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「考え、議論する」道徳科の指導

教育経営部主幹 荒 木 篤 人

Araki Atsuhito

要 旨

道徳教育の充実に向けた学習指導要領改正により、従来の道徳の時間が「特別の

教科 道徳」として実施される。道徳科では、学習・指導方法の改善として、「考

え、議論する道徳」への転換が求められている。そのための指導のポイントとして、

これまで奈良県内の多くの小・中学校で実施されてきた道徳の授業研究において指

導助言した内容を基に考察し、教材の分析や授業を構成する児童生徒への問いかけ

（発問）の具体的な在り方についてまとめた。
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１ はじめに

2017年３月に学習指導要領が改正（高等学校は2018年３月）され、小学校では2020年度から新

しい学習指導要領による学習指導が全面実施されることとなっている。これに先立つ2015年３月

に学習指導要領の一部改正が行われており、小学校で2018年度から、中学校で2019年度から「特

別の教科 道徳」が従来の道徳の時間に代わって実施される。

特別の教科として道徳科が位置付けられるようになった背景を振り返ると、2014年10月に出さ

れた中央教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改善等について」で、道徳教育の要である道

徳の時間において、その特質を生かした授業が行われていない場合があることや、発達の段階

が上がるにつれ、授業に対する児童生徒の受け止めがよくない状況にあること、学校や教員に

よって指導の格差が大きいことなどが課題として指摘されたことが挙げられる。

さらに同答申では、道徳の時間において、読み物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的

な指導が行われる例があることや、発達の段階などを十分に踏まえず、児童生徒に望ましいと

思われる分かりきったことを言わせたり書かせたりする授業になっている例があることも指摘

されており、検定教科書の導入等によって道徳の授業が実質的に行われるようにするとともに、

授業の質的転換を図ることを目的として、学習指導要領の一部改正が行われた。この質的転換を

端的に表現したものが「考え、議論する道徳」である。

道徳教育は、道徳性を養うことを目標としており、これは改正後も不変である。道徳性とは道

徳的行為を可能とする人格的特性であり、道徳的判断力、心情、実践意欲と態度などの内面的資

質であるとされている。こうした資質を育てる指導が道徳科の授業を要として行われることとな

る。このことは従来の道徳の時間の趣旨と変わるものではない。2015年８月にとりまとめられた

教育課程企画特別部会における論点整理で、「『考え、議論する』道徳科への質的転換について

は、子供たちに道徳的な実践への安易な決意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を

内面的資質の育成に完結させ、その結果、実際の教室における指導が読み物教材の登場人物の
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心情理解のみに偏り、『あなたならどのように考え、行動・実践するか』を子供たちに真正面か

