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道徳的価値の自覚を深める道徳科の指導に関する研究 

－人間の「弱さ」に共感的に向き合うことを促す発問の構成を通して－ 

 

山口市立阿知須小学校 教諭 松尾 久恵  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

 「小学校学習指導要領（平成29年告示）」では、道徳科の目標は、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、物事を多面

的・多角的に考え、自己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こととされている。また、そのために、児童が多様な感じ方や考

え方に接することが大切であり、道徳的価値を含む事象や自分自身の体験などを通して、道徳

的価値のよさや意義、困難さ、多様さなどを理解し、その自覚を深めることが重要であると述

べられている。その際、児童が、自分自身の体験やそれに伴う感じ方や考え方などを確かに想

起できるようにし、道徳的価値の理解を自分と関連付けて深めるなど、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。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

 平成29年改訂の学習指導要領において、道徳科の授業は、答えが一つではない道徳的な課題

を一人ひとりの児童が自分自身の問題と捉え、誠実に向き合い、自己の生き方についての考え

を深めていく「考え、議論する道徳」へと転換していくことが求められている。 

原籍校では、児童が、対話を通して、道徳的価値の自覚を深めていけるよう授業の展開方法

を工夫してきた。その結果、児童が進んで考えを出し合い、活発な話合い活動が行われるよう

になった。一方で、次のような課題が残った。 

・教材中の登場人物の行動や心情変化のみに意識が向いた発言に終始している。 

・分かりきったことや望ましいと思われるような表面的な発言にとどまっている。 

・自分の感じ方や考え方を再認識し、自分のよさを見付けたり、課題や目標を見出したりする 

 姿勢が見られない。 

 このため、児童の発言や終末時の記述でも、道徳的価値を観念的に理解しているだけのもの

が多く、授業を通して道徳的価値の自覚が深まっているとはいえなかった。この要因として、

教材に組み込まれている道徳的価値が自分と関わりのあるもの、つまり、自分事として捉えら

れないまま話合い活動が行われていたのではないかと考えた。それならば、道徳的価値を追究

していく前に、児童が教材中の道徳的価値を含む事象を自分事として捉えられるような手立て

が必要である。その上で、道徳的価値を実現する際に生じる葛藤にはどのようなものがあるの

か、また、それを乗り越えて道徳的価値を実現することにどのようなよさや意義を見出すこと

ができるのかについて、自分の経験と結び付けながら切実感をもって考え、話し合うことがで

きるよう手立てを講じる必要があるのではないかと考えた。 

 「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 特別の教科 道徳編」（以下「解説」とい

う。）では、道徳的価値の意義を理解することの手掛かりとして、道徳的価値をなかなか実現

することができない人間の「弱さ」を挙げている。また、笠井（2012）は、人間の「弱さ」に

焦点を当てた学習過程は、児童が教材に入り込みやすいため、「弱さ」を含めた人間理解を自
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分事として深めながら、これからの生き方を考えようとする姿を育むことができる利点がある

と述べている。このことから、道徳的価値を実現しようとする際に現れる人間の「弱さ」に焦

点を当てた発問を設定し、それを糸口に教材と児童をつなぐことで、道徳的価値を自分の経験

と結び付けながら切実感をもって考えることができるのではないかと考えた。また、教材中の

登場人物が悩み、迷う心情の中には「弱さ」が存在する。そこで、本研究においては、登場人

物の葛藤が含まれている心情ジレンマ教材を用いることがより効果的であると考えた。 

 赤堀（2017）は、多様な感じ方や考え方を比較したり、検討したりすることで、道徳的価値

についての自分の感じ方や考え方のよさや課題を把握することができ、人間としての生き方に

ついての考えを深めることにつながると述べている。また、柴原（2018）は、児童に、道徳的

価値に対する多面的・多角的な思考を促していくためには、考える必然性のある発問と児童の

発言を生かした効果的な問い返しといった重層的な発問を創造的に構想し、柔軟に投げかけて

いくことが必要だと述べている。このことから、道徳的価値について学習集団で追究する過程

において、互いの感じ方や考え方を出し合い、吟味できるよう発問構成を工夫していくこと

で、児童は、自分の感じ方や考え方を再認識し、自分のよさを見付けたり、課題や目標を見出

したりすることができるのではないかと考えた。 

(3) 研究の仮説 

心情ジレンマタイプの道徳科授業において、様々な立場や視点で考えたり捉え直したりでき

るいくつかの種類の発問を児童の思考の流れに着目して構成することで、児童は人間の「弱さ」

と向き合い、道徳的価値の自覚を深めることができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) 本研究における「道徳的価値の自覚の深まり」について 

 「解説」では、道徳的価値の自覚の深まり（以下「自覚の深まり」という。）について、道

徳的価値の理解を基に自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての

考えを深めていくこととしている。本研究ではこれに則り、教材の登場人物に自分を置き換

え、道徳的価値を実現することの難しさを考えたり、自分と違う感じ方や考え方に気付いたり

しながら、道徳的価値についての自分の考えを見つめ直し、発展させていることと捉える。 

(2) 本研究における「人間の『弱さ』」について 

本研究において児童に向き合わせたい「人間の『弱さ』」を以下のようなことと捉える。 

・道徳的価値のよさは理解しているが、道徳的行為を実行することに困難さを感じること。 

・多様な感じ方、考え方を知ることにより、道徳的価値のよさに対する迷いが生じること。 

・対立する道徳的価値の間で、自分が考える道徳的行為を実行すべきかどうか判断することに 

 悩みを感じること。 

(3) 本研究における「共感的に向き合う」について 

 赤堀（2017）は、道徳科授業における共感とは、「sympathy」ではなく、「empathy」であ

ると述べている。「sympathy」は、同じような考えをもっている相手に対して全くそのとおり

だと感じる感情のことであるのに対し、「empathy」は、自分と同じ意見や考えをもっていな

い相手に対しても、その人の立場だったら自分はどう考えるだろうと知的に想像していく能力

のことであるとしている。本研究における「共感的に向き合う」とは、「empathy」に近い概

念であり、児童が登場人物の感情や態度を追体験し、自分事として考えることと捉える。 
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(4) 本研究における「弱さ」に共感的に向き合う発問構成 

