
児童生徒の心に響く道徳教育推進事業       義務教育課 
- 命を大切にする心をはぐくむ教育の推進に関する研究 – 

 

「「「「生生生生きききき生生生生きときときときと輝輝輝輝くくくく俵山俵山俵山俵山っっっっ子子子子のののの育成育成育成育成」」」」    

～～～～生命生命生命生命をををを大切大切大切大切にするにするにするにする心心心心をををを育育育育むむむむ道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの推進推進推進推進～～～～    
- 長門市立俵山小学校長門市立俵山小学校長門市立俵山小学校長門市立俵山小学校    ----    

○ 児童児童児童児童のののの心心心心にににに響響響響くくくく道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間のののの工夫工夫工夫工夫    
○ みすゞさんのみすゞさんのみすゞさんのみすゞさんの心心心心とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう集会活動集会活動集会活動集会活動やややや環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    
○ 自然自然自然自然・・・・人人人人・・・・地域地域地域地域とのふれあいとのふれあいとのふれあいとのふれあい活動活動活動活動やややや体験活動体験活動体験活動体験活動のののの充実充実充実充実    

    

１１１１    学校学校学校学校のののの紹介紹介紹介紹介    
長門市の高層台地で、校区の周辺は標高 671.6ｍ                   
の「一位ヶ岳」を中心に約 275ｍの連山に囲まれ、
平地でも標高 140 渓谷型高冷地に位置し、下関へ流
れる木屋川の最上流という環境に学校がある。 
俵山小学校は、学級数８学級（各学年１学級と情
緒障害学級・知的障害学級各１学級）、全児童数５５
名（家庭数３２）の小規模校で、過疎化、少子高齢
化のため、さらに児童数は減少していく傾向にある。俵山地区は、都市部に比べ、少子高
齢化が急速に進んでいることがうかがえる。 

  このような情況の中で、地域の学校に対する期待は大
きく、俵山地区民・保護者からの学校への深い愛着や小
学校への強い関心により、惜しみない協力や支援をいた
だいている。また、地域には、児童養施設「俵山湯の家」
を有している。 

    

２２２２    研究内容研究内容研究内容研究内容    
（（（（１１１１））））    研究主題研究主題研究主題研究主題についてについてについてについて    

子どもたちは、一日の大部分を学校という集団の中で生活している。教室での学習
を中心に、休み時間での遊びや、給食、掃除など様々な活動において、何かを感じ、
何かを考え、行動し、成長している。 
日々の学校生活における集団と個の関わりは、子どもの人間形成に大きな影響を与

える。この集団と個の関わりの中で大切なことは、子ども自らが個性豊かな思いや考
えをもち、正しく判断し、自分に過ちがあれば素直に認め、互いに助け合い、支え合
いながらよりよく生きていこうとする力である。 
この力を命の輝きとしてとらえ、この力を育成するために、上記のような研究主題

を設定し、副主題を「生命を大切にする心を育む道徳教育の推進」と掲げてその育成
に努めていくことにした。 
主題解明にあたっては、命の指導内容を「限りある命・つながっている命・たった

一つしかない命・人と支え合って生きている命」等と分析的・具体的にとらえて、指
導を推進していくことが大切だと考える。そして、それぞれの命のかけがえのなさ、
すばらしさなどを子どもたちの発達段階や実態に即して実感させ、それと共に生きる
喜びや自信をもたせ、もっとよい自分(命の輝き)をめざす心豊かでたくましい俵山っ
子を育てていきたいと考える。 