ら問うことを避けてきた嫌いがあることを背景としている」と述べられている。道徳の時間の

授業が、前述したような形式的な指導に終始し、どのように行動すべきかという直接的な行為

に関する考えや議論を忌避してきた結果として、実践に結び付かず、実効性に乏しいものとな

ってしまっていたことから脱却すべく、「考え、議論する道徳」への転換が求められていると言

えよう。

それでは、道徳科ではどんな授業が求められるのだろうか。14年間にわたり、県内各地で行わ

れてきた小・中学校における道徳の授業研究に参加し、助言指導をした内容を基に、「考え議論

する」道徳科の指導のポイントについて考察したい。考察に当たっては、教材の分析や授業を構

成する発問等をより具体的に考える上で、奈良県教育委員会発行『道徳教育読み物資料集―いじ

めを許さない心を育てる―』（2015年３月）に所収した教材を取り上げる。この資料集は、道徳

科が制度化された2015年３月の学習指導要領一部改正に併せて、改正の大きな趣旨の一つである

いじめ防止につながる道徳教育の取組を支援するため、筆者を中心とした指導主事らで道徳の授

業に活用できる教材集として作成したものである。

２ 研究目的

道徳科の授業を、児童生徒が「考え、議論する」ものとするための指導のポイントについて考

察する。

３ 研究内容と考察

(1) なぜ、道徳の時間では「考え、議論する」ことができなかったのか

道徳の授業での「議論」については、新学習指導要領上では、指導に当たって配慮する事項に、

言語活動の例として「話合い」あるいは「討論」と示されている。このことは従前の学習指導要

領と変わるものではない。本稿では、「議論」を「話合い」や「討論」と同義として扱うことと

する。

そもそも、これまで道徳の時間に、考えたり議論したりしてこなかったのかといえば、決して

そうではない。これまでも、児童生徒がしっかり考え、その考えを交流し話し合う授業は行われ

てきており、実際にそのような授業を何度も目にする機会があった。こうした授業では、何より

児童生徒が生き生きとしている。考えたくて仕方がない、意見を言いたくて仕方がないのである。

そして、友達の意見をしっかり聞いている。自分の意見と比べているのである。

しかし、残念ながら道徳の時間の授業の多くでそうではない実態も見られた。言わば、児童生

徒が教師に考えさせられている授業が多かったのである。

道徳の時間にこれまでから活用されてきた読み物教材には、登場人物が何らかの道徳的な問題

について心揺さぶられるなどして、道徳的な価値観に気付く場面が取り上げられていることが多

い。こうした場面に焦点を当て、登場人物の心情や気付いたことなどについて考えることで、道

徳的諸価値の理解につなげる授業が行われてきた。このこと自体は決して否定されるものではな

い。しかし、心情のみをひたすら追いかけたり、答えの決まっているような問いかけばかりを教

師がしたりしているなら、児童生徒は考えてみたいとは思わないだろう。そんな授業が実は多い。

多様に考えることができるからこそ、考えたくなるし、話し合いたくなるのである。

また、道徳的諸価値の理解に時間をかけるあまり、その道徳的諸価値を自分との関わりでとら
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え直すことに十分に時間がかけられていない授業も見受けられた。自分の経験や体験を振り返る

ことを通して、道徳的諸価値との関わりで自分自身を見つめ直す活動がきちんと位置付けられて

いないのである。こうした授業では、自分の問題として考えられず、実践意欲や態度を養うこと

につながりにくいだけでなく、友達と互いの経験や体験について話し合いたいと思っても、その

機会もなく、学び合いができない。教師が、児童生徒の考える時間や意見を出し合い聞き合う時

間を確保できず、児童生徒が自ら話し合うことを待つ姿勢をもてなかったのである。

では、教材としての読み物はどうか。読み物によっては、自然に児童生徒が引き込まれ、読む

だけで道徳的な価値観について考えたり、話し合ったりしてみたくなるものもあるだろうが、必

ずしも全ての読み物がそうであるとは言えない。とは言え、児童生徒の活発な意見交流や話合い

が行われない原因は、読み物教材の善し悪しよりも、むしろ教材の扱い方、言わば調理方法のま

ずさにあると私は考えている。うまく料理できないのは、その素材の特徴を理解できていないた

めである。読み物教材でいえば、児童生徒ならどう読むかという児童生徒の視点からの読みだけ

でなく、その話の「どの場面で、どのようなことを、どこまで」児童生徒が考えることができる

か、そしてそのためにどのように問いかければよいかなど、教師が授業をデザインする読みがで

きていないということである。

例として、奈良県教育委員会発行『道徳教育読み物資料集―いじめを許さない心を育てる―』

（2015年３月）に所収している小学校高学年向け教材「分かっているのに」（資料① http://w

ww.pref.nara.jp/secure/43497/03e_kou.pdf）を取り上げる。この教材は、情報モラルに関す

る指導に生かすことも視野に入れ、自律的で責任のある行動を取ることの大切さについて考える

道徳の授業に活用できるよう作成したものである。教材では、軽い気持ちでブログに友達を中傷

する書き込みをするマキと、それを止められないミユキの姿が描かれている。母の励ましで自身

の弱さを克服していくミユキの心の動きや変化を中心に、ねらいとする内容項目である「善悪の

判断、自律、自由と責任」について考え、話し合うことができるものであり、話合いでは、児童

がどのように自分自身との関わりで考えることができるかがポイントとなる。母の笑顔から母の

どんな思いをミユキが受け取ったかを考えるならば、児童の発言の後に、「同じような経験をし

たことがあるか」と、その児童自身だけでなく集団に対して問い返すことができるだろう。

中心的な発問として、ミユキがマキにはっきりと「だめだよ」と伝える場面でのミユキの心情

を考えることができる。このとき、「思ったよりも大きな声」で「手はもうふるえていない」ミ

ユキの姿に着目し、道徳的諸価値の実現に向けた行動を取ることができたときの満足感や有能感

をとらえるようにすることが大切であろう。なぜなら、児童が同じく「為すべきことができた」

満足感や有能感を味わった経験を振り返り交流し合うことで、道徳的実践意欲や態度が育まれる

ことが期待できるからである。

さらには、同じような経験や体験を振り返るときに、「ミユキは誰に対しての責任を果たした

か」と問いかけたい。傷付けられた友達やノゾミに対する友達としての責任をまずは考えると予

想されるが、自分のとる行為は自分自身に対する責任があるというところにまで話合いを深めた

いものである。為すべきことは分かっていても、できないことが多い人間の弱さに関する話合い

であり、こうした人間理解や自己理解があってこそ、生き方につながるような心に響く学習とな

ると考える。「果たした責任はだれに対してのものか」などの問いかけは、児童の予想を超えた

ものであり、児童にとって「そうきたか」と考えてみたくなる、友達の考えも聞いてみたくなる、

そんな学習場面を作り出すことにつながるのである。
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こうした授業展開を想定しておくことが、授業をデザインする教材の読みである。素材を生か