 児童が、人間の「弱さ」と向き合い、多様な感じ方や考え方を交流しながら、道徳的価値の

自覚を深めていくためには、教師が、役割の異なるいくつかの種類の発問を、重層的に繰り出

すことが必要である。そこで、図１のように、「教材と向き合う発問」「自覚を促す発問」

「価値を把握する発問」の３種類の発問を基本としつつ、「考えを一層深める発問」により先

の発問の効果を補完していくこととした。 

ア 教材と向き合う発問の役割 

 「教材と向き合う発問」は、児童を登場人物に投影させ、その立場だったら自分はどう感

じるだろうと考えさせ、教材に入り込めるように促すことで、ねらいとする道徳的価値が児

童にとって関わりのあるものとして捉えられるようにする発問である。児童の関心が教材中

のどの登場人物のどのような状況に向いているのかを事前に予測した上で、その登場人物の

状況について、「～したときの〇〇（登場人物）は、どんな気持ち？」と共感的に理解でき

るよう問うていく。登場人物の状況が児童の生活経験に近すぎて、本音を語りづらい場合に

は、「～してしまうのは何が問題か？」とねらいとする道徳的価値に根ざした客観的な問題

点から問い、児童に問題意識をもたせ、そこから徐々に登場人物の心情に寄り添っていくこ

とで、児童は登場人物に共感的に思考していきやすくなると考える。 

イ 自覚を促す発問の役割 

    「自覚を促す発問」は、「教材と向き合う発問」により、児童が登場人物の心情に共感的

に思考し始めたタイミングで投げかけ、登場人物が道徳的行為を実行できずに悩んだり、

迷ったりしている「弱さ」に焦点をあて、自分の「弱さ」を自覚できるようにする発問であ

る。「○○はなぜ～したのか、それはどんな気持ちからか？」と登場人物の行為を分析的に

図１ 「弱さ」に共感的に向き合う発問構成 
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問うたり、「～することは、本当に□□といえるか？」と批判的に問うたりすることで、児

童が登場人物の行動や心情を掘り下げていくことができるようにする。その過程で、児童が

登場人物の「弱さ」について自分の経験と結び付けながら吟味する際、教師が児童の感情や

思考の「言える化」「見える化」を支援することで、道徳的行為を実行することや道徳的価

値のよさについての迷いや悩みを感じるといった自分の「弱さ」を自覚するようになり、そ

れに向き合いながら、道徳的価値の様々な側面にも気付くことができると考える。 

  ウ 価値を把握する発問の役割 

 「価値を把握する発問」は、「自覚を促す発問」により、児童が、自分の「弱さ」に向き

合うことができたタイミングで投げかけ、道徳的行為を実行することに躊躇する登場人物の

「弱さ」を理解するとともに、その段階を乗り越え、道徳的行為を実行しようとする登場人

物の心情を追体験しながら、道徳的価値のよさをメタ認知できるようにする発問である。

「□□でいるために大切なことは何だろう？」と、道徳的価値そのものについて問うこと

で、児童は教材での学びを生かしつつも教材から離れ、自分の経験と照らし合わせながら、

道徳的価値のよさを考えていくようになると考える。 

エ 考えを一層深める発問の役割 

 「考えを一層深める発問」は、上記３種類の発問の効果を補完するための発問である。展

開前半に、児童が登場人物に共感できていない場合には、児童の発言を取り上げ、「なぜ

『◇◇』と思ったの？」「『◇◇』ってどんな思い？」「本当にそれだけでよいのか？」

と、発言の根拠を掘り下げたり、揺さぶりをかけたりしていく。展開後半に、道徳的価値の

よさを追究していく際には、「〇〇さんと〇〇さんの考えは、どう違うの？」「〇〇さんの

立場ならどうだろう？」と比較したり、立場を変えたりして考えてみるよう問い返すこと

で、様々な角度から道徳的価値を吟味し、理解していけるようにする。このように、基本の

３種類の発問に対する児童の発言を踏まえて問い返していくことで、道徳的価値の自覚の深

まりを確実なものとすることができると考える。 

オ 発問の投げかけ方 

 各発問は、児童が、登場人物に共感的に思考しようとしているか、自分の経験と結び付け

ながら考え始めているか、道徳的価値の様々な側面に思考が向き始めているかについて、発

言内容や教室内の雰囲気から判断しながら投げかけていくようにする。その際、児童の発言

を生かし、道徳的価値を追究する集団思考を途切らせないよう留意する。具体的には、「〇

〇さんの気持ち分かる？」「『◇◇』ってどういうこと？」と、学習集団全体で感じ方や考

え方の共有と相互作用を図りながら投げかけていくようにする。 

(5) 検証方法 

 ア 児童の発言や記述の分析の観点 

 道徳的価値の自覚を深める発問構成の効果検

証のために、取り扱う道徳的価値は共通とした

上で、異なる学年・学級において、異なる教材

により授業を行い、授業中の児童の発言記録や

終末時の記述を分析することとした。「解説」

では、道徳科の目標に明記された学習活動に着

目して評価する際、多面的・多角的な見方へと

①道徳的価値を実現することの難しさを自分の
こととして捉え、考えようとしている。 

②自分自身を振り返り、自らの行動や考えを見
直している。 

③自分と違う立場や感じ方・考え方を理解しよ
うとしている。 

④道徳的価値に関わる問題に対する判断の根拠
やそのときの心情を様々な視点から捉え、考
えようとしている。 

図２ 「自覚の深まり」４観点 
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発展していることと道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めていることを重視す