（（（（２２２２））））    研究主題解明研究主題解明研究主題解明研究主題解明のためにのためにのためにのために    

     主題解明のために、「生き生きと輝く俵山っ子」の姿を以下のようにとらえ、次のよう
な仮説を立て、いくつかの視点をもって研究を進めることにする。 
 
【【【【生生生生きききき生生生生きときときときと輝輝輝輝くくくく俵山俵山俵山俵山っっっっ子子子子】】】】→→→→自分自分自分自分がががが輝輝輝輝きききき、、、、友友友友だちがだちがだちがだちが輝輝輝輝きききき、、、、みんながみんながみんながみんなが輝輝輝輝くくくく子子子子どものどものどものどもの姿姿姿姿 
   ① 自分を大切にし、友だちや家族を大切にする子ども 
  ② 自分の思いや考えをもち、人の気持ちを分かろうとする子ども 
  ③ 善悪を正しく判断し、自分の過ちがあれば素直に認めることができる子ども 
  ④ 将来に夢を抱き、困難を乗り越える粘り強さをもとうとする子ども 
  ⑤ 互いに助け合いながらよりよく生きていこうとする子ども 

  
                      生命を大切にする心を育む道徳教育の推進 

 
  生生生生きききき生生生生きときときときと輝輝輝輝くくくく俵山俵山俵山俵山っっっっ子子子子をををを育成育成育成育成するためのするためのするためのするための内容内容内容内容のののの重点化重点化重点化重点化（（（（中心的価値中心的価値中心的価値中心的価値とととと関連価値関連価値関連価値関連価値） 
 
 

社会との関わり 
                                    
                                    
                   自立                      共生 

生命の尊重  
 

 

    
【【【【仮説仮説仮説仮説】】】】 

    命の尊さ、かけがえのなさ、生きていくことのすばらしさを子どもの発達段階に応じて
実感させるとともに、共に生きる喜びや自信（生き甲斐）をもたせれば、生き生きと輝
く俵山っ子が育つであろう。  

  
【【【【仮説仮説仮説仮説のののの追究追究追究追究とととと具体的方策具体的方策具体的方策具体的方策】】】】 

   ① 児童の心に響く道徳の時間の工夫 
    ・ 中心発問、ゆさぶりの発問、資料等の工夫 
    ・ 人や自然などとのふれあいや体験活動を生かした授業の実践 
     ・ 「心のノート」を生かした授業の実践 
   ・ 各教科・特別活動・総合的な学習の時間と響き合う授業 
     ・ 家庭や地域との連携（ゲストティーチャー・授業参観）を図った授業 
   ・ ワークシート等の活用を通して、心の変容の探求 
 
② みすゞさんの詩を通して、その心とふれあう集会活動や環境づくり 

    ・ 金子みすゞさんの詩に親しみ、詩を通して素直な心ややさしい心の育成 
    ・ なかよし班の活動を通して、児童と児童・児童と教師の好ましい人間関係の育成 
    ・ ボランテｨア活動を通して、互いに生きているという共生の心の育成 
 
③ 自然・人・地域等とのふれあい活動・体験活動の充実 

    ・ 伝統となっている米作りや子ども歌舞伎の学習を通して、地域の人との交流 
   ・ 交流学習・合同授業により児童間交流の活性化 



３３３３    実践例実践例実践例実践例    

        （（（（１１１１））））    【【【【児童児童児童児童のののの心心心心にににに響響響響くくくく道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間のののの工夫工夫工夫工夫】】】】    

                子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心にににに残残残残るるるる授業授業授業授業をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため、、、、ゲストティーチャーゲストティーチャーゲストティーチャーゲストティーチャーのののの話話話話をををを展開後半展開後半展開後半展開後半にににに入入入入    
れたれたれたれた実践例実践例実践例実践例          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （（（（２２２２））））    【【【【みすゞさんのみすゞさんのみすゞさんのみすゞさんの心心心心とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう集会活動集会活動集会活動集会活動やややや環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり】】】】    

 

 

 

        （（（（３３３３））））    【【【【自然自然自然自然・・・・人人人人・・・・地域地域地域地域とのふれあいとのふれあいとのふれあいとのふれあい活動活動活動活動やややや体験活動体験活動体験活動体験活動のののの充実充実充実充実】】】】    

 

 
 
 
 
 
 
 

