワークシートの記述内容 

抽出児童Ａ 
(中心的な発問に対する考え) 
おばあちゃんはなにか悲しいことや苦しい

ことがあったのかもしれないけど，ちょっと元
気になって良かった。ポロと会って気持ちが変
わってちょっとでも明るくなるといいな。 
(振り返りの記述) 
これからは相手が何をしたらうれしくなる

かやどんなことをすればいいのかを考えて親
切にしたいし，こまっている人がすぐに行ける
ようにしたいです。 
  
抽出児童Ｂ 
(中心的な発問に対する考え) 
 無記入 
(振り返りの記述) 
これまでの自分は，はずかしくて言えなかっ

た。これからの自分は，ゆうきを出してこえを
かける。 
 

揺さぶりの発問 

表４ 実践３ 教師の発問に対する児童の反応 

Ｔ：おばあちゃんにひろしはありがとうを言
っていないのに，近所の佐々木さんにあ
りがとうって言えるのかな。 

Ｃ１：おばあちゃんに前言わなかったから，お
ばあちゃんからありがとうの理由を聞
いて後悔している。 

Ｔ：言えなかったことを後悔しているから，
言えるってこと？ 

Ｃ１：言えないと思う。 
Ｃ２：おばあちゃんにありがとうの意味を教え

てもらったから，ありがとうを佐々木さ
んに言える。 

Ｃ３：言えると思う。ありがとうと言うことは，
恥ずかしくないと知ったから。 

Ｔ：うなずいている人もいたね。照れくさい
かな，恥ずかしいかなと思う気持ち，分
かる？  

Ｃ：はい（うなずく子が見られる） 
Ｔ：ありがとうという気持ちがあるんだった

らわざわざ行かなくてもいいんじゃな
い？ 

Ｃ：いや（複数のつぶやきがある） 
Ｃ４：直接言わないとなんか･･･ 
Ｃ５：直接言わないと感謝を 
Ｃ６：感謝を直接言わないと気持ちが伝わらな

かったり，手紙だとちゃんと伝わったり
するけど，自分で言いに行った方が人は
いい気持ちになる。 

Ｃ７：直接言わないとその気持ちが相手に伝わ
らない。恥ずかしくて言えなかったりし
たけど，今は大切な帽子を拾ってくれた
から気持ちを直接伝えないと。 

Ｃ８：やっぱり大切な帽子を届けてくれたから，
照れくさいけど，ありがとうってちゃんと
気持ちを伝えないといけない。 

揺さぶりの発問 

揺さぶりの発問 

表５ 実践４ 教師の発問に対する児童の反応 

Ｔ：ボールを投げるまねをしながら，おばあ
ちゃんの小さい背中を眺めて，ぼくはど
んなことを考えていたと思いますか。 

 
Ｃ１：おばあちゃんは，何かを相談しているん

じゃないか。 
Ｃ２：おばあちゃんは，ずっと悲しかったかも

しれない。 
Ｃ３：ずっと横になっていたけど，立って笑顔

になってよかった。 
Ｃ４：おばあちゃんが少し元気になってよかっ

たな。安心した。 
Ｃ５：おばあちゃんにポロを会わせてよかっ

た。 
Ｔ：なぜ会わせてよかったと思ったの？ 

Ｃ５：おばあちゃんが元気になってきたから。 
Ｃ６：おばあちゃんは，何か悲しいことや苦し

いことがあったかもしれないけど，ポロ
と会って元気になってよかった。 

Ｔ：元気になった姿を見て，自分が親切にし
たことがおばあちゃんに届いたんだね。
このお話のぼくのように，知らない人が
相 

中心的な発問 

相手でも，相手のことを考えて親切にする
ことはできますか。 

―心情円盤を用いて各自考える― 
Ｔ：どうしてできる方が多いと思ったの？ 

Ｃ７：困っている人がいたら放っておけない。 
Ｃ８：小さい子に親切にしたら「ありがとう」

って言われる。 
Ｃ９：Ｃ７と似ていて，放っておけないし，素

通りすると助ければよかったなと思う。 
Ｃ10：困っている人がいると助けたいと思うし，

自分が困っているときに他の人が助けて
くれるから，自分もそうしたいと思うか
ら。 

Ｔ：C11 は，半々の気持ちだね。どうしてそ
う思ったの？ 

Ｃ11：けがをした人がいても，ばんそうこうを
持っていなかったら親切にできない。 

Ｃ12：友達と話していて気付けなくて親切にで
きない。 

Ｃ13：放っておけないこともあるし，勇気が出
せない。 

Ｃ14：恥ずかしいという気持ちもある。助ける
という気持ちがあったら助ける。 

Ｔ：できない気持ちの方が多い人はどうして
ですか。 

Ｃ15：困っている人がいたら気になっちゃう
けど，勇気が出ないから。 