ると示し、図２の４観点を例示している。そこで、本研究では、発言や記述の中にこれらの

内容が読み取れるものを「自覚の深まり」が見られると捉えることとした。 

   イ 授業実践の概要 

 効果検証のために行った２回の授業

実践は、心情ジレンマの生じやすい内

容項目「Ｂ 主として人との関わりに

関すること」の「友情、信頼」を扱う

教材を選んだ（表１）。一つ目の授業

実践は、第４学年１～３組の児童78人

を対象に、『大きな絵はがき』という

教材を用いて、「友達を大切に思うと

は」をテーマとした授業を行った。二

つ目の授業実践は、第６学年１～３組

の86人を対象に、『ばかじゃん』という教材を用いて、「友達とよりよい関係であり続ける

ために大切なことは」をテーマとした授業を行った。 

  (6) 第４学年授業実践 

 ア  発問構成の意図 

 本教材では、主人公と転校していっ

た友達は、幼少期から仲良くしていた

特別な友達関係にあったものであると

理解させておくことで、主人公にとっ

て、絶対に失いたくない友達だからこ

そ、郵便の料金不足という友達の間違

いを伝えることに迷う主人公の心情に

共感しやすくなると考えた。そこで、

まず、「教材と向き合う発問」では、

児童が、転校していった大切な友達か

ら絵はがきが届いたときの主人公の嬉

しい気持ちに共感できるようにした。

次に、「自覚を促す発問」では、友達

から絵はがきをもらって嬉しいにもか

かわらず、返事を書くことを躊躇して

いる主人公の複雑な心情を追究することを通して、主人公の「弱さ」に気付き、自分の「弱

さ」にも向き合うことができるようにした。そして、「価値を把握する発問」では、迷いな

がらも伝えることにした主人公の心情について考えさせることで、自分の「弱さ」とも照ら

し合わせながら、友達を大切にしようとする主人公の心情を様々な角度から考えていくこと

ができるようにした。さらに、「友達を大切に思うとは」というテーマについて問う、二つ

目の「価値を把握する発問」では、「弱さ」を含めて理解した道徳的価値をメタ認知し、教

材から離れて友情について考えていけるようにした（表２）。 

 第４学年授業実践 第６学年授業実践 
主題名 

 
内容項目 
教材名 

友達への注意 
 

（Ｂ 友情、信頼） 
「大きな絵はがき」 

友達と信頼し合い、 
友情を深める 

（Ｂ 友情、信頼） 
「ばかじゃん」 

教材の 
内容 

主人公は、友達からも
らった絵はがきの料金
不足を友達に伝えるか
伝えないかで迷うが、
最後には伝えることに
決めた。 

友達から「ばかじゃ
ん」と言われたことで
友達関係に不安を感じ
る主人公が、最後には
勇気を出して友達に自
分の本心を伝えた。 

テーマ 友達を大切に思うとは 友達とよりよい関係で 
あり続けるために大切
なことは 

人間の 
「弱さ」 

友達だから生じる不安
と間違いを伝えること
の難しさ 

友達だから生じるすれ
違いと本心を伝えるこ
との難しさ 

 学習活動・教師の発問（Ｔ） 

導 
入 
 
 
 
展 
開 
前 
段 
 
 
 
 
中 
段 
 
 
 
 
 
後 
段 
 
終 
末 

１友達を大切にする、友達を大切に思うとはどうする
ことか話し合う。 

 
 
 
２正子に本当のことを伝えるか伝えないかで迷う広子

の気持ちについて話し合う。 
Ｔ教材と向き合う発問 正子から絵はがきが届いたと

き、広子はどんな気持ちだったのだろう？ 
Ｔ自覚を促す発問 どうしてすぐに返事を書かなかっ

たのだろう？迷ったときの広子は、料金不足につい
て書くか書かないか、どちらの気持ちが大きかった
のだろう？ 

Ｔ価値を把握する発問 迷いながらも、正子に料金不
足のことを伝えたのは、なぜだろう？それは、どん
な気持ちからだろう？ 

Ｔ考えを一層深める発問 正子はどうしてほしかった
のだろうか？ 

Ｔ考えを一層深める発問 迷っていたときの広子は、
正子を大切に思っていなかったのだろうか？ 

Ｔ価値を把握する発問 友達に対してどんな気持ちを
もっていたら、広子のように、言いにくいことも伝
えられるようになるのだろう？ 

３友達とよりよい関係でいるために大切なことを自分
との関わりでワークシートに書く。 

表１ 授業実践の概要 

表２ 「大きな絵はがき」指導計画 

テーマ 友達を大切に思うって 

        どういうことなのかな？ 
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イ  結果と考察 

 (ｱ) 授業記録を基にした考察 

 図３は、授業の展開中段～後段にお

いて、４年１組の児童が道徳的価値の

自覚を深めていく前後の授業記録であ

る。１組は、料金不足を伝えるかどう

かで迷う主人公の心情について、教師

が「自覚を促す発問」（図３①）をし

た場面では、複数の児童が、返信に料

金不足であったことを書くことで「文

句を言われてケンカになりそう」「友

達じゃなくなるかも」「藁科高原には

一緒に行ってくれないかもしれない」

と発言した。また、ある児童は、伝え

なかったら「正子さんが（他の友達か

らも）責められるかもしれない」と発

言し、それに続いて別の児童も、

「（正子さんが他の友達から責められ

ないように）自分が書いた（教えた）

方がいい」という発言をした。これ

は、伝えることで友達関係が壊れるか

もしれないという不安を抱えながら

も、黙っておくと正子さんが他の友達から責められてしまうかもしれないという心苦しさ

から葛藤する主人公に自分を投影し、主人公の迷いに共感的に思考していると捉えること

ができる。また、それは同時に、自分が嫌われたくないという思いから、伝えることを躊

躇してしまうという多くの１組児童の「弱さ」を主人公の視点を通して語っていると捉え

ることができる。このように、１組児童は、「自覚を促す発問」（図３①）により、迷う

主人公に共感し、その心情を様々な角度から考えていく中で、自分の「弱さ」にも向き合

うことができたと考えられる。 

 そして、主人公が悩んだ末、伝えることにした理由について、教師が「価値を把握する

発問」（図３②）をした場面では、ある児童が、「仲良しの友達だから料金不足を伝えた

自分の気持ちを分かってくれる」と発言し、それに続き、別の児童が「正子さんなら『あ

りがとう』と言ってくれる」、他の児童も「一番の友達の正子さんを信じた」と発言し

た。これは、伝えることで友達から嫌われてしまうかもしれないという不安を感じながら

も、これまで築いてきた友達との関係を信じたいという願いや友達を信じ抜こうとする意

志が入り混じった発言と捉えられる。さらに、「友達を大切に思うとは」という授業の

テーマについて、教師が二つ目の「価値を把握する発問」（図３③）をした場面では、あ

る児童が、「友達に優しくしてあげようっていう気持ち」と発言した。この発言を受け、

別の児童が、「友達に対して優しくしたいっていう強い思い」と付け加え、さらに数人の

児童が、「（注意をすることで）友達が嫌な思いをするかもしれないと思っても、その気

Ｔ 自覚を促す発問 迷ったときの広子は書いた方がい
いと書かない方がいいとどちらの気持ちが大きかっ
たと思う？                                …① 

