
伝え合う力を養う調査研究事業 義務教育課

互いに認め合う子どもを育てる
～道徳の時間と国語科における学習過程の工夫を通して～

― 防府市立佐波小学校 ―

◎ 実践に当たってのポイント
○ 互いに認め合う子どもとは、「相手を思いやりながら、思いや考えを適切に伝え合い、

課題を解決していこうとする子ども」である。仲間を大切にし、適切に伝え合おうとす

る姿や自分の考えを変容・深化させながら、よりよく生活していこうとする姿を育むこ

とをねらいとした。

○ 道徳と国語科の授業を中心に、学習過程における児童相互のやりとりの場を工夫した。

道徳： 導入―展開―終末の授業過程のうち、展開部分（道徳的価値をつかむ、み

つめる）を中心に、他児とのかかわりを工夫をすることにより、思いやりの

心を育てる授業をめざす。

国語： 自分の考えを「つくる」→「出し合う」→「見直し合う」という過程を組

み入れることにより、適切に伝え合い、自分の学びを深める力を育てる授業

をめざす。

○ 日常的な取組として、縦割り班活動（異学年交流）の活性化を図った。

Ⅰ 学校紹介
本校は、防府市のほぼ中央に位置し、一級河川の

佐波川の南部を校区とする学校である。児童数４９

７人、学級数１８（平成１８年５月１日現在）の中

規模校であり、平成１８年４月には創立７０周年の

節目を迎えた。学校教育目標を「確かな学力と豊か

な人間性をもち、進んでとりくみやりぬく、たくま

しい児童を育成する」とし、すべての教育活動を通

じて、これからの変化の激しい社会に主体的に対応

できる心豊かな児童の育成に努めている。交通量も

多いことから、安全教育に力を入れている。また、言語通級指導教室があり、地域の特別支援教育の

中核的な学校でもある。

Ⅱ 具体的な実践例

【道徳 ３年】 主題：思いやりって何？ 資料：どうしたらいいの
１ ねらい 自分の考えを相手に伝えたり、相手の考えを聞いたりして共感的に心を通わせることに

よって、思いやりの気持ちを育む。



２ 指導の実際

段階 学習活動 支援と成果について
導入 １ 今までに友達を思ってした （１）導入時のインタビュー－話し合うことを確かめ合う－

ことがうまく伝わらなかっ 教師のねらいとする価値にかかわる話題を提示し、それ
たことがなかったかを思い について子ども同士がお互いにインタビューし合う活動を

気 出し、発表し合う。 取り入れた。ねらいとする価値にかかわる自他の体験を引
づ き出すことで、価値への方向付けをすることができると考
く えたからである。また、具体的な状況の資料は、子どもの

関心が違えば、１つの価値についてクラス全体が焦点化し
づらくなる。
しかし、互いにインタビューし、これから話し合うこと
を確かめ合うことで、次の活動を円滑に進めていくことが
できた。

展開 ２ 資料「どうしたらいいの」 （２）書く活動 －自分の考えをもつ－
前半 を読んで自分が陽子だった みんなの前で自分の考えを発表するという活動を行う

らどうするか考え、互いに には、自分の考えを明確にもつことが必要だと考える。し
話し合う。 かし、児童の考えが形に現れていないため、考えているの

か、考えていないのか、教師も本人にも分からない。そこ
で、自分の考えを書く活動を取り入れた。
こうすることで自分の考えを明確にもつことができる
し、自分は考えをもって授業に臨んでいるか、それぞれの
児童が自分自身に問うこともできた。

（３）ペア学習 －少人数で考える－
自分の考えがみんなに認められるかどうか不安であっ

つ たり、クラスの大人数の前では抵抗があったりすることか
ら、発表できないことはないだろうか。そこで、２人１組

か になってお互いの考えを聞き合う活動を取り入れた。この
「ペア学習」では、お互いにうなずきながら聞くようにし

む ており、そういった支持的風土が児童を支える自信となる
と考える。
このペア学習によって聞き合うことの大切さを感じはじ

３ 友達のロールプレイを見て めている子どもの姿も見られるようになった。
気づいたことを発表し話し
合う。 （４）役割演技をもとにした話し合い －みんなで考える－