す調理方法が見つかれば、おいしい料理は作れるのである。児童生徒の読みを予想した上で、よ

り高い次元で教師が教材を読み込み―つまり教材を分析し―教材の特徴を生かして発問構成

などを工夫すれば、児童生徒が考え、話し合う授業はきちんと成立する。予想もしなかった問い

かけや発問がなされれば、児童生徒は考えたくなるし、友達の考えを聞きたくもなる。話合いや

討論になるのである。逆に、教師の発問が児童生徒の想定内、つまり児童生徒に意図を見透かさ

れるような発問で授業が進められるならば、そんな授業は児童生徒にとってつまらなく退屈なも

のでしかない。まさに教師に考えさせられている授業である。児童生徒にとってはつまらないが、

教師の強い「指導」でもって授業が粛々と進められていく―こうした「指導」力は道徳科の授

業には不要である。

(2) 児童生徒が「考え、議論する」授業づくりのために

ア 教材分析の在り方

先の論点整理では、道徳の教科化の大きな目的が、実際の教室における指導を、読み物教材

の登場人物の心情理解のみに偏った言わば「読み物道徳」から脱却し、問題解決型の学習や体

験的な学習などを通じて、自分ならどのように行動・実践するかを考えさせ、自分とは異なる

意見と向かい合い議論する中で、道徳的価値について多面的・多角的に学び、実践へと結び付

け、更に習慣化していく指導へと転換することであると述べられている。

これまでから、道徳の時間の指導においては、読み物教材が中心的に使われてきた。そのこ

とが、「読み物道徳」と揶揄され、「考え、議論する」授業にならない原因の一つとされている

ようである。しかし、先に述べたように、話合いが活性化しないのは、読み物教材自体の問題で

はなく、その活用の仕方に課題があるからだと考える。小学校で道徳科が始まった現在、各小学

校には検定済教科書が給与されており、そこには発行者ごとに創意工夫された様々なタイプの教

材が取り上げられている。しかし、やはり中心となっているのは読み物教材なのである。では、

どんな活用の仕方、言わば調理方法が大切になるのだろうか。

そもそも料理をする際には、まず素材を吟味し、その素材のよさを最大限生かす調理方法を選

ぶ。道徳教材も同じである。素材の吟味、つまり教材を丁寧に分析することが、最適な調理方法

―効果的な授業展開を明らかにするのである。特に読み物教材では、次の三つのポイントから

教材を分析したい。

① その教材で「何を」考えることができるか。

② その教材の「どこで」考えることができるか。

③ その教材で「どこまで」考えることができるか。

その教材で、「何を」「どこで」「どこまで」考えられるのかを教師があらかじめ捉えておく。

そうすれば、その授業で児童生徒が「考え、議論する」姿がイメージできるであろう。授業が概

ねイメージでき、なおかつそのとおりに授業が概ね進んでこそプロの教師である。そして、あら

かじめ想定していた以上の児童生徒の考えや気付きに出会う驚きや喜び、感動を味わえることも

また、授業の醍醐味だろう。

①の「何を」とは、その教材で考えることができる道徳的な価値観のことである。大切なこと

は、児童生徒の考えや気付きを具体的な児童生徒の言葉としてイメージしておくことである。こ

の教材では、「思いやりについて考えることができる」ではなく、「困っている人を助けたいな」

「親切にする方法は一つではないんだな」「相手の立場に立って考えないと、本当にその人のた
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めになることは分からないんだな」「自分でしてあげたいと思ったことが、その人にためになら