Ｔ 書かない方がいいという気持ちから聞いてみるね。 
Ｃ 教えてあげたら文句を言われてケンカになりそう。 
Ｃ 手紙が来なくなって友達じゃなくなるかも。 
Ｃ 藁科高原には他の友達と行ってしまって、自分と一

緒に行ってくれないかも。 
Ｔ 書いた方がいいっていう気持ちもあったよね。 

そっちの気持ちは？ 
Ｃ 他の友達にも不足料金を払わせたら、正子さんが責

められるかもしれないからそれはちょっとやだな。 
Ｃ 他の友達に責められる前に、自分が書いた方がいい

と思った。 
Ｔ 広子さんの迷う気持ち分かる？ 
Ｃ 分かる。 
Ｔ 価値を把握する発問 じゃあなんで広子さんはこん

なに迷ったのに最後書くことに決めたのかな？それ
はどんな気持ちからかな？            …② 

Ｃ 正子さんは仲が良かったから、料金不足のことを 
   言ってもそれが親切な気持ちだと分かってくれると

思ったから。 
Ｃ 正子さんは、広子さんの気持ちが分かって、ありが

とうって言ってくれると思うから。 
Ｃ 正子さんは一番の友達だから、正子さんは教えてほ

しいと思っているという気持ちを信じて書いたんだ
と思う。 

Ｔ 価値を把握する発問友達に対してどんな思いをもっ
ていたら言いにくいことも伝えられるようになるん
だろう？                                  …③ 

Ｃ 友達に優しくしてあげようっていう気持ち。 
Ｃ 友達に対して優しくしたいっていう強い思い。 
Ｃ 友達が嫌な思いをするかもしれないって思っても、

その気持ちに勝てるように信じる思いを大きくして
おく。  

図３ ４年１組「大きな絵はがき」の授業記録 
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持ちに勝てるように信じる思いを大きくしておく」と自分の考えを付け加えていった。こ

れは、友達のことを大切に思い切れない自分や友達のことを信じ切れない自分がいること

に気付いた上での発言と考えられる。このとき、多くの児童は頷きながら集中して話を聴

いていた。このことから、これらの発言は、友達を大切にし、よりよい関係を継続してい

くために必要な思考態度について、この時点での多くの１組児童の結論を語ったものと考

えられる。このように、１組児童の多くは、「自覚を促す発問」（図３①）により、自分

の「弱さ」と向き合うことができていたからこそ、「価値を把握する発問」（図３②③）

により、自分事として道徳的価値を追究することができたと考えられる。 

 (ｲ) 終末時の記述と自己評価アンケートを基にした考察 

終末時の記述内容を分析したとこ

ろ、４年生全体（78人）の82％の記

述に「自覚の深まり」が見られた

（表３）。また、授業後に実施した

児童の自己評価アンケート（「とて

もできた」「できた」「あまりでき

なかった」「できなかった」の４件

法で行い、「とてもできた」－「で

きなかった」に４から１の得点を与

えた。）を基に、記述に「自覚の深

まり」の見られた児童とそれ以外の

児童の評価得点を比較した。教師の

発問や友達の意見の有用性に関する

項目においては、記述に「自覚の深

まり」の見られた児童の評価得点

は、それ以外の児童よりも、0.18～

0.30ポイント高かった（図４）。こ

のことから、教師の発問や友達の意

見を手掛かりにした児童は、道徳的

価値の自覚が深まる傾向が見られ

た。 

  (ｳ) 学習集団内の発言の相互作用に関  

   する考察 

授業後に、児童が道徳的価値のよ

さについて考える際に影響を受けた

発言についてアンケートを実施し、

発言の相互作用について分析した。

図５は、４年３組児童が、道徳的価

値について考える際に影響を受けた

発言の関係をまとめたものである。

教師の発問に対しＣ１が発した、友

観点① 道徳的価値を実現することの難しさに関する記述 

友達が、自分を信じて自分の間違いを言ってくれているか
気になりました。そして自分は、嫌われるかもしれないか
ら言えてなかったこともあるから、自分が友達の間違いを
言えるかどうかもこの時間に気になりました。 

観点② 自分自身を振り返り、考えを見直している記述 

私は友達とけんかをしてしまったとき、嫌なことを言われ
てしまったときにあまり嫌だったということが言えなかっ
たことが多かったので、次は広子さんみたいに正直に「嫌
だったよ」と言ってあげようと思いました。 

 表３ ４年「自覚の深まり」のある記述例 

図５ ４年３組影響を受けた発言の関係図 

図４ 授業後の児童の自己評価 

＝発言による 
影響 

＝深まりの見られ 
  なかった児童 

＝深まりの 
  見られた児童 

教師の問い 

 

友達の将来 
を考える 

ずっと一緒 
にいたい 

信じる方に 
賭ける 
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達のために、友達を信じる方に賭けたいという主旨の言葉は、９人もの児童が影響を受け