Ｃ16：知らない人だとあまり見掛けないから
少し恥ずかしい。 

Ｃ17：気になりはするけど，勇気が出なかった
り，励ますつもりで言葉を発しても逆に
傷付けたらどうしようと思う。 

 

揺さぶりの発問 
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③ 考察 

実践３では，中心的な発問から自分との関わりで道徳的

価値について考えることができなかったが，補助発問を通

して多様な感じ方や考え方に気付き，自分の感じ方や考え

方を明確にした児童は２名，実践４では６名だった。 

実践３では，揺さぶりの発問に対して，児童から「いや

～。」という揺さぶりの発問を否定するつぶやきがあり，

価値理解や他者理解を深める考えを引き出すことができ

た。実践４では，揺さぶりの発問によって，「親切にした

い。」「親切にしたい気持ちはあるが，恥ずかしさや勇気が

出ないことから，実現することは難しい。」など，人間理

解を深める考えを引き出すことができ，道徳的価値につい

て自分との関わりで考える児童の姿が見られた。 

これらのことから，発問構成によって，児童は

多様な感じ方や考え方と出会い，価値理解と同時

に人間理解や他者理解を深めることができたと考

える。 
(２) 自分の考えを可視化するワークシート（手立てＢ） 

① 内容 

まず，中心的な発問に対する自分の考えを書かせた。そ

の後，「よく分かる」「なるほど」と納得した考え，もしく

は考えを述べた友達の名前を青ペンで書かせた。１時間の

学習を通して明確になった自分の感じ方や考え方は赤ペ

ンで書かせた。その際，どの考えを受けて自分の感じ方や

考え方が明確になったかが分かるように線で結ばせた。 

② 結果 

 実践３では 29名中 29名(100％)，実践４では 29

名中 28 名(97％)，実践５では 28 名中 26名(93％)

の児童がワークシートに納得した友達の考えを書

いていた。実践３においては，29 名中 20 名(69％)

の児童が自分の感じ方や考え方が明確になったか

が分かるように線で結んでいた(図３)。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

実践３における抽出児童のワークシートの記述

は，以下のとおりである (図４)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践５においては，自分の感じ方や考え方が明

確になったかが分かるように線で結んでいた児童

は，28名中 13名(46％)だった。28 名中９名(32％)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これからは心をこめて，相手や自分がいい気持ちに 

なるように努力していろいろなあいさつをがんばって 

いきたいです。 

友達の考えを 
よくきいて 

さらに考えよう 

○○さん     ○○さん         ○○さん 
早く言わなきゃ  心をこめて言わなきゃ   にている               
 

○○さん 
めいっぱい 
     

○○さん         ○○さん 
   ○○さん          うれしい 

に
て
い
る 

にている 
直せつ気持ちを伝えなきゃ 

いい気持ち 

相手・自分 

すっきり 

「これまでの自分」「これからの自分」について考えよう 

図４ 抽出児童Ｃのワークシートの記述内容 

図２ 手立てＡに関する結果 

自分との関わりで道徳的価値について考え，多様な感じ方や考え

方に気付き，自分の感じ方や考え方を明確にしている 

自分との関わりで道徳的価値について考えることができなかった

が，多様な感じ方や考え方に気付き，自分の感じ方や考え方を明確

にしている 

自分との関わりで道徳的価値について考えることができなかった

が，自分の感じ方や考え方を明確にしている 

自分との関わりで道徳的価値について考え，自分の感じ方や考え

方を明確にしている 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践５

実践４

実践３

実践２

実践１ 15 人 １人 
(N=27) 