苗半作苗半作苗半作苗半作    
（お米作りには、苗作りが大
切だよ。） 
勤勉努力勤勉努力勤勉努力勤勉努力    
（人のために生きるという
ことは、自分自身が一生懸命
に生きなければいけないよ。 

校長先生校長先生校長先生校長先生、、、、ゲストティーゲストティーゲストティーゲストティー
チャーチャーチャーチャーにににに登場登場登場登場    
        
1 年 「二わのことり」 

地域地域地域地域のののの人人人人やややや保護者保護者保護者保護者ををををゲストゲストゲストゲスト
ティーチャーティーチャーティーチャーティーチャーにににに迎迎迎迎ええええ    
５年「わたしのボランティア
体験」 

 毎週水曜日
に、みすゞタイ
ムを設け、みす 
ゞさんの詩の
学習をしてい
る。 

いじめをなくそう集会 

水田耕作学習（いねかり集会） 
俵山小子ども歌舞伎（国民文化祭） 



４４４４    児童児童児童児童・・・・保護者保護者保護者保護者のののの目線目線目線目線をををを意識意識意識意識したしたしたした「「「「心心心心ののののノートノートノートノート」」」」のののの活用事例活用事例活用事例活用事例    
（（（（１１１１））））活用活用活用活用のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

「心のノート」は、道徳の時間において扱う内容項目と関連づけながら導入時や終末
時に活用したり、また、朝や帰りの会では、自己の振り返りのために用いたりしている。
また、学級内での交流、児童の存在の確かめ合いを学級から全校へ、さらには保護者に
広げたいという思いで活用を試みている。 

（（（（２２２２））））活用活用活用活用事例事例事例事例 
① 掲示物としての活用例  

    低・中・高学年の表紙やそれぞれの内容項目にある扉のページを掲示物として活用
している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 好きな言葉やイラストを短冊やポスターにした活用例 
      学級活動や図工の時間を活用して、好きなページやイラストをポスターにした 

り、好きな言葉を書いたりした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ③ 学級活動や家庭での活用例 
      日々の生活を見つめ直したり、自分の思いを書かせたりして、児童と教師・ 

児童と家庭の心の架け橋となればよいと思っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

心のノートの表紙をクイズに
して掲示している。「何が変わ
っているのでしょうか。」 
 

児童用昇降口に掲示して、
児童や保護者の目にふれ
るようにしている。 

 児童が選んだ言葉には、
「生きているんだね、自然と
ともに」「ともに生きる」な
どがあった。 

道徳の時間に「家族愛」の学習
をした際に活用した。家に持ち帰
って保護者にも見てもらった。 

５年 「心のノートより」 

１年 「心のノートより」 



５５５５    学習指導案例学習指導案例学習指導案例学習指導案例                                    
第６学年  道徳の時間学習指導案 

 
（１） 主題名 精いっぱい輝く命 ＜３－（２）＞ お母さんへの手紙 （東京書籍） 
 
（２） 主題設定の理由 
○  本学級の児童１６名は、最高学年として下学年の世話や委員会の仕事にリーダーシップ
や優しさを発揮しながら一生懸命頑張っている。国語科の「生き物はつながりの中で」の
学習では、人間は生き物としてかけがえのない一つの存在であり、全てのものとつながっ
ていることに気付くことができた。最近、テレビや新聞などで命にかかわる痛ましい事件
を耳にし、話題になった時には、児童からは命について「一つしかないもの」「なくてはな
らないもの」といった発言が聞かれ、命の大切さを理解していることがうかがえる。また、
俵山という恵まれた自然環境や人的環境の中で、子どもたちは動植物とのふれあい、地域
の方々とのふれあいを通して、自然や人を大切に、そして互いに優しくしようとする心を
はぐくんできている。 
しかし、本人にとっては強い悪意はないのだろうが、簡単に「死ね」や「地獄に落ちろ」
などの言葉を相手に発している場面に出くわす。これは近年の情報社会においてバーチャ
ルな世界に浸ってしまっていることや、自分に身近な「死」という概念が存在しないこと、
「死ぬ」という言葉の重みをよく理解していないことが理由として考えられる。これから
夢と希望を抱いて中学校に進学する子どもたちに、かけがえのない命を輝かせ生きていく
ことの大切さを伝えていきたい。 