ている。そこから、Ｃ２の「一番の友達でいたい」という発言やＣ３の「他の友達も困ら

ないように」という発言が生じた。続いて、Ｃ３の発言は、Ｃ４の「ずっと一緒にいた

い」という発言、Ｃ５の「友達の将来を考える」という発言へとつながっている。さら

に、Ｃ５の発言から、Ｃ６の「後から言うと友達が悲しむ」という発言が生じ、それは、

Ｃ７の「これからも友達でいたい」という発言につながり、最終的に、Ｃ７の発言は４人

の児童が道徳的価値について考え、自覚を深める際に影響を与えている。このように、教

師の発問に心を揺さぶられたＣ１の発言から、「自覚の深まり」に影響を与える発言が連

鎖し、最終的には20人もの児童の「自覚の深まり」につながったことが分かった。 

  (ｴ) 抽出児童の思考の流れについての考察 

 ４年３組児童の「自覚の深まり」に最

も影響を与えた発言をしたＣ１児童を中

心とした学習集団の思考の流れを基に考

察したことについて述べる。 

 図６は、授業の展開中段～後段におい

て、「自覚の深まり」が見られた児童に

最も大きな影響を与えたＣ１の発言が生

じる前後の４年３組の授業記録である。

Ｃ１は、料金不足を伝えるかどうかで迷

う主人公の心情について、教師が「自覚

を促す発問」(図６①）をした場面で、

「（料金不足を伝えたら）友達は怒るか

もしれない」（図６②）が、「（伝えな

いとしても）やっぱり友達は怒るかもし

れない」（図６③）と発言した。これ

は、友達関係が壊れることに不安を抱え

る主人公に自分を投影し、自分が嫌われ

たくないというＣ１自身の「弱さ」につ

いて、主人公の視点を通して語っている

と考えられる。つまり、Ｃ１は「自覚を

促す発問」(図６①）により、自分の

「弱さ」に向き合うことができていたと

考えられる。それに対し、別の児童が、「（そしたら）言っても言わなくても正子さん

は、怒る（ことになる）」と発言すると、周囲の児童から「確かにそうだ」というつぶや

きが漏れたことから、学習集団全体にもＣ１の考えが浸透していったと考えられる。 

 そして、主人公が悩んだ末、伝えることにした理由について、教師が「価値を把握す

る発問」(図６④）をした場面では、「嫌われるかもしれない」といった自分の「弱さ」

を語りつつも、「友達との関係を信じ、友達のために伝える方に賭けるしかない」と発言

している（図６⑤）。これは、伝えることで友達から嫌われたくないという自分の「弱

さ」を乗り越え、友達を信じたいという願いや友達を思いやることの大切さへの気付きが

Ｔ 自覚を促す発問 迷ったときの広子は書いた方
がいいと書かない方がいいとどちらの気持ちが
大きかったと思う？                    …① 

Ｔ 書かない方がいいって気持ちから聞いてみるね。 
Ｃ１ひょっとしたらそういう理由で友達じゃなくな

るかもしれないし、悲しいから逆切れしてくる
かもしれん。                          …② 

Ｔ 書いた方がいいっていう気持ちはどうかな？ 
Ｃ 他の友達にも不足料金払わせたら、正子さん、   

みんなから言われるから、先に言っといた方が 
  いいかなって思った。 
Ｃ１正子さんが一気にみんなに手紙を出して、みん

なが料金不足のこと言ってきたら、さっき言っ
たように逆切れしてくる。              …③ 

Ｃ 言っても言わんでも正子さん怒る。 
Ｔ 価値を把握する発問 じゃあなんで広子さんは 

こんなに迷ったのに最後書くことに決めたのか
な？それはどんな気持ちからかな？      …④ 

Ｃ１言っておいた方がいいも言わない方がいいも、
どっちにしても怒るかもって思ってしまってい
るから、もう一発逆転で教えてあげたら、自分
が友達とバイバイしても、正子さんは、他の友
達と絶交することもないし幸せになる。  …⑤ 
言ってあげなくて、正子さんが他の友達にも料 
金不足をして、気付いたら友達が減っていたら  
嫌な気持ちになる。 