３人 21 人 
(N=28) 

(N=28) 

３人 19 人 

６人 

(N=29) 

17 人 

２人 20 人 

(N=29) 

22 人 

図３ 手立てＢに関する結果 

自分の感じ方や考え方が明確になったかが分かるように線で結ん              

でいる 

線で結んでいないが，友達の考えを受けて，自分の感じ方や考え方を

明確にしている記述が見られる 

自分の感じ方や考え方を明確にしている記述が見られる 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践５

実践４

実践３

(N=29) 

(N=29) 

(N=28) 

３人 

８人 

９人 

20 人 

15 人 

13 人 

23 人 
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の児童は，線で結んでいないが，友達の考えを受

けて，自分の感じ方や考え方を明確にしている記

述が見られた(図５)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 考察 

90％以上の児童が，ワークシートに友達の考え

を書いていたことから，児童は友達の考えを聞い

て，自分が納得する考えに出会うことができたと

いえる。 

図４のように，友達のどの考えを受けて自分の

感じ方や考え方が明確になったかが分かるように

線で結ばせたことで，自分の考えを可視化するこ

とができるワークシートになったと考える。しか

し，図５のように線で結んでいなくても，友達の

考えを受けて自分の感じ方や考え方を明確にして

いる記述が見られる。これは，児童が友達の考え

を聞いたり，ワークシートに書いた友達の考えを

見たりしながら，自分の感じ方や考え方を明確に

していくことができるようになってきたためだと

考える。 

(３) 事前アンケートの活用（手立てＣ） 

① 内容 

児童が道徳的価値を自分との関わりで感じたり考えた

りすることができるように，授業で扱う内容項目に関わる

事前アンケートを行った。アンケート結果は学習指導過程

の展開で提示し，これからの生き方について考えさせた。 

 実践１～５で用いた事前アンケートの設問は，

以下のとおりである(表７)。 

 

教材名 

内容項目 
アンケートの内容 

実践１ 

「日曜日のバーベキュー」 

(Ｃ 規則の尊重) 

内容項目に対する意識

を問う設問 

約束やきまりを守ること

は大切だと思う。 

内容項目についての実

態を問う設問 

今まで守れなかった約束

やきまりはあるか。 

実践２ 

「ゆうきの心配」 

（Ｂ 親切，思いやり） 

内容項目についての捉

えを問う設問 

親切とはどういうことか。 

実践３ 

「『ありがとう』の言葉」 

（Ｂ 礼儀） 

教材の内容に関わる設

問 

自分から挨拶をしている。 

誰に挨拶をしているか。 

実践４ 

「ポロといっしょ」 

（Ｂ 親切，思いやり） 

内容項目についての意

識を問う設問 

相手のことを思いや

り，進んで親切にする

ことは大切だと思う。 

実践５ 

「雨のバスていりゅう

所で」 

(Ｃ 規則の尊重) 

内容項目についての実

態を問う設問 

約束やきまりを守ってい

る。 

② 結果 

実践２では，揺さぶりの発問の後，事前アンケー

トの結果を提示し，自分たちの親切に対する捉え

を確かめさせた。その後，さらに揺さぶりの発問

をした(表８)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表７ 事前アンケートの設問 

図５ 抽出児童Ｄのワークシートの記述内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これまでは公園で先にすすんでいる人をぬかさないと 

いうきまりができないときがあったので，これからは 

ぬかさないことや，自分のことだけというのをできない 

ときがないようにきまりを守っていきたいと思います。 

友達の考えを 
よくきいて 

さらに考えよう 

「これまでの自分」「これからの自分」について考えよう 

・自分のことだけ 

・抜かしちゃった 

・悪いことしちゃった 

・順番を守れなかった 

・          を考えなかった 

・めいわくをかけた 

周りの人のこと 

周りの人 
めいわくを 
かけないため 
悲しい 

表８ 実践２ 事前アンケート提示前後の授業記録 

Ｔ：でも，まことさんはけがをしているんだ
よね。けがをしていたら，ゆうきにでき
ることって他にも･･･ 

Ｃ：あります。 
Ｔ：例えばどんなことができそう？けがを

している人に対して。 
Ｃ：ガーゼとかばんそうこう。   
Ｃ：冷やす物を持ってくる。  
Ｃ：湿布をしてあげる。    
Ｔ：みんなに「親切とはどういうことか」と