○  本主題は、内容３－（２）の「生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生
命を尊重する。」を受けて設定するものである。生命の尊重は、人間尊重の基盤であり、か
けがえのないものとして深く認識されなくてはならない。親から授かった大切な命、与え
られたかけがえのない命を自覚し、それをどのように生かし、人間としての価値ある生き
方を築いていくかが大切になってくる。自分が今生きているのは周りの人たちのおかげで
あり、自分の命を輝かせることによって、周りの人たちも喜んだり、感動したりするもの
である。また、生きることの喜びやつらさを感得しながら、生命あるもの必ず死があると
いう重さについても理解させていく必要がある。生きることのすばらしさを説くことを通
して、児童に死についてもしっかり伝えていきたい。 

○  この資料は、１４歳の柳橋佐江子さんが、重い心臓病の手術を前にして母に宛てて書い
た手紙である。自分を育ててくれたことへの感謝が、小さいころの思い出から始まって現
在の気持ちまでつづられている。そこには、自分の命を精一杯生きてきた佐江子さんの心
の動きと、母への感謝と励ましの言葉となって表れている。死の不安とたたかいながら、
明るく生きようとする佐江子さんに児童は心を打たれるであろう。本資料を通して、生き
ることの意義と死について深く考えさせる資料として適している。 

○  そこで指導にあたっては、まず主人公の病気や今までの手術の回数、そして主人公が中
学２年生で亡くなったことを伝えることにより、資料への読みが深まるようにしたい。ま
た、日本の平均寿命と佐江子の一生をテープ図（命のものさし）で提示することにより、
人間には誕生があり「死」という終わりがあること、佐江子の一生が短かったことを視覚
的にとらえさせたい。資料を読んだ後は、佐江子についての感想を児童にたずねる。感想
では特に「かわいそう」と「すごい」の２面が出てくると思われるので、具体的にその内
容や理由を児童にたずねることによって、佐江子が死の不安とたたかいながらも明るく生
きようとする強い気持ちや、母と共にがんばっていこうとする気持ちに共感させていきた
い。次に、手紙をもらったお母さんの気持ちを考えさせる。ここでは保護者から直接親の
気持ちを聞くことにより、子を思う親心をしっかり子どもたちに伝えていきたい。そして、
最後に、家族からの手紙を読んだり、心のノートを読んだりすることを通して、精いっぱ
い生きていくことのすばらしさを感じ取らせ、よりよく生きようとする心情を育てたい。 

 



（３）本時案 
① ねらい 

   明るく精いっぱい生きようとする佐江子の気持ちと母の気持ちを考えることにより、生命
のかけがえのなさを自覚するとともに、よりよく生きようとする心情を育てる。 
② 準備 
   掲示物、命のものさし、道徳プリント、保護者からの手紙、心のノート 
③ 学習指導過程 
過程  学習活動・内容 主な発問と予想される児童の反応 教師の支援及びその意図 
気
づ
く 
 
 
 
 
つ
か
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
見 
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め 
る 
 
 
ひ
ろ
げ

１ 資料の場面状況に
ついて知る。 
・佐江子の一生 

 
 
 
 
２ 資料｢お母さんへ
の手紙｣を読んで話
し合う。 
（１）佐江子について
の感想 
・かわいそう 
・がんばる人 
・感謝の心をもった
人 

 
 
（２）手術に対する佐
江子の気持ち 
・不安 
・希望を持ち続けた
生き方 

 
 
 
（３）手紙をもらった
母の気持ち 
・うれしさ、つらさ 

 
 
 
３ 家族からの手紙を
読む。 
・輝いている自分 

 
 