登場人物が問題に直面している場面で役割演技を取り
入れた。自分なら何と言うか、どうするかを考えた意見を
役割演技で表現することは、臨場感ある活動となり、それ
を見合うことで、自分の考えと比較して考えたり、友達の多
様な考えにふれたりすることができると考えた。
子どもらしい素直な発言を交わす場となり、登場人物の
問題場面を自分の身に置き換えて考える擬似体験ができ
た。その中で子どもたちは、誠さんの立場に立った思いや
りのある意見を多く発表していた。意見が交わされる中で、
「誠さんの立場に立って考えてあげたい。」という思いや
りに結び着くことができた。

展開 ４ 今日の授業をふりかえり、 （５）感想の聴き合い －学びを共有する－
後半 自分が感じたことをワーク 本時を通して、感じたこと、思ったことを自由に書せた。

思いやりって何だろう。

陽子さんは誠さんにどう
してあげればよかったの
だろう。



シートに書き発表する。 自由に書かせることで、一人ひとりが自分の思いや学びを
表現できる場となると考えた。
自由に書かせたことで、教材からとび出し日常生活の自
分をふりかえる子ども、思いやりの難しさを感じた子ども
をはじめ、「今日悲しんでいる友達にはどんな風に声をか
けてあげればよいか分かった。」と書いた子どもも見られ
た。こうした自由な発表することで友達の学びを共有する
効果も得られると同時に、仲間との話し合いで自分の考え
を進化させようとする児童の姿も見ることができた。

終末 ５ 詩「小さな親切」を読む。 ○ 実際に子どもが書いた詩を読み、自分も友達を思いやっ
てすごしたいという意欲をもたせる。

３ 成果と課題
話し合いにおいては、友達の考えを生かしながら、自分の考えをもつことが重要である。ペア学習
やインタビューのように確実に聞き合える状況にすることで、児童は自分の思いを話したり、聞いた
りすることができるようになった。この２つの話し合いのスタイルは児童に定着し、道徳だけでなく
他教科の話し合いの際にも広げることができた。
なお、子どもには道徳の時間と日常生活の場において、依然として意識の途切れがあるようである。
総合単元を組む際には、中核となる価値にアプローチできるような単元を仕組むことが重要である。

資料出典：『どうしたらいいの』小田原市立豊川小学校 加藤久美子
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【国語科 ６年】 単元：主題について考えよう「海のいのち」

１ 単元について
主人公太一の成長には、与吉じいさや母の存在が大きくかかわっている。さらに、太一の成長に

大きな影響を及ぼしたものとして存在するのが海でありクエなのである。これらの人物や事物とか
かわっていくことで、主人公が成長し、海を守っていく姿が幼年期から壮年期にわたって描かれて
いる。こうした太一の一生に目を向ければ「人間の成長」という主題が想定でき、その過程には何
らかの影響を持つ事物や事象が存在することを学ぶことができる。
また、成長した太一が守ってきたものが、題名でもある「海のいのち」となっている。児童に太

一の行動や考え方に着目させ読み取らせることで、「海のいのち」に内在する「人間と自然との共
生」というもうひとつの主題に迫ることができる資料となっている。
指導にあたっては、太一の一生に着目させ、その成長ぶりを読み取るようにさせたい。そのため

に、一人学びにおいて自分の考えを『つくる』活動をしっかりさせ、話し合いの場で『出し合う』
ことを通して互いの考えを伝え合い『見直し合う』ことを通して十分に考えを深めるようにさせ、
その上で主題について考えるようにさせたい。

２ 学習目標
○ 文章の叙述に即して、細かい点にまで注意しながら読み取ることによって、作者の考えと自分
の考えを対比し、自分自身の生き方について考えを深めることができる。

○ 作品のもつ主題について、自ら設定したり、その設定の在り方について話し合ったりすること
によって、自分の考えを深めその作品主題を明らかにすることができる。

○ 主題の捉え方など、物語文の読み方を知ることによって読書の楽しみを知り、日常生活におけ
る読書生活を向上させることができる。

３ 単元・評価計画（全１０時間）
第一次 全文を読んで心に強く残ったところや、よく分からなかったところを中心に学習課題づく

りをし、課題を絞る。（２時間）
第二次 学習課題について個人で考えワークシートに自分の考えを書き込みそれをもとに全体での

話し合いをする。（６時間）
第三次 題名「海のいのち」が何を表しているか考え、感想をまとめる。（１時間）
第四次 作品の主題について自分の考えをまとめ、話し合う。（１時間）