Ｃ 言わないと、料金不足のことをずっと思ってし 
まって、楽しめなかったり話が聞けなくなった 
りする。 

Ｔ 価値を把握する発問 友達に対してどんな思い 
をもっていたら言いにくいことも伝えられるよ 
うになるんだろう？                    …⑥ 

Ｃ１友達を特別扱いする。友達優先にする。  …⑦ 
Ｃ 一番の友達じゃなかったら料金不足のことを普 

通に言えるけど、一番の友達だから傷つくのか 
なって思ってしまう。でも一番の友達でいたい 
と思うことが大切。 

図６ ４年３組「大きな絵はがき」の授業記録 



- 9 - 

現れた発言と考えられる。そこから、別の児童が、「（料金不足を）言ってあげなくて、

正子さんが他の友達にも（絵はがきの）料金不足を（出）して、気付いたら友達が減って

いたら（自分が）嫌な気持ちになる」と、友達を思いやることに関わる発言をし、それに

続き、他の児童は、「言わない（でいる）と（次に正子さんに会っても）料金不足のこと

をずっと思ってしまって、（一緒にいても）楽しめなかったり話が聞けなくなったりす

る」と発言し、友達との関係が気まずくなる懸念についての発言も生じた。 

 さらにＣ１は、「友達を大切に思うとは」という授業のテーマについて教師が二つ目

の「価値を把握する発問」(図６⑥）をした場面では、「自分よりも友達のことを優先す

る」と発言している（図６⑦）。これは、「自覚を促す発問」(図６①）で気付いた、友

達のためを思うよりも、自分が嫌われたくないという思いを優先させてしまっていた自分

の「弱さ」と照らし合わせながら、Ｃ１が、今後、自分が友達とよりよい関係を築いてい

く上で必要な思考態度について、この時点での結論を語ったものと考えられる。それに続

き、別の児童が、「一番の友達だから傷つくのかなって思ってしまうけど、（それでも）

一番の友達でいたいと思うことが大切」と発言した。これは、Ｃ１の発言内容を補ったも

のと考えられ、この発言に対し、多くの児童から「ああー」と納得したような声が上がっ

た。このことから、Ｃ１のテーマに対する思考態度は、学習集団にとっても、友達を大切

に思うために必要な思考態度として結論付けられたと考えられる。このように、Ｃ１が、

「弱さ」に共感的に向き合うことを重視する発問と友達の発言に影響を受けながら、道徳

的価値についての自覚を深めたのと同じように、他の児童も、Ｃ１の発言に影響を受けな

がら自覚を深めていったと考えられる。これらのことから、児童の「自覚の深まり」は、

教師の発問によってのみ導かれるのではなく、教師の発問に心を揺さぶられた友達の発言

も手掛かりとして促されるものと考えられる。 

 ウ 所感 

 道徳科の授業における教師の発問は、一人ひとりの児童に内省を促すものであると同時

に、その発問により児童の多様な感じ方や考え方が引き出され、それが、相互に影響を及ぼ

しながら、道徳的価値の自覚を深める糸口になるものであるといえる。道徳的価値について

考えていく際には、多様な感じ方や考え方が生じる。それは、自己中心的な思考、他律的な

思考、自律的な思考に基づいたものであることが多い。児童は、そのような思考に基づいた

友達の多様な発言を聞く中で、自己の感じ方や考え方を見つめ直したり、新たな感じ方や考

え方に気付いたりしながら自覚を深めていくと考えられる。そのため、教師は、児童の発言

が、どの思考に基づいてなされている発言であるのかを把握しながら、ねらいとする道徳的

価値に関わりのある児童同士の発言を結び付けたり、学習集団全体で確認させたりする必要

がある。その中で、児童は、どのような思考に心を揺さぶられるのか、また、最終的に学習

集団としての思考態度をどこに導き出していこうとするのかを見取っていく必要がある。 

(7) 第６学年授業実践 

  ア 発問構成の意図 

本教材の主人公が抱えている友達関係についての悩みは、高学年児童によくある悩みであ

るため、児童が本音を語りづらいと考えられた。そこで、まず、「教材と向き合う発問」で

は、いつも友達関係が壊れてしまう主人公の問題点から問い、「友達とよりよい関係であり

続けるために大切なことは」というテーマについて考える時間であることを意識できるよう
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にした。特に「ばかじゃん」と言われた 

ときの主人公の心情に寄り添うことが

できるよう、「教材と向き合う発問」

と「考えを一層深める発問」の二段構

えにした。次に、「自覚を促す発問」

では、主人公の友達から「ばかじゃ

ん」と言われて不安を抱える思いと不

安を友達に直接伝えられない思いとの

ずれについて問うことで、主人公の

「弱さ」に着目できるようにした。そ

の際、主人公の心情を分析的に問うこ

とを通して、児童自身の「弱さ」にも

向き合うことができるようにした。そ

して、「価値を把握する発問」では、

不安な気持ちを抱えながらも自分の正直な気持ちを伝えることにした主人公の心情や本音を

伝え合えた二人の今後の関係を考えていくことで、友達と信頼し合い、本心を語り合える関

係を築いていくために必要なことについて考えていけるようにした（表４）。  

イ 結果と考察 

 ６年１組と２組では、４種類の発問が計画どおりに効力を発揮し、児童は、自分の「弱

さ」に向き合い、道徳的価値の自覚を深めることができた。しかし、６年３組では、事前に

計画した「教材と向き合う発問」「考えを一層深める発問」「自覚を促す発問」だけでは、

多くの児童が自分の「弱さ」に向き合うことができなかったため、「自覚を促す発問」を投

げかける前に、「考えを一層深める発問」を追加し、共感的に思考できるようにした。  

  (ｱ) 授業の前段～中段の授業記録を基にした考察 

 図７は、６年３組の授業の展開前

段～中段の授業記録である。１・２

組と同様に、友達関係がいつもうま

くいかなくなってしまう主人公の問

題点について教師が「教材と向き合

う発問」（図７①）をした場面で

は、「勘違い」「伝えないのがよく

ない」といった発言が相次いだ。こ

れは、多くの３組児童が、主人公に

自分を投影することができておら

ず、自分の考えと異なる主人公を、

否定的に見ていると捉えることがで

きる。「ばかじゃん」と言われた主

人公の気持ちについて教師が「考え

を一層深める発問」（図７②）をした場面でも、何人かの児童が、「嫌な気持ち」「ひど

いことされたとマイナスの妄想している」と発言しており、ここでも、「ばかじゃん」と

 学習活動・教師の発問（Ｔ） 

導 
入 
 
 
 
展 
開 
前
段 
 
 
中
段 
 
 
後
段 
 
 
 
終
末 

１友達がいて良かったこと、困ったことについて話
し合う。 

 
 
 
２恵理菜の友達関係に関する問題点を話し合う。 
Ｔ教材と向き合う発問 恵理菜の何が問題なんだろ

う。どうしていつも友達関係がうまくいかなく
なってしまうのかな？ 

Ｔ考えを一層深める発問 「ばかじゃん」と言われ
て恵理菜はどんな気持ちになったのだろう？ 

Ｔ自覚を促す発問 友達だから言えばよかったのに
なぜすぐ自分の気持ちを伝えなかったのだろう？ 

３恵理菜が最後にきのちゃんに声をかけたときの思
いを話し合う。 

Ｔ価値を把握する発問 こんな思いがありながらも
それでもきのちゃんに自分の気持ちを伝えたのは
なぜだろう。それはどんな思いからだろう？ 

Ｔ価値を把握する発問 今後、恵理菜ときのちゃん
はどんな友達関係が築けるだろうか？ 

４友達とよりよい関係であり続けるために今の自分
に大切なことは何か、ワークシートに書く。 

Ｔ 教材と向き合う発問 なんで恵理菜は、前の学校で
も今の学校でも友達関係がうまくいかないのかな？
これって恵理菜の何が問題？                …① 

Ｃ１勘違い。 
Ｃ２伝えないのがよくない。 
Ｔ 考えを一層深める発問 じゃあ恵理菜は「ばかじゃ

ん」って言われてどんな気持ちになったの？  …② 
Ｃ３嫌な気持ち。 
Ｃ マイナスの妄想してる。 
Ｃ また自分だけひどいことされてるって思ってる。 
Ｔ 考えを一層深める発問 怒ってるってこと？  …③ 
Ｃ んー、怒っているとはちょっと違うかも… 
Ｔ じゃあどんな気持ち？ 
Ｃ２私のこと嫌いなのかなってだんだん悲しくなった。 
Ｃ３回数を数えるくらい落ち込んでいった。 
Ｔ 自覚を促す発問 じゃあ言えばよかったのに、なぜ

言わなかったのかな？                      …④ 
Ｃ１相手がどう言ってくるか怒られるかもって思って、 

怖かった。 
Ｃ 「あなたのことが嫌いだから」って言われたらもっ 

とメンタルが…。 
Ｃ２もしそこで聞いたら、ノリが悪いって思われて、 

せっかく楽しい空気が暗い空気になる。 

図７ ６年３組「ばかじゃん」の授業記録 

表４ 「ばかじゃん」指導計画 

テーマ 友達とよりよい関係であり続ける 
    ために大切なことって何だろう？ 
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言われたくらいで傷つく主人公を否定的に捉えていると考えられる。このことから、３組