 
４ 心のノートを読
み、自分の輝きを見
つめる。 

○ 佐江子さんの一生と人の平均寿
命を比べて、どんなことを思いま
すか。 
・佐江子さんは短い一生だったな
あ。 
・佐江子さんはだいたい今のぼく
たちの年で死んでしまったんだ。
○ 佐江子さんのことをどう思いま
すか。 
・佐江子さんは心臓病でたった 
１４年間しか生きられなくてかわ
いそうだ。 
・病気に負けないでがんばってい
る強い人だ。 
・お母さんにしっかり感謝が言え
ていてすごいなあ。お母さんがい
たからがんばってこられたと思
う。 
◎ 佐江子さんは、手術に対して不
安はなかったのだろうか。 
・不安があるかもしれないけど、
お母さんがついていてくれている
し、生きようとしている。 
・とても不安な気持ちだった。で
も、一生懸命病気と闘い、命を輝
かせようとしていた。 
○ この手紙をもらったお母さんは
どう思ったでしょう。 
・佐江子、お母さんの思いを分か
ってくれてありがとう。 
・病気でつらいだろうに、前向き
な佐江子を見ると、胸が痛むよ。
○ 手紙を読んでどんなことを感じ
ましたか。 
・こんなに家族が思っていてくれ
てうれしいな。 
・ここまで育ててくれてありがと
う。これから精いっぱい生きます。

○ みなさんの精いっぱい生きると
はどんなことですか。 
・今を大切にしたい。だから今は

○ 佐江子の病気や手術
の回数、そして中学２年
生で亡くなったことを
伝えるとともに、命のも
のさしで短かったこと
を視覚的にとらえさせ
る。 
○ 一人ひとりの児童が、
佐江子さんについての
感想がもてるようにし
っかり時間を確保して
道徳プリントに書かせ、
発表につなげたい。 
○ お母さんと佐江子が
一緒に病気を乗り越え
ていこうとしていた気
持ちをとらえさせたい。

 
○ 佐江子の複雑な心境
について、共感的に理解
させながら、常に希望を
もち続けた生き方につ
いて感じ取らせたい。 

 
 
 
○ 授業参観していただ
ける保護者から、直接親
の気持ちを伝えてもら
うように、事前に打ち合
わせを十分しておく。 
○ 保護者に事前に「我が
子が輝いていると思っ
た場面」や「前向きにが
んばっていること」など
について子ども宛てに
手紙を書いてもらって
おく。 
○ 心のノートの言葉「い
のちのはじまりがあり」
「終わりがある」「精い



る ・精いっぱい生きる
こと 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ＧＴの保護者の話） 

歌舞伎の練習を精いっぱいする。
・一生懸命勉強するよ。 
・自分の夢に向かって、努力して
いくよ。 
 
 
 
 
 
 
   （手紙を読む子どもたち） 

っぱい生きる」を板書
し、限られた時間（生命）
を精いっぱい生きるこ
との大切さを意識させ
たい。 
○ 精いっぱい生きるこ
とについて考えプリン
トに書かせることによ
り、よりよく生きていこ
うとする気持ちをもた
せたい。 