ないこともあるんだな」など、思いやりや親切に関する道徳的な価値観への気付きを、児童生徒

の言葉で様々な側面や角度から教師がイメージしておく。その上で、この教材ではどのような側

面や角度からその道徳的価値観について考え、話合いを深めることができるかを想定しておくこ

とが大切なのである。新小（中）学校学習指導要領には、道徳科の目標に、「―よりよく生き

るための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物

事を（物事を広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間としての）生き方についての

考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。」と示されてい

る。この「物事を（物事を広い視野から）多面的・多角的に考え」られるような授業を行うため

にも、あらかじめ、道徳的な価値観を様々な側面や角度から児童生徒の言葉で教師がイメージし

ておくことが重要であろう。

②の「どこで」とは、①の話合いは、教材のどの場面を切り口として行うことができるのかを

吟味するということで、いわゆる中心発問の在り方とも関わるものである。どの場面でどう問う

か。道徳的な価値観について考えることができるのは、その教材のどこか。そこでどのように問

うのか。心情を問うのか。行為の理由を問うのか。自分ならどうかなど、自分との関わりで問う

のか。どこに問題があると考えるかなど、客観的な視点から問うのか。こうしたことをあらかじ

め考えておく必要がある。どのように問うかということは、教材を共感的に活用するか、範例的

あるいは批判的に活用するかなど、いわゆる教材の活用類型とも関わることであり、その教材の

特徴を最大限に生かす具体的な発問を吟味しておくのである。

③の「どこまで」とは、話合いをどこまで深めることができるかをイメージしておくというこ

とであり、そのためにはどのように話合いを深めるかも併せて吟味しておく必要がある。中心発

問に対する補助発問の在り方とも関わるものである。①で述べた児童生徒の言葉で想定した考え

にまで話合いを深めたいが、中心的な一つの発問だけではそこまで話合いが深まらないことも往

々にしてある。そんなとき、どう補助的に問うたり、問い返したりすれば考えや話合いが深まる

かをあらかじめ想定しておくのである。

前出の『道徳教育読み物資料集』に「帰り道で」（資料② http://www.pref.nara.jp/secure

/43497/03e_kou.pdf）という小学校高学年向けの教材がある。いわゆる「いじめ」を取り上げ

たもので、ヤスオに対する周囲の友達の言動の不合理さに気付き、それを正した主人公ケンイチ

が、今度は排除されるようになる様子が描かれている。偏見をもったり差別をしたりすることな

く、公正、公平に、正義を実現する大切さについて考える教材であるが、身近で具体的な事象を

取り上げつつ、授業において道徳的価値観に関わる話合いが、複数の場面や角度からできるよう

なエピソードを描き込み作成したものである。この教材を例に分析する。

まず、①②の「何を」「どこで」であるが、この教材では、「差別や偏見を見抜き、正義を実

現すること」を、ヤスオに対する「いじめ」に気付いたケンイチが、それを正す場面から考える

ことができる。この場面では、ヤスオに対するからかいや悪ふざけがエスカレートしてきたこと

に気付いていたにもかかわらず、シンゴの顔色を窺ってきた自分の弱さに打ち勝ち、ヤスオを
うかが

排除しようとしたシンゴたちにはっきりと「みんなで遊ぼう」と言ったケンイチの正義感に児童

は共感できるであろう。ケンイチの心情を共感的に考え、「ヤスオを仲間外しにすることはおか

しい」だけでなく「しかし、シンゴの機嫌を損ねるのは困る」「このままの関係を維持したい」

という弱さやズルさについても考えるようにすることが大切である。ケンイチは、「みんなで遊
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ぼう」と言った後、「いいよ」というシンゴの言葉を聞いてほっとするのである。正しいことを