いうアンケートを取ったとき，多かった
のが 

 
 
優しくすること，助けること，そして人
を大切にすることだったんだけれど，
みんなが考える親切だったら，冷やし
てあげたり湿布を持ってきてあげたり
した方が親切なんじゃない？ 

Ｃ１：いや。まことさんがみんなの前でやらな
かったのは，みんなに心配させたくなか
ったから。けがした用のガーゼとか持っ
てきたら何かあったのかなってみんなが
来ちゃう。 

Ｔ：ゆうきくんがそうしなかったのは，何を
大切にしたから？ 

Ｃ：まことさん。      
Ｃ：まことさんの気持ち。  

Ｃ２：まことさんが考えていることを大切に
している。 

Ｔ：今日のめあて，本当の親切とはどういう
ことなんだろう。 

Ｃ３：人のことを考える。 
Ｃ４：人の気持ちを考える。 
Ｃ５：自分のことより人のことを思うこと。 
 

揺さぶりの発問 

アンケート結果提示 

揺さぶりの発問 
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実践２における抽出児童の振り返りの記述は，

以下のとおりである（表９）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
児童は，これまで親切だと捉えていたことだけ

ではなく，相手の立場を考えたり，相手の気持ち

を想像したりした上で親切な行為をすることの大

切さに気付き，これからの生き方について考える

ことができた。 
実践１では，約束やきまりを守ることのよさを

考えさせた後，事前アンケートの結果を提示した。

実践５では，約束やきまりを守らないと，自分も

周りの人も気持ちよく過ごせないことに気付かせ

た後，事前アンケートの結果を提示した。以下は，

実践１と実践５における抽出児童の振り返りの記

述である(表 10)。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な感じ方や考え方を受けて，これからの生き方につ

いて考えている記述が見られた児童は，実践１において

27 名中９名(33％)だったが，同じ内容項目で授業をした

実践５においては28名中19名(68％)だった(図６)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 考察 

実践２では，多様な感じ方や考え方を受けて，

これからの生き方について考えている記述が見ら

れた児童は，28名中 17名(61％)だった。これは，

中心的な発問に対する話合いの中でアンケート結

果を提示したことによって，児童がこれまでの道

徳的価値に対する捉えと比較しながら，新たな考

えがあることに気付くことができたからだと考え

る。 

実践１と実践５は同じ内容項目の規則の尊重で

授業を行った。実践１では，「今まで守れなかった

約束やきまりはあるか」という否定的な意味合い

の設問に対する結果を提示したため，「約束やきま

りを守りたい」というだけの記述が多くなった。

実践５では，「約束やきまりを守っている」という

肯定的な設問にしたこと，また，アンケート結果

提示後に，「乗り物や皆で使う場所を利用するとき

に，どんなことに気を付けていますか。それは，ど

うしてですか。」という自分たちの生活と結び付け

て考えることができる発問をしたことで，道徳的

価値を自分との関わりで感じたり考えたりするこ

表 10 実践１と実践５ 抽出児童の振り返りの記述内容 

抽出児童Ｇ 
(実践１) 

これからはできるだけがんばってきまりを
まもりたいです。きまりを守ることが今日はよ
くわかったから。 
          ↓ 
(実践５) 

今までは大きな声を出しちゃったりして周
りの人にめいわくがかかっていたから図書館
ではしずかにするようにしたいです。 

 
抽出児童Ｈ 
(実践１) 

ルールを守らなきゃいけないようなことを
するときは，ルールをきちんと思い出してから
行動する。 
          ↓ 
(実践５) 