④ 評価 
・ 佐江子の気持ちや、母の気持ちを共感的に考えることができているか、児童の発言や

道徳プリントの記述内容からとらえる。 
・ 佐江子の生き方や自分の家族からの手紙を通して、自分の命を輝かせていこうとして

いるか、 
プリントの記述内容からとらえる。 

（４）考察 
○ 導入では、主人公の病気のことや手術の回数、中学２年生で亡くなったことを説明した。 
その時に「命のものさし」を使い、人の平均寿命と主人公の寿命を視覚的に比べたことは、
人間には「誕生」があり「死」という終わりがあることや、主人公の一生が短かったことを
理解する上で大変効果的であった。 
○ 「主人公のことをどう思うか」の発問に対し、一人ひとりの児童が自分の考えや思いをし 
っかり発言でき、互いの意見を認め合いつつ、比較しながら、児童相互で意見交流もよくで
きていた。これは４月から週２回、帰りの会の「お話タイム」で、話し合い活動を仕組んで
いった成果だと思う。「不安」について児童に考えさせる場面を設けたが、本時の中心発問で
あったので、ここでもっと揺さぶりをかけたり、これについての意見交流をさせたりすると、
より「命」が重く深いものであると感じることができたのではないかと思われる。 
○ 手紙をもらった母の気持ちを考える場面では、保護者にゲストティーチャーとして参加 
していただいた。母親の気持ちではあるが、本学級の実態から母の立場と父の立場で語って
もらった。２人の保護者のお話は児童の心にとても響いていたと思われる。このゲストティ
ーチャーを仕組むにあたり、昨年度の実践の反省のもと、話のポイントや時間をはっきりと
決め、保護者と綿密に打ち合わせをしたことがよかったと思われる。 
○ 心のノートは本年度新たに追加された部分を使った。児童の心のノートにはこの部分がな
いので、大判用紙大に拡大し掲示するようにした。拡大して全員で読んだり、ポイントとな
る言葉をおさえたりするのに、今回はこの方法が有効であった。 
○ 家族からの手紙を読む活動と心のノートを読んで考える活動を逆に実施した。家族からの 
手紙から受けた感動をしっかり心に刻みながら余韻をもって終わりたかったからだ。手紙を
読んだ時、表情がぱっと明るくなった児童、感動のあまり涙ぐむ児童がいた。親からの手紙
は児童にとって心の素敵な宝物になったようだ。保護者が普段からよく子どもを見守ってい
らっしゃる文面で、児童は自分が大事にされていること、認めてもらっていることをしっか
り受け止めることができたと思う。また、授業後の感想で「家族や友達をもっと大切にした
い」「自分なりに一生懸命生きたい」「必要のない命は一つもない」など、生命の大切さや自
分の命が人の励みにもなっていることを心に響かせることができた時間になったと思う。 
 

６６６６    成果成果成果成果    
（（（（１１１１））））    子子子子どものどものどものどもの変容変容変容変容    
        ○ 1 年目の成果の上に取り組んできた結果、学校全体として互いを思いやる（命を大

切にする）雰囲気が定着してきた。 



○ 異学年や特別支援学級との交流が活性化してきた。 
（（（（２２２２））））    教師教師教師教師のののの変容変容変容変容    
        ○ 全教師が一丸となって努力したことにより、道徳教育における全校指導体制を確立

してきた。 
  ○ いろいろな場面で地域の人をゲストティーチャーとして招くことにより、地域の教

育力を日常的に使えるようになってきた。 

７７７７    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    
            ○ これからも、いろいろな体験活動と道徳の時間における道徳的価値の自覚を図る 
    学習とが響きあうように全校体制で指導していきたい。 
   ○ みんなの前で自分の思いが伝えられないという傾向があるので、伝え合う力を育 
    て道徳的価値を深めていきたい。 
 

○ 道徳教育の要である道徳の時間は、自己を見つめながら、道徳的価値を自分ら
しく身に付け、やがては、様々な情況においても自ら考え、感じ、判断して道徳
的実践ができる内面的な資質を培っていけるように、子どもの心情を深く揺さぶ
り、琴線にふれる指導が求められる。 

○ 道徳的実践力は、日々の教育活動の中で、児童と児童、教師と児童の温かい人
間関係の中で育っていく。大人の姿、教師の姿が、子どもの姿であると捉え、 

「語らずとも教育できること」を大切にし、お互いの姿を見せ合い、共に学び合い、 
良い成長を支援する。 

○ 地域の特色を生かしながら、命あるものと関わり合う体験・豊かな仲間意識の
ある雰囲気作り・保護者の授業参画・保護者や地域と連携した取組みなど考慮し、 

 今後ともたゆまぬ努力を続けて、全校一学級の指導体制で取り組む。また、この
研究の成果を他教科にも反映させ、学力の向上にもつなげていく。 

 