できた喜びの半面、やはりシンゴを怒らせずに済んでよかったという弱い部分がケンイチの心の

中にあったこともここで押さえたい。これが③の「どこまで」のイメージであり、ケンイチに共

感することは、ケンイチの心情を児童自身の関わりで考えることであり、児童にとってケンイチ

の正義感と弱さ、ズルさのどちらの面も現実の自分たちの課題であろうと思われるからである。

また、「正義を実現しようとする自分自身への誇りや喜びを感じる」ことや、それを自分の生

き方としようとすることの大切さについて、母との会話の中で「重かった心がすっと軽くなって

いく」ケンイチの姿から考えることができる。①③の「何を」「どこまで」という視点から、「自

分の行ったことの正しさと勇気を母が認めてくれてよかった」「自分がするべきことを、自分の

弱さに負けずにきちんとできてよかった」「自分のしていることを見てくれている人がいる」「見

てくれている誰かに対して恥じないことをしていきたい」などがイメージできる。正義を実現す

ることの喜びとともに、人間としての弱さを克服する勇気や心のもちようについても考えられる

であろう。そのためには、ワークシート等を用いてじっくりと考えた上で、それをもとに話し合

うことで友達から新たな気付きを得たり、「おてんとさま」などのキーワードを取り上げて児童

に問いかけたりするなど、話合いを深める工夫が欠かせない。話合いを通して、「誰かが見てい

る」と感じる意識を児童が実感できたならば、それは裡なる規範意識となり、自律的な生き方や
うち

理想の実現を求める生き方、人間として生きる喜びにもつながるものであると考える。

このように、教材分析は、児童生徒が「考え、議論する」授業に向け、どのような発問構成で

授業をデザインすればよいかを明らかにすることである。丁寧かつ的確な教材の分析が、道徳授

業の質を決めるといっても過言ではなく、実際に児童生徒と向き合うまでに教師の力量が大いに

試されるところだろう。

イ 心情理解から自己の生き方について考える学習へ

教材分析について前項で述べてきたが、道徳の授業で「考え、議論」したいことは、道徳的な

価値観についてだけでなく、それをどう自分自身の問題として考えるか、自分自身の人生に生か

していくかということである。従来の道徳の時間では、読み物教材中の登場人物の心情の変化な

どに焦点を当てて考え、道徳的な価値観について理解させることが多く行われてきたが、心情は

目に見えるものではないので、登場人物の行為に着目し、その行為の動機や行為に関わる心情を

考えさせることとなる。「人に優しくすると、自分も気持ちがいいな」とか「心が軽くなったの

は正直に話したからかな」などと記述してある読み物教材はまず見かけない。考えさせたいとこ

ろが「そこ」だからである。

前述した「帰り道で」では、ケンイチは母に話した後、「重たかった心がすっと軽くなったよ

うな気がした」のであるが、その理由は記述されていない。ケンイチのおかれている状況や母の

言葉などを基に、児童は自分だったらどうだろうかと、自分の経験などとも照らして考え合うの

である。このように、道徳的な価値観に関わるポイントでは、記述を「読み取る」のではなく、

児童生徒が自己の経験や体験に照らして考えなければならないように多くの読み物教材はつくら

れている。経験や体験は様々であるからこそ、児童生徒は互いの考えを出し合い、交流し合える。

つまり話し合えるのである。このように、的確に教材を分析し、適切な問いかけを行うことで、

道徳的諸価値について話し合う授業をつくることができる。

ここで押さえておきたいことは、読み物教材を活用して話し合った際に、話合いが登場人物の

ことのみにとどまってはいなかったかということである。話合いが読み物の中の問題にとどまり、



- 19 -

自分自身の問題として考え、自分自身の生き方との関わりをもつところまでは話し合えていない

ことが、これまでの授業で多かったのではないか。

これまでも、「そのとき主人公はどう思ったのだろう」「主人公がそうしたのはなぜだろう」

という問いかけが、道徳の授業の中心的な場面でなされてきた。児童生徒は、道徳的諸価値につ

いてどのように主人公が気付き、考え、どう行動したのかを考える。しかし、ここで終わってし

まってはいけない。主人公の「思ったこと」から「気付いた道徳的価値観」に、そして「その価

値観と自分自身との関わり」にまで考えを深める。主人公がそうしたのは「なぜか」から、「自

分自身ならどうか」、そのことから「どんなことを学んだか」というところまで考えを深める。

こうした思考の過程を経て、道徳的諸価値を自己の生き方につなげるようにすることが重要なの

である。

ここでは、『道徳教育読み物資料集』所収の小学校中学年向け教材「放課後の教室で」（資料

③ http://www.pref.nara.jp/secure/43497/02e_chu.pdf）を例に挙げる。この教材のヒロコ

は、マユミにドッジボールのミスをとがめられたことを思い出して、放課後誰もいない教室で思

わずマユミの机に鉛筆でバツ印を書いてしまう。一晩悩んだヒロコは、朝早く学校へ行ってみん

なが来る前に消そうと考えたが、その登校中にマユミに出会う。同じく早く登校しているマユミ

は、アキコというもう一人の友達からヒロコがマユミにとがめられたことを気にしていると聞き、

朝一番にヒロコに謝ろうと考えていたのだった。ヒロコに謝ることができ、ほっとした様子のマ

ユミを見たヒロコの心の葛藤を描いている。

この教材では、ヒロコの心の動きを中心に友達との信頼関係の大切さについて話し合うことも

できるが、ヒロコ、マユミ、アキコの三人の友達関係を俯瞰しながら、それぞれの行動について
ふ か ん

話し合うことで、よい友達関係を築くためには何が大切かを考えることをねらって作成したもの

である。話合いの中で、三人のうち自分を投影しやすい人物の行動や、同じような経験があるか