これまでの自分はたまに相手のことを考え
られなかったこともあったから，これからはじ
ょうきょうをはあくしようと思う。 

表９ 実践２ 抽出児童の振り返りの記述内容 

抽出児童Ｅ 
 これまで：人にやさしくすることや人を助け

ることを中心に親切にしていた。 
これから：相手が考えることを大切にする。 

 
抽出児童Ｆ 
わたしはこれまで，親切ということは，人に

やさしくすること，こまっていたらたすけるこ
とだと思っていたけど，これからはその人の気
持ちをかんがえた上でやさしくしたり，たすけ
たりしたいと思いました。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践５

実践４

実践３

実践２

実践１

(N=27) 

17 人 ９人 

(N=28) 

17 人 ９人 

(N=29) 

15 人 14 人 

(N=29) 

18 人 11 人 

(N=28) 

19 人 ９人 

 多様な感じ方や考え方を受けて，これからの生き方について

考えている記述が見られる 

 これからの生き方について考えている記述が見られる 

 これからの生き方について考えている記述が見られない 

無記入 

図６ 手立てＣに関する結果 

Ｃ６：相手がされてうれしいことやゆうきさ
んのようにその人の考えを台無しに
しないこと。 

Ｃ７：相手の心の中の考えを分かり，それを
行動に表すこと。 
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とができ，多様な感じ方や考え方を受けて，これ

からの生き方について考える児童が実践１より多

く見られた。 

４ 事後調査 

実践５終了後，実態調査と同様の調査を行った。 

(１) 内容及び結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 考察  

図７①から「友達のいろいろな考えを聞いて，

自分の感じ方や考え方がはっきりしたことがあ

る」，図７②から「道徳科の授業で，『これから～し

たい』『これから～していきたい』と考えたことが

ある」と答えた児童がそれぞれ３名(10％)増加し

たことが分かる。  

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

＜視点＞ 自分の感じ方や考え方を明確にする 

対話の工夫 

本研究では， 多様な感じ方や考え方に気付かせ

る発問構成によって，児童は価値理解と同時に人

間理解や他者理解を深めることができた。また，

ワークシートに納得した友達の考えを書かせたり，

どの考えを受けて自分の感じ方や考え方が明確に

なったかが分かるように線で結ばせたりしたこと

で，友達の考えを受けて考える児童の姿が見られ

た。これらのことから，児童は友達との対話を通

して，多様な感じ方や考え方に出会い，自分の感

じ方や考え方を明確にしていくことができたと考

える。また，事前アンケートを提示する場面を工

夫したことや，事前アンケートを自分たちの生活と結び

付けて考えることができる発問と併せて検討したことで，

児童は道徳的価値を自分との関わりで感じたり考えたり

することができた。事前アンケートの活用は，児童が

自分自身との対話を通して，自分の感じ方や考え

方を明確にし，これからの生き方について考える

ことにつながった。 

以上のことから，道徳的価値についての理解を

深める対話の工夫を通して，自己を見つめ，これから

の生き方について考える児童の姿が見られるようになっ

たと考える。 

２ 今後の課題 

本研究では，補助発問として理由を求める発問，

揺さぶりの発問を用いたが，考えの比較や視点の

変更を求める発問など，ねらいに迫り，多様な感

じ方や考え方に気付かせるために効果的な発問を

更に検討していきたい。事前アンケートの活用に

ついては，同じ内容項目で授業を行う際，事前ア

ンケートの内容が重なったことが課題である。年

間指導計画を参照しながら，設問を検討し，計画

的に取り入れていきたい。 

今後は，自分の感じ方や考え方を明確にしてい

くために，考えを述べ合ったり，聞き合ったりす

るよさを児童が感じられる対話の工夫を探り，こ

れからの生き方について考える児童を育てていき

たい。 

  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事後

事前

(N=29) 

10 人 ９人 ９人 １人 

９人 ７人13 人 

②道徳科の授業で，「これから～したい」「これから～して 
いきたい」と考えたことがある。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事後

事前

当てはまる           
どちらかといえば，当てはまる 
どちらかといえば，当てはまらない  
当てはまらない 

図７ 道徳科の授業における学び方に関する調査結果の変容 
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①友達のいろいろな考えを聞いて，自分の感じ方や考え方が 
はっきりしたことがある。 

15 人 10 人 ４人 

８人 14 人 ６人 １人 
(N=29) 

＋３人 

＋３人 


