
特定の課題についての取組

命を大切にする心を育む道徳教育の推進
義務教育課

夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生き抜く生徒の育成
～命を大切にする心を育む道徳教育の充実～

－和木町立和木中学校－

◎ 実践に当たってのポイント

○ 今までの実践の中の「命」にかかわる内容の関連を図り、深化させる取組の推進

○ 道徳授業の資料の開発や工夫の推進

○ 授業改善につながる授業評価の推進

○ 教職員の共通理解・共通実践の推進

１ 学校紹介

本校は、昭和２２年４月、和木村立和木中学校として発

足し、６０年の歴史をもって今に至っている。現在、生徒

数２１４人、学級数１０の中規模校である。

、『 （ ）』、『 （ ）』、創立以来 英知 確かな学力 愛情 豊かな情操

『勇気（たくましい実践 』を校訓として、知・徳・体の）

調和のとれた人間性豊でたくましい生徒の育成に力を入れ

てきた。

本校の歴史の中で大きな取組として、昭和４９年から２か年、文部省より「生徒指導研究推

進校」として指定を受けたことを皮切りに、昭和５６年から２か年、文部省指定「生徒指導研

究推進地域 、及び、山口県教育委員会指定「同和教育研究協力校 、昭和６１年から２か年、」 」

文部省指定 機器利用英語教育研究推進校 平成４年から３か年 山口県教育委員会指定 特「 」、 、 「

色ある学校づくり研究校 、平成６年から３か年、文部省指定「中学校進路指導総合改善事業」

研究校 、平成７年から２か年、山口県社会福祉協議会指定「ボランティア協力校」と数々の」

研究と実践を積み重ね、現在の和木中学校の教育体制を作り上げてきた。

その中で生まれた、たくましい実践力を培うことを目的とした『労作活動』は、落ち着いた

学習環境を維持するために毎朝環境美化を行う朝労作や、奉仕活動を組み合わせ地域の人とふ

れあうボランティア労作など、形は変わりながらも今に受け継がれ、和木中学校の伝統の柱と

なっている。また、購入手続きを個人に任せた『無人売店』は、生徒と教師の信頼関係を象徴

している。

このように、先人の作り上げた伝統を重んじながら、時代のニーズに合わせた新風を加え、

未来の和木中学校へとつなげている。

そして、６０年目を迎える今年度にかけての２年間、文部科学省の「児童生徒の心に響く道

徳教育推進事業」の指定を受け、人間形成の根本ともいえる命を大切にする心を育む道徳教育

の研究を推進し、次世代を担う生徒の育成に力を注いでいる。



２ 研究の概要

（１）研究の全体構想図

夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生き抜く生徒の育成
～命を大切にする心を育む道徳教育の充実～

道 徳 教 育 目 標
・夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生きる生徒を育てる。

・感謝と思いやりの心をもち、自他を尊重する気持ちを大切にする生徒を育てる。

・心身の健康に心がけ、何事にもねばり強く着実にやり抜く生徒を育てる。

学 校 教 育 目 標
家庭・郷土・社会及び国際的な視野をもちつつ国家の形成発展に積極的に寄与

貢献する、知・徳・体の調和のとれた心豊かで、たくましい人間に、生徒自らが

志向するよう、教え育てる。

学習指導要領 生徒の実態 保護者の願い
日本社会の
今日的課題

自分の心身と命を守る 他者とのかかわりを考える

危険を回避し

自分の身を守る力

自他を尊重し

望ましい人間関係を

形成する力

道徳の時間の充実

道徳性を培う基礎となる目や心の育成



（２）研究主題

夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生き抜く生徒の育成
～命を大切にする心を育む道徳教育の充実～