を振り返ってみることは、より「自分事」として考えることにつながる。また、友達と信頼し合

い助け合うために大切にすべきことについて、この三人から学んだこととして授業展開の後段で

話し合うことで、児童がそれぞれの友達関係をこれから「こうしていきたい」「こうありたい」

という実践意欲や態度を育むことができるだろう。

さらに、道徳的諸価値の大切さとともに、その価値に基づく人の行為や行動は様々であること

や、大切と分かっていても行動に移すことは容易ではないことも考えさせたい。このような人間

らしさについての理解を併せて深めるようにしなければ、話合いが単なる建前に終わってしまい、

自分自身の生き方につながるものとはならない。結局、実効性を欠くことになる。加えて、自分

自身はどうなのか、どうしていきたいのかを考えることも重要である。分かっていてもできない

自分の弱さや、それを乗り超えたいと思っている裡なる願いと向き合うようにする。そして、で
うち

きたときに味わうであろう喜びや達成感についても考えさせるのである。このことは、アで述べ

た「帰り道で」の授業展開からも明らかであるが、「放課後の教室で」では、ヒロコやマユミの

欠点や弱さを、自分の欠点を自覚し友達に思いを伝えることができたマユミの喜びと、できなか

ったヒロコの悲しみから考えさせるのである。そして、自分の中にもいるヒロコやマユミたちと

向き合い、これからこうしていきたい、こうありたいという思いや願いをもてるようにするので

ある。こうした営みを通じて前向きな展望や人生観を育むことは、道徳教育の実効性を確保する

上で重要なポイントであると考える。

道徳科の授業もまた、自己実現に向かっていかに生きていくべきかを主体的・協働的に探究す
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るいわゆる「主体的・対話的」な学びであり、そのために話し合うのである。話し合うことで、

「自分はこう考える」だけでなく、「人はこう考えているのか」「こんな考えもいいな」といっ

た広がりや、「ほかにもこう考えられるのでないか」「こう考えた方がよいのではないか」とい

った深みをもつ「深い学び」へとつなげていくことが大切だろう。

ウ 経験や体験を振り返って「考え、議論する」

何かについて議論するためには、そもそも何かについて多様に考えることができなければ、議

論にはならないことは自明である。答えの決まっているような教師の問いかけでは、話合いにな

らないばかりでなく、児童生徒が授業に対する興味を失ってしまいかねない。話し合いたい場面

では、多様に考えることができる問いかけをすることが不可欠である。学習指導案によく「予想

される児童生徒の意識」を示しているものを見かけるが、これが多様に示されている問いかけほ

ど、話合いができる問いかけというということになる。

では、多様に考えることができる問いかけとはどのようなものか。多様な道徳的価値観が考え

られる問いかけでは、話合いがねらいとする道徳的価値観に焦点化せず、話合いが深まらないお

それがある。このような問いかけは、授業のねらいとの関わりで慎重に行うべきであろう。例え

ば、母と帰宅する時刻の約束をしていたが、遊んでいた友達が落とした物を一緒に探していて帰

宅時刻に遅れそうになった状況を考えてみる。このときどうすべきかを考えると、児童生徒は、

母との約束を守るか、友達と探し続けるかのどちらかを選ぶことになる。約束を守ることをとる

のか、友達に協力することを大切にするのか、あるいは家族との関係を重視する児童生徒もいる

かもしれない。多様な道徳的価値観が考えられるのである。さらに、とるべき行動内容を考え、

一旦帰宅して母に事情を話してから戻ればいいという意見が出されるかもしれない。行動に正解

はないからである。帰宅するか、一緒に探すかという立場に分かれ、そう判断した根拠を多面的

・多角的に話し合うことで道徳的判断力の育成につなげる授業展開も考えられてよいだろう。そ

の場合は、特定の道徳的価値観についての考えを深めることがねらいではないことを押さえた丁

寧な授業設計が必要である。

このような授業の工夫ができることも一方で踏まえつつ、計画的・発展的に授業を計画する上

では、特定の道徳的価値観をねらいとする授業が中心となるだろう。そこでは、その道徳的価値

観について、多面的、多角的な視点から考えることができる問いかけが望ましい。多様な道徳的

価値観を考えるのではなく、道徳的価値観について多様に考えるのである。

しかしながら、いつもそのような問いかけを用意できるかどうかは、教師の教材分析と授業構

想力によるところが大きく、そう容易ではない。そこで、児童生徒が多様に考え話し合うために、

多くの授業で用意できる問いかけの方策として、経験や体験を振り返ることが考えられる。経験

や体験はそもそも個人のものであり、同じことを体験していても、そこで感じたことや考えたこ

とは個々に違う。多様なのである。主題とする道徳的価値につながる個人の経験や体験を振り返

り、それらを交流し合う場面を授業の中に位置付けるとよい。児童生徒は、自分の経験や体験を

発言したくなるだろうし、自分と違う経験や体験を聞きたくもなるだろう。特に、発達段階が上

がるほど、多くの経験や体験をしてきていることからも、より発言が多様化し積極的な話合いが

期待される。

授業のねらいに関わる中心的な話合いの場面で、例えば主人公が気付いた道徳的価値観につい

て話し合う際に、各自の経験や体験を裏付けにすることや、同じ道徳的価値観に基づいて行動し

た経験を交流し合うこともできる。児童生徒の多様な経験や体験を話合いに生かすよう問いかけ
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を工夫することからも、児童生徒が主体的に「考え、議論する」授業を構想したい。