４ 本時案（第二次 ６／６）
（１）主 眼 太一が巨大なクエにもりを打たなかった気持ちを読み取ることを通して、漁師

としての太一の成長に気付き感想を発表し合うことができる。

A：十分満足できる B：おおむね満足できる
話 太一が巨大なクエにもりを打たなかった理 ワークシートをもとに自分の考えの
す 由について、自分の考えの根拠を明らかにし、 根拠を明らかにしながら発表すること
・ 組み立てを工夫しながら話すことや、話し手 や、友達の考えと自分の考えを比較し、
聞 の組み立てや言葉遣いに気を付けて聞くこと 意見の違いに気を付けながら聞くこと
く で相手の意図をつかむことができる。 ができる。

叙述に即して太一が巨大なクエにもりを打 叙述に即して、太一が巨大なクエに
読 たなかった気持ちを読み取ることを通して、 もりを打たなかった気持ちを読み取る

太一の精神的な成長に気付くことができると ことを通して、太一の精神的な成長に
む ともに、成長に大きな影響を与えた事物や事 気付くことができる。

象の存在に気付くことができる。

テーマに直接関連する場
（２）展 開

○教師の支援 【 】評価 ●Ｂに達しない児童への支援



学習活動・内容 子どもの意識の流れ・姿 教師の支援・評価

１ 本時の学習場面（Ｐ７ ・とうとうクエと勝負す ○前時のまとめを振り返り、本時
つ ８Ｌ８～Ｐ８２Ｌ３）を音読 るときだな。 へのつながりをもたせる。
く する。 ・太一は父を越えられるだ
る ・学習課題 ろうか。

太一が瀬の主を殺さなかったのはなぜだろう

２ 学習課題について考え ・父を破ったクエを捕るこ ○多様な考え方がでてくるように意
を発表しながら、太一が とで本当の一人前の漁師 図的指名や補助発問をすることで
巨大なクエにもりを打た になろうとしていたんだ 読み取りが深まるようにする。
なかったわけを読み取 な。 【読む】発言・ワークシート
る。 ・どうしてもりを打たない ●友達の考えや感想を取り入れなが

出 ・大魚をとらなければ一 んだろう。 ら、自分の読みを深めるようにさ
人前の漁師になれない と ・本当の一人前の漁師とは せる。

し 感じる理由と気持ち 何だろうか。
・大魚を海のいのちだと ・大魚をどうして「おとう」

合 感じた気持ち と呼んだんだろう。
○人物等とのかかわりを通して成長

う ３ これまでの学習をもと ・太一は父を超える本当の していることに気づかせ、技術的
に太一の漁師としての成 一人前の漁師になれた な成長よりも、精神的な成長に気
長を話し合う。 な。 付かせるようにする。

・太一の行動や考え方 ・自分を成長させてくれる 【話す・聞く】発言・観察
・与吉じいさや母とのかか 人との出会いは大切だ ●太一の成長を言葉で表現しにくい
わりから成長した部分 な。 児童には、太一の行動や考え方に

・海やクエとのかかわりか ・太一を成長させたクエは 着目させることで成長ぶりを感じ
ら成長した部分 大事な存在だな。 とらせるようにする。

○自分を見つめながら太一の成長つ
４ 話し合いをもとに太一の ・本当の一人前の漁師とは、 いて感想をまとめさせるようにす

見 成長について感想をまと 技よりも心が大切なんだ る。【読む】ワークシート
直 める。 な。 ●友達の考えや感想を取り入れなが
し ・太一の成長についての感 ら、自分の読みを深めるようにさ
合 想 せる。
う

５ 結果及び考察
場面での太一の「クエをとらない」という決定にいたった理由を話し合いを通して考えることで、

自分の夢よりも、「海のいのち」を大切にするという決断をした太一に共感する児童が多くみられた。
自分の夢のために、父を越えるという目的だけのために漁師としては奪う必要のないクエのいの

ちを奪うかどうか葛藤する太一の姿。そして、クエを守るべき対象と捉えた太一の姿から、本当の
意味での「人間の成長」を読み取った。それとともに人間は自然のことを考えて守っていくことが
大切であり、そうすることで「自然との共生」ができるという作品のテーマにも迫り、太一の大き
な決断に深い感動を感じ共感する児童の姿がみられた。
本時の課題に対して深く考え、主題に迫ることができたのは、これまでの学習課題についても、