（３）研究主題設定の理由

、 、 、 。 、本町は 保育所・幼稚園 小学校 中学校各１校ずつの狭い地域である その中で本校生徒は

家庭や地域の方々から多くの愛情を注がれてきていると思われる。しかし、そのことを当たり前

と思い、感謝の気持ちがやや薄く、困難に出会ったとき、自ら解決しようとせず、他者を頼って

しまう傾向にある。また、他の集団に接する機会が少ないため、自分のよさを出したり、他の人

のよさを見付けたりすることに慣れていない。道徳性の検査でもこれらの根本になる、生命の尊

重の項目において得点が低かった。

このことから、本校の教育活動において、生命を尊重する態度を育てることが重要であると思

われる。そのためには、道徳、各教科、特別活動、総合的な学習の時間のすべての教育活動で生

徒の道徳性を高める必要がある。

（４）研究仮説

研究主題を解明するために、次のような研究仮説を設定した。

各教科や特別活動、総合的な学習の時間と道徳の時間を結び付け、命を大切にす

る心を育む道徳教育を展開することで、自己有用感が育ち、夢や希望をもって、こ

れからの時代を主体的に生き抜く力を育むことができるであろう。

（５）研究内容

研究主題を達成するために、次のように研究を計画した。

① 平成１７年度

○ 道徳の時間の全体計画及び年間指導計画の見直し

○ 道徳の指導案様式及び基本的な学習過程の検討

○ 他者への関心や共感を深める人間関係づくりの工夫

○ 「自らの身を守るため」の講演会の実施

○ 道徳性検査の実施とその分析

② 平成１８年度

○ 心に響く道徳の授業実践の充実

○ 一人ひとりを認め協力し合う人間関係づくりの工夫

○ 「心のノート」の活用

○ 生徒の変容調査とその分析



（６）研究組織

研究主題を解明するために、道徳教育の核になる道徳の時間について研究する『道徳授業研究

部』を設置するだけでなく、自分の心身や命を守るための学習のあり方を研究する『危機管理教

育研究部 、自分だけではなく、他者とのかかわりを考える学習のあり方を研究する『福祉教育』

研究部』を設置することとした。それぞれの研究内容を関連させ、教育活動全体で生徒の道徳性

を高めることによって、自己有用感も高まり、夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生き

抜く生徒の育成につながると考えている。

研 道徳授業研究部 道 徳

校 教 修

危機管理教育研究部 各 教 科

長 頭 委

員 福祉教育研究部 特別活動

会

紀要研究部 総合的な学習の時間

※研修委員 校長･教頭･教務主任･研修主任･道徳主任･各研究部主任

（７）学校教育全体の道徳教育

道徳の時間

総合的な学習の時間

各教科 特別活動

基礎となる知識・技能を生かす（関心・意欲）

基礎となる知識・

技能を生かす

（思考力・判断力）

道徳性を生かし

実践力を発揮する
道徳性を生かし

実践力を発揮する

道徳性を生かし

実践力を発揮する

基礎となる知識・

技能を生かす

（見方・考え方）

総合的な学習力を

生かす

総合的な学習力を

生かす

総合的な学習力を

生かす

自己を生かし自主性を発揮する

自己を生かし

自主性を発揮する

自己を生かし

自主性を発揮する



（８）道徳授業の研究実践

生徒を取り巻く課題の分析

地域の特色 生徒の実態社会の変化

高めたい価値観の重点化（内容の選択）

・社会、地域、生徒の実態に応じた内容の重点化

・各教科、特別活動、総合的な学習の時間との関連からの内容の重点化

一単位時間の授業の構想

学習過程 教師の支援

個人で考える段階と、集団で意見を出し

合い討論する段階を仕組むことで、自分の

価値判断の幅を広げ「生き方を考える力」

自分の考えをまとめ、発信する を育成する。

他者の考えに共感したり、 ・他者と意見・

他者の考えと比較したりする を交わし合う

道徳教育全体計画・年間指導計画の作成

課題の意識化

個人思考

集団思考

価値観の高まり

教師に求められる力

・的確な発問をする力

・生徒の反応を予想する力

・生徒の価値観を高めるため

に適切な支援を行う力

・少子高齢化

・情報化

・国際化の進展

・県内で最小面積の自治体

・企業城下町としての側面

・教師の目から見た生徒の実態

・親の願い

資料の選択

生徒の心に響く資料のあり方の追究

夢や希望をもち、これからの時代を主体的に生き抜く生徒

評価

ワークシートの有効性の研究

・授業改善に生かす

・生徒一人ひとりの心の変容を確認する



実践例

《討論を通して生命の尊さを実感させる授業展開例》

［内容項目］３‐（２） 生命の尊さ、自他の生命の尊重

（ピューリツァー賞受賞写真『ハゲワシと少女』を使って）１学年 『ハゲワシと少女』

写真『ハゲワシと少女』を提示
導

入
中心発問１： シャッターを押したカメラマンの行為をどう思うか」「

カメラマンとし 惨状を世界に伝 写真を撮った後 命より大切な仕 賞への欲望だけ

て当然の行為 えることができ 助けたのならよ 事があるのか で動いている

た いのではないか資

料

に

基

賛成 反対づ

○職業観に関する意見 ○人間としての感情展 い

・撮るのが仕事 ・何とかしたいと思うのが人間だた 討

○世界への影響に関する意見 ○命への思い段
論

・世界に伝えた ・目の前に失われつつある命がある階

・これをきっかけに援助の手が入る のに
活

動○行為の時間に関する意見