エ どのように行動すればよいかを「考え、議論する」

冒頭でも取り上げたが、教育課程企画特別部会における論点整理で、「子供たちに道徳的な実

践への安易な決意表明を迫るような指導を避ける余り道徳の時間を内面的資質の育成に完結さ

せ、」「『あなたならどのように考え、行動・実践するか』を子供たちに真正面から問うことを避

けてきた嫌いがある」と述べられているように、これまで、行動の在り方や行為そのものを考

えることを、道徳の授業ではあまり行ってこなかった。内面的資質である道徳性を育むことが目

標である道徳の授業が、単なる行動様式の学習に終わってしまってはならないという教師の自戒

の表れともいえよう。例えば、「あいさつをしましょう」「友達と仲よくしましょう」など、安

易にとるべき行動を教えるのではなく、その行動の意義、つまりその行動がどのような道徳的な

価値観に裏打ちされているのかについて考えさせることこそ、道徳科の授業の中心であるという

考えからである。まさにそのとおりだろう。「考え、議論する道徳」を目指そうとも、このこと

は何ら変わるものではない。

では、「どう行動すべきか」を問い、話し合ったり討論したりすることはよくないのかといえ

ば、全くそうではない。その話合いや討論そのものが目的化し、「こう行動することが最適な方

法だ」という結論ありきになり、児童生徒が結論を導き出して終わるような授業であってはなら

ないということである。児童生徒が、日常生活等の適応や健康安全について「どう行動すべきか」

を自己決定していく学習活動は、教育課程上、学級活動が担う役割であり、道徳的な価値観に基

づいて自己の行動の在り方を決めることは、児童生徒一人一人の道徳的判断力に委ねられるもの

である。道徳科の授業では、こうした道徳的な判断力や心情、実践意欲や態度を育てようとする

ものであるから、「どう行動すべきか」の結論ではなく、そこに至るまでの考えの過程が問題と

されなければならない。さらには、その過程はある行動だけに限定されるのではなく、その授業

の主題である道徳的諸価値に基づいた行動として広がりをもつものであることも重要だろう。

つまり、「どう行動すべきか」を問うのであれば、「なぜそう考えたか」ということについて、

様々な側面や角度から児童生徒が話し合ったり討論したりする活動を授業に位置付けることが重

要だということである。例えば、「こんなときあなたならどうしますか」と問いかけるならば、

「どうしてあなたはそう考えましたか」という問い返しをセットで行うようにすればよい。具体

的な方法としては、大きく二通りの（場合によってはそれ以上の）行動を取る立場に分かれ、そ

れぞれの立場からその行動を選ぶ理由について討論するような授業が考えられる。ここでポイン

トとなることは、その行動を支える道徳的な価値観への理解が深まるような討論にすることであ

る。

ここでは、『道徳教育読み物資料集』所収の中学校向け教材「ヨシト」（資料④ http://www.

pref.nara.jp/secure/43497/04jun_03.pdf）を取り上げる。この教材は、主人公アツシと友達

ヨシトを取り巻く集団の様子を描いたものである。アツシは、ヨシトが周囲の者からいわれのな

いからかいや蔑みを受けていることに対して、おかしいと思いながらも何も言えないでいる。そ

んなアツシが、からかわれないために新しい自転車を買ってもらうようヨシトに言う場面で、ヨ

シトの自転車や家族に対する思いを知り、改めて自分自身を見つめ直していく姿を描いた。最後

の場面でしっかりと顔を上げたアツシがどんなことを考えていたか、また、この後「どう行動す

べきか」やその理由について話し合えるようにするためである。さらに、本教材でヨシトは「空

気が読めない」と言われ、仲間から外されるが、この「空気が読めない」ことの意味について考
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えることもできる。状況にふさわしい言動ができないことを指す表現であるが、読まなければな