児童の多くは、教材に入り込めておらず、主人公の「弱さ」に共感的に向き合えていない

以上、このまま計画どおりの発問を続けたとしても、児童は、自分事として「弱さ」に向

き合うことなく、表面的な道徳的価値の理解で終わってしまうだろうと考えた。そこで、

この時点では、自分たちの正しさを主張しようとしているように感じられる教室内の雰囲

気を、「ばかじゃん」と言われたことで、自分たちの感じ方とは異なる思いを抱き、落ち

込んでいく主人公の立場に寄り添って考えていけるよう変えていく必要があると考えた。 

  (ｲ) 計画した発問構成が十分な効力を発揮しなかった場合の対応についての考察 

 計画どおりに投げかけた一つ目の「考えを一層深める発問」（図７②）の場面での

「嫌な気持ち」「また自分だけひどいことされている」という発言から、友達への腹立た

しさを感じる主人公の心情については、理解できていると捉えられた。そこで、「ばか

じゃん」と言われた主人公の心情は、腹立たしさだけではないことに気付けるよう、急遽

新たな「考えを一層深める発問」（図７③）で「じゃあ怒っているということ？」と問い

返した。すると、それが誘い水となり、ある児童が、「怒っているとはちょっと違うかも

…」とあいまいな発言をし、他の児童も「だんだん悲しくなった」「落ち込んでいった」

という発言をし始めた。これは、腹立たしさを感じるという単純な気持ちだけでなく、友

達の言葉に傷つき、不安な気持ちが高まっている主人公の心情に何人かの児童が気付き、

教室の雰囲気が変わり始めていると捉えた。 

 そこで、事前に計画した発問構成に戻り、友達に対する不安や不信感をすぐに伝えな

かった理由について、教師が「自覚を促す発問」（図７④）を投げかけた場面では、

「（きのちゃんから）怒られるかも」「（きのちゃんから）嫌いと言われたら辛い」「ノ

リが悪いと思われて、せっかく楽しい空気が暗い空気になる」などの発言があった。これ

は、自分が傷つきたくない、周囲から浮きたくないという、多くの３組児童が抱える「弱

さ」を主人公の視点を通して語っていると捉えることができる。 

 このように、６年３組の授業では、教師が、展開前段の児童の発言から、学習集団全体

に主人公の心情を共感的に思考する構えができていないと捉え、新たな「考えを一層深め

る発問」（図７③）を投げかけ、場の雰囲気を変えることを試みた結果、多くの３組児童

が自分の「弱さ」に向き合うことができたと考えられる。以上のことから、児童が自分の

「弱さ」に向き合い、道徳的価値の自覚を深めるためには、教材の登場人物に自分を投影

し、共感的に思考する構えをつくることが必要であると考えられる。 

  (ｳ) 終末時の記述と自己評価アンケートを基にした考察 

 終末時の記述内容を分析

したところ、６年生全体

（ 86人）の 81％の記述に

「自覚の深まり」が見られ

た（表５）。また、授業後

に実施した登場人物に自分

を投影することについての

自己評価アンケート（「そ

う思う」「思う」「あまり

観点③ 自分と違う立場などを理解しようとしている記述 

きのちゃんは、別に悪い意味で言ったわけじゃないのに、恵里菜の
勘違いでこうなった（すれ違った）。冗談をお互いに言い合える関
係が友達関係を続けるためには必要なんじゃないかと僕は思う。 

観点④ 道徳的価値についての自分の考えを見つめ直し、 
発展させている記述 

私も嫌だと思うことを伝えられないタイプの人間で、今までもこう
いうことがあったから、恵理菜の気持ちはよく分かるし、逆にかお
りやきのちゃんの気持ちも分かる。だから、普段自分の意見を必要
以上に言わないようにしているけど、この学習を通して、もっと自
分の思っていることや考え、嫌だったことを積極的に言った方がい
いと分かった。今度からもっと自分の意見を言っていこうと思う。 

表５ ６年「自覚の深まり」のある記述例 
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思わない」「思わない」の４件法で行い、

「そう思う」－「思わない」に４から１の得

点を与えた。）を基に、記述に「自覚の深ま

り」の見られた児童とそれ以外の児童との評

価得点を比較したところ、「自覚の深まり」

の見られた児童の評価得点は、それ以外の児

童よりも、0.49ポイント高かった（図８）。

このことから、登場人物を自分に置き換えて考えた児童は、道徳的価値の自覚が深まる傾

向が見られ、「弱さ」に共感的に向き合うことを重視する発問構成は有効であったと考え

られる。 

ウ 所感 

 道徳科で扱う心情ジレンマ教材の登場人物の「弱さ」には、自分が得をしたい、傷つく

ことを避けたいという自己中心的な考え方や、褒められたい、非難されたくないという他律

的な考え方が混在している。そこを教師の発問により丁寧に追究していくことで、児童は、

登場人物の「弱さ」と自分の経験とを結び付けながら共感的に思考し始めると考えられる。

そこで、教材に組み込まれている道徳的価値を実現しようとする際に生じる「弱さ」は、ど

のような心情に起因しているかを事前にできるだけ詳細に分析しておき、児童が「弱さ」を

表面的に捉えている場合や登場人物の「弱さ」を否定的に捉えている場合には、「考えを一

層深める発問」で「本当にそれだけでいいの？」と批判的に問い返し、登場人物の「弱さ」

が生じる要因となっている様々な心情に気付くよう促すことが必要であるといえる。 

 (8) 児童の記述の再分析により見えてきたこと 

 ア 本研究の発問構成と道徳的価値の自覚の深まりの関係についての考察 

 終末時の記述を、図２の４観点を基に、さら

に分類することで、児童の「自覚の深まり」に

はどのような様相が見られるのか調査した。２

回の授業実践が、人間の「弱さ」に共感的に向

き合うことを重視したものであることから、４

観点のうち、道徳的価値を実現することの難し

さを自分のこととして捉え、考えようとする、

観点①を踏まえた記述が多くなることは予期で

きた。そこで、第４学年と第６学年の児童の

「自覚の深まり」の見られた記述（134人分）

のうち、観点①が盛り込まれている記述（117

人分）を抽出し、どの観点と共に出現するか分

析したところ、自分自身を振り返り、自らの行

動を見直そうとしている、観点②の記述が66％と最も多かった（図９）。このことから、

「弱さ」に共感的に向き合うことを促す発問構成は、迷い、悩む登場人物の行動に触発され

た児童を、自分自身を振り返ることを通して、自己の生き方を見つめ直すという道筋で、道

徳的価値の自覚に導いていることが推察できる。 

 