・撮って助けたのならよい

「カメラマンが少女を助けていれば、状況は変わっていただろうか」

・目の前の一人を助けても、第二・第三の少女が現れるだろう

・飢餓問題の根本的な解決にはならない開

・何とか助けたいし、助ける人が増えたらきっとこんな少女は見られなくなる

中心発問２： 少女を助けるべきなのは誰か」「

問題の背景一

・少女の周囲にいるはずの親やボランティア般

・世界的な問題を解決すべき国連職員化

・繁栄を享受している自分たちし

・内戦を起こした民族て

い

「自分たちには何ができるのだろうか」く

段終

・問題の根本原因は何か見 ・自分がその場その場でで ・直接遠くの国の人に何か階

る目をもち、命の大切さ きることを考えることが できなくても、自分の周
末

を、周りに伝えていくこ 大切 囲の人への思いやりをも

と つことはできる

カメラマンの行為に賛成か反対か

自分たちも含め、様々な人が

一人の命にかかわっているこ

とを認識する

討論を深める発問

中心発問1で表出された

意見を集約



４ 情報機器の
使用に関する
正しい知識を
もち安全に使
いこなすこと
ができる能力

（９）危機管理教育の研究実践

・校内危険箇所調べ

・避難訓練

・委員会活動

・防犯教室

１ 日々の生活
の中で安全や
健康に留意し
自己管理でき
る能力

・毎朝の健康観察

・体育祭でのけが防止の呼びかけ

・心肺蘇生法講習会

・生活安全教室

２ 校内生活に
おいて、危険
を察知し、自
分自身を守る
ことができる
能力

３ 地域での交
通安全意識や
防犯意識を高
め、安全に留
意した生活が
できる能力

・町内危険箇所調べ

・社会（生活）の中の危険調べ

・野外活動

・情報モラル講演会

・技術におけるパソコン研修

・各授業でのインター

ネットの活用

「危険を回避し、自分の身を守る能力の育成」

育成したい能力 活動内容

社会(生活)の中の危険調べ

けが防止の呼びかけ

調べ学習

防犯教室

校内危険箇所調べ

町内危険箇所調べ

情報モラル講演会

生活安全教室



（１０）福祉教育の研究実践

学 年 １年 ２年 ３年 その他関連活動

１年……技術・家庭科（家庭分野）重 １学期 野外活動 野外活動 修学旅行
「乳幼児ふれあい体験 、性教育点 」

２年……職場体験学習、を ２学期 ボランティア労作活動
(グループワークトレーニング)お ＧＷＴ

３年……社会科公民的分野で基本的人権の学習く ３学期 ＧＷＴ
全学年…体育祭、文化祭、３年生を送る会活

動 １年間 終わりの会【１分間スピーチ】

人との関わりの中で育つ力
①一人ひとりの人格を認め合い、互いに個性を尊重しながら、人権を尊重した言動ができる。
②自分の中にある美しい心、正しい心に気付き、自己有用感をもつ。
③他人に支えられ他人と共に生きていることを自覚し、人を愛する心を育む。

振り返り

自己評価

体験

(実施)
内容確認

課題設定
それぞれの活動では次の

３段階の指導過程とする

視点「人とのかかわり」に関する活動

学習の流れ

実践例 ボランティア労作活動

「保育所訪問」に参加した生徒の課題(目標)設定
課題：「園児と共に楽しもう」

① 園児の名前を覚え、自分の名前も覚えてもらう
② 園児の目線になって話したり遊んだりする

課題追究のための計画：名前を覚えてもらうために名札を作る

課題(目標)設定

事前打ち合わせ

活動実施

手話学習

事後自己評価

お礼文の作成

手すきはがき作り

町内清掃

絵本の読み聞かせ学習

木工作品製作



３ 成果と課題

（１）研究の成果

（２）今後の課題

道徳とその他の領域との連携における課題を明確にする①

道徳性をより高め、命を大切にする生徒を育成する研究を進める②

ゲストティーチャーや外部講師を幅広く計画的に招聘する③

資料の開発や工夫に力を入れる④

授業改善につながる授業評価を進める⑤

保護者や地域との連携に一層力を入れる⑥

食育、家庭生活の課題に取り組む⑦

命を大切にする道徳性が高まってきた

人とのかかわりの中で、共に生き、信

頼することの喜びを感じ、望ましい人間

関係を形成するための基礎ができた。

道徳の授業で、多様な価値観にふ

れ、自分の道徳性を深く見つめるこ

とで、命の尊さの認識が深まった。

明るく元気のよい挨拶をし、他者へ

のコミュニケーションを積極的に行う

ようになった。

生徒の変容

危険を回避しようとする意識が高

まり、健康で安全な生活をしていこ

うという態度が育ってきた。

家庭との連携の重要性を考え、学

校の道徳教育の様子を、今まで以上

に保護者に伝えるようになった。

あらゆる教育活動を通して、生徒

の道徳性を高めようとする意識が一

層強くなった。

道徳の授業の技術向上を一層めざ

すようになった。

職員室で、命を大切にする道徳教育

、 。に関する話題が 今まで以上に増えた

命を大切にする生徒の育成への意識が高まった
教師の変容



◎ 校長から見た指導のポイント

○ ４研究部を組織しての研究であるが、全員が協働の気持ちを大切にし、各自の責任を果

たしつつ情報交換を密にして、生命の尊重という共通のテーマに向かって取り組む。

○ 空理空論に流されることなく、これまでの取組を生かし、目前の生徒の実態に即した実

践的な研究を推進する。

○ 先進校の取組を参考にし、独自の新しい活動も取り入れ、道徳の時間を核とした命にか

かわる体験や学習の効果的な指導のあり方を追究する。