らない「空気」とはどのようなものなのか、誰がつくり出しているのかについてしっかりと議論

し、生徒が自分自身や生活を見直すことにつなげたい。そうすることで、いじめが起こらない「空

気」を学級に、学校につくってほしいという願いを込めて作成した教材である。

空気を読む必要があるのか、読む必要はないのか、それぞれの立場に分かれて議論してもよい。

大切なことは、そのときの状況としての「空気」の中に差別性があるかどうかを見抜き、そこで

自分のとるべき行動を自分で判断できるようにすることである。また、読むべき空気か許されざ

る空気かどうかを決めるのは自分自身であり、自分の行動には自分自身に対する責任が伴うとい

うことに思いを巡らせ、社会正義の実現に向けた自律的な生き方について考えを深めるようにす

ることである。アツシは、ヨシトとの自転車の話の中で、周囲の空気に合わせてきた自分自身の

差別性にも気付いたのである。ヨシトの方が自分より大人だとアツシは感じているが、それがど

ういう意味かについても生徒と考えたいものである。

４ まとめとして

「考え議論する道徳」をキーワードとして、児童生徒がじっくりと考え、考えたことを基にし

っかりと話し合える道徳科の授業のポイントについて考えてきた。この「じっくり」と「しっか

り」は、道徳に限らず私自身が常に自らの授業を振り返る際の視点としてきたものでもある。い

ずれも、児童生徒がそうするための「間」を取る必要があり、教師の待つ姿勢が求められる。限

られた時間の中、教師の都合で授業を引っ張ってしまい、児童生徒にすぐに答えを求めがちであ

った自分への戒めとして、「じっくり」考える間を取れたか、「しっかり」話し合う時間をもて

たか、こうした待ちの姿勢を授業者として大切にできたかを問い返してきた。

考え議論する―児童生徒が自分で考え、そのことについて話し合ったり討論したりする―

ことが道徳科の授業の本質であることは、従前の道徳の時間においても何ら変わるものではなか

った。しかし、そうした授業の実現に課題があったことによる今般の道徳の「教科化」である。

ここまでの考察から、「考え議論する」道徳科の指導を行う上で重視すべきポイントとして次の

４点を挙げる。

① 教材の分析では、道徳的価値観について話し合うことができる場面や内容を明らかに

し、その話合いや討論をイメージしながら教材の特質を最大限生かす授業展開を構想す

る。

② 教材の中の道徳的な問題を、児童生徒自身の問題として話し合う問いかけを工夫する。

③ 主題とする道徳的価値観につながる児童生徒の経験や体験を振り返る問いかけを用意

する。

④ 「行動」を支える道徳的価値観について話し合う問いかけを工夫する。

特に①については、教材選択や分析、授業展開の構想を事前に周到に行うことは当然として、

さらに、実際に児童生徒と向き合って授業するときには、一人一人の理解の度合いに合わせた対

応が必要であることを付け加えておきたい。問いかけにしても、考えが深まりにくい児童生徒に

対しては、補助的な問いかけを行う必要があり、同じことを問うとしても、あらかじめいくつか

の問い方を自分の中に用意しておくことが大切である。こうした言わば、問いかけの引出しをど

れだけもっているかが、よき授業者の条件として問われるところである。このことは、一人一人

の児童生徒の状況をきめ細かく把握する必要があるということでもあり、授業における評価とも
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密接につながるものである。その授業の中で、その児童生徒がどこまで考えることができたか、

話合いによりどんな新たな気付きがあったのかなどを見取ることが、道徳科の授業における評価

であることからすると、よき授業者であることはよき評価者となることでもあると言えよう。

最後に、「考え、議論する道徳」というキーワードを振り返り、改めて道徳科の授業が座学で

あるということを押さえておきたい。新学習指導要領には、道徳科の指導に当たって配慮する事

項の中に、指導の工夫として「道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れる」ことが

示されたが、「その際、それらの活動を通して学んだ内容の意義などについて考えることができ

るようにする」こととセットで示されている。このことは、道徳科の授業が、行動の在り方や

行為そのものの指導だけに終わってしまってはならないという「戒め」であり、道徳の授業の特

質が改めて明確に示された、あるいは強調されたと受け止める必要があろう。『小学校学習指導

要領解説 特別の教科道徳編』には、「単に体験的行為や活動そのものを目的として行うのでは

なく、授業の中に適切に取り入れ、体験的行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価値の意

義などについて考えを深めるようにすることが重要である」とされ、中学校の同解説に至って

は、さらに「ただし、道徳科の授業に体験的な学習を取り入れる際には、単に活動を行って終

わるのではなく、生徒が体験を通じて学んだことを振り返り、その意義について考えることが

大切である」と付け加えられているのである。

まさに道徳科の授業とは、児童生徒が考え、話し合うことで、自分自身のよりよい生き方を探

究する座学なのである。いじめ防止などの観点から、総則には、「道徳教育の指導の内容が、児

童（生徒）の日常生活に生かされるようにすること」と改めて示され、決して道徳教育が「絵に

描いた餅」であってはならないことも明示されたが、このことは総則に示されたことからも分か

るように、学校の教育活動全体で目指していくものである。その中で、特に道徳的な判断力や心

情、実践意欲や態度といった内面的資質を育てる役割を担うのが道徳科の授業である。道徳科の

授業が、児童生徒にとって考えてみたい、話し合ってみたいと思える楽しく魅力のあるものとす

るためにも、単に望まれる行動様式を教えたり、道徳的習慣を身に付けさせたりする学習ではな

いことを、もう一度肝に銘じておく必要がある。
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