「一人学び」と「共学び」を繰り返し、作品全体の読み取りを深めてきた成果であると考えられる。
こうした学びを通し、作品全体を通して「人間の成長」「自然との共生」という２つの主題に対して
考えを深められたことが、児童のワークシートからみられた。

６ 成果と課題
研究を通じて、学習課題に対して「一人学び」による考えの「出し合い」からさらに考えを深め

たり、変容させたりすることができるようになってきた。児童相互の発表から、読みの根拠の視点
を広げたり、事物のかかわりについてとらえたりして、他者の学び方をもとに自らの学び方を構築
することができるようになり、叙述に沿って論理的に思考する力が育ちつつある。今後は、さらに
児童相互の考えの異同とその根拠付けをもって適切に話す技能や、自分の考えの変容を認識させる
自己評価力を高めていくことが重要である。

過
程



【特別活動 全校特別活動 全校特別活動 全校特別活動 全校】
おおおお互互互互いにいにいにいに思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心をもちをもちをもちをもち 誰誰誰誰とでもとでもとでもとでも協力協力協力協力するするするする縦割縦割縦割縦割りりりり班活動班活動班活動班活動

１ ねらい
縦割り班活動を通して、異学年間の交流を深め、思いやりと協力の心を育てる。

２ 縦割り班の編成
全校児童４９７名を同じ出席番号で３８班｛１３名／班、２名／学年｝にグルーピングする。
（兄弟姉妹および集会委員同士は異なる班になるよう調整）

３ 主な活動とその成果
活動 内容 成果

掃除 ○理科室・家庭科室を含む教室、校長室・職員 ○自分の教室以外も掃除することで｢私
室・事務室・会議室、廊下・階段・トイレ・ たちの学校｣ という公共の心を育む
花壇・校庭など校内１１９か所を１か月のロ ことができた。
ーテーションで掃除している。 ○異学年のメンバーと活動することで

○６年生の班長が中心となり、各人の役割分担 自分の役割を自覚するとともに自主
のもとに掃除を進めている。 と協調の態度を養うことができた。

○掃除終了後には反省会を行い、取り掛かりや ○役割分担を話し合う中で、お互いの思
活動態度、服装などについて意見を出し合 いを受容し、調整することで活動をス

い次回に向けて見直しを行っている。 ムーズに進めることができた。
集会 ○｢佐波小７０周年記念フェア｣を２学期に２ ○２～４つの班が共同して趣向の異な

時間実施した。 る１つのゲームを運営していく過程
○集会委員会（６、５年生の代表１１名）が全 で、班を越えた異学年との交流を深め
校児童の要望・意見を集めて、１１種類の ることができた。

オリジナルゲームの実施を企画した。 ○集会後にふりかえりカードを書き、掲
○集会委員会の企画案をもとに、担当班ごとに 示することで集会委員や班長への感
内容・ルールを話し合いで決めるととも 謝の気持ちを伝え合え、班での協力の

に、各班員の役割分担や用具など実施に向 様子を知ることができた。
けての具体的な準備を進め、集会後にふり
かえりカードを書いてもらい、掲示した。

Ⅲ 成果と課題
〔成果〕

○ 他者の思いや考えを受容する態度（学びのルール・マナー、話し合い方など）が身に付い
てきた。

○ 他者とのやりとりや活動の振り返りを通して、相手の考えや学び方のよさを認めながら、
自分（たち）の課題をよりよく解決していこうとする姿が育ちつつある。

〔課題〕
○ 児童が、より確かな学びや自分の成長を実感できるように、評価活動を工夫すること。
○ 生きる力としてさらに定着していくために、教育活動全体を「伝え合い」の観点で有機的
に関連付けながら展開していくこと。

リーダーとしての資質と
責任感を養う。

上学年（４～６年生）

自発的に行動する態度と
協調性を養う。

下学年（１～３年生）



◎ 校長から見た指導のポイント
○ 自分の学び取った内容（内容知）と学び取りの方法（方法知）を、他者と交えながらよ
り良い結果・自信あるものに仕立てていくことのできる授業のあり方に取り組んだ。
○ 主題解明の視点は、「学習活動の工夫」「思考の絡み合いの工夫」「評価活動の工夫」であ
り、取組の成果は、児童の学びの姿に少しずつ顕在化しつつある。