図８ 授業後の児童の自己評価 

図９ 観点①と同時に出現した観点の割合 

①道徳的価値を実現することの難しさを自分の
こととして捉え、考えようとしている。 

②自分自身を振り返り、自らの行動や考えを見
直している。 

③自分と違う立場や感じ方・考え方を理解しよ
うとしている。 

④道徳的価値に関わる問題に対する判断の根拠
やそのときの心情を様々な視点から捉え、考
えようとしている。 

図２（再掲） 「自覚の深まり」４観点 

3.1 3.3 3.5 3.7

登場人物に自分をおきかえて考えた 

あり（70 人） 3.74 

(点） 

なし（16 人） 3.25 

0 20 40 60 80 100

観点② 観点④ 観点③

66％ 29％ 

5％ 

％ 
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 イ 道徳的価値の自覚の深まりの段階についての考察 

 さらに、「自覚の深まり」の見られた記述を観点①との関連の程度を踏まえ、表６のよう

に３段階に分類した。なお、表６における丸数字は、図２の丸数字（観点）と同じものであ

る。「これからの自己の生き方についての展望」の段階は、観点①と観点②若しくは観点③

が踏まえられた上で、観点④に関わる内容が含まれているもので、これらが満たされている 

記述は、児童が学習を通して理解した道徳

的価値をこれからの自己の生き方に生かし

ていこうとしていると捉えることができ

る。「これまでの自己の生き方への内省」

の段階は、観点①が踏まえられた上で、観

点②若しくは観点③に関わる内容が含まれ

ている記述、観点①と観点④の内容が含ま

れている記述、観点①のみの記述で、これ

らが満たされている記述は、児童が道徳的

価値の実現や判断の難しさを自分事として

理解できており、これまでの自己の生き方

について見つめ直そうとしていると捉える

ことができる。また、「道徳的価値を実現

することのよさや難しさについての認知」

の段階は、観点②③④に関わる内容が複数

含まれているが、観点①に関わる内容が含

まれていない記述で、学習を通して道徳的

価値のいくつかの面を認知できたものの、

道徳的問題に関わった経験が少ないため

に、実感を伴った理解までには至らなかっ

たものと捉えることができる。 

 このような基準で、第４学年と第６学年児童の「自覚の深まり」の見られた記述を分類し

直したところ、「これまでの自己の生き方への内省」の段階の記述が50～52％と最も多かっ

た。一方で、「これからの自己の生き方についての展望」の段階まで深まっている記述は31

～36％とやや少なかった。道徳的価値の自覚は、必ずしも段階的に進むのではなく、緩やか

に連続しつつも、相補的に行きつ戻りつしながら深まっていくものであろうと考えている

が、本研究の発問構成は、児童が理解した道徳的価値をこれからの自分の生活にどのように

取り入れていくかまで考えていくことができるようにするという点においては不十分であっ

たといえる（図10）。 

 

３ 研究の成果と課題 

 (1) 研究の成果 

  基本の発問「教材と向き合う発問」「自覚を促す発問」「価値を把握する発問」とそれらの

発問を補完する役割としての「考えを一層深める発問」の４種類の発問で構成する、人間の

「弱さ」に共感的に向き合う学習過程は、児童が自分事として、道徳的価値の自覚を深めてい

表６ 「自覚の深まり」３段階の内容 

出現する観点と「自覚の深まり」の段階 

【これからの自己の生き方についての展望】 

・観点①と②若しくは③並びに④の内容を 

 含んだ記述 

【これまでの自己の生き方への内省】 

・観点①と②若しくは③の内容を含んだ記述 

・観点①と④の内容を含んだ記述 

・観点①のみの記述 

【道徳的価値を実現することのよさや難しさ 

 についての認知】 

・観点②③④を複数含むが、観点①がない 

※道徳性の評価の基盤は、個人内の成長の過程を長期的に
見取ることだが、本研究では、１単位時間の発問構成の

効果検証のため、３段階に分類している。 

図 10 ３段階に分類した「自覚の深まり」 

36％

31％

52％

50％

12％

19％

■ これからの自己の生き方についての展望の段階 

■ これまでの自己の生き方への内省の段階 

□ 道徳的価値を実現することのよさや難しさについて

の認知の段階 

 ６年 
「自覚の深まり」 
  あり（70 人） 

 ４年 
「自覚の深まり」 
  あり（64 人） 

 

記
述
に
見
ら
れ
る
「
自
覚
の
深
ま
り
」 
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く上で成果があったと考えられる。ただし、「弱さ」に共感的に向き合う発問構成により授業

を行う際には、以下の点を考慮する必要がある。 

・児童の発達段階に応じ、何を糸口に、どのような思考の流れで道徳的価値を追究すると自覚

が深まっていくのかを予測しながら、４種類の発問構成を計画すること。 

・計画した発問構成を固定化するのではなく、例えば、「価値を把握する発問」の後、もう一

度「自覚を促す発問」に立ち戻り、改めて自分の「弱さ」を見つめ直すよう促すなど、児童

の実態に合わせて再構成していくこと。 

 ・児童が何に気付き、どのような思いに共感しながら道徳的価値の自覚を深めようとしている

のか、児童の発言を傾聴すること。 

 ・児童が教材の事象を自分事として考えることができていない場合には、柔軟に、時に批判的

に問い返しながら共感的に向き合えるよう促していくこと。 

・児童は多様な感じ方や考え方に揺さぶられながら徐々に自覚を深めていくため、教室内の雰

囲気を適切に見取りつつ、児童の発言に対する問い返しを糸口に集団思考を深めること。 

(2) 今後の課題 

 「弱さ」に共感的に向き合うことを促す発問構成は、児童が、これまでの自己の生き方につ

いて省みることに成果があった一方で、これからの自己の生き方について考えていくことにつ

いては、課題が残った。それは、基本の発問のうち「価値を把握する発問」により、児童が道

徳的価値を支える根拠を理解し、そのよさを実感しながら、これからの自分の生活まで考え及

ぶよう促すことができていなかったことに原因があると考える。そこで、「価値を把握する発

問」を児童の学びをより価値付けたり、学んだ道徳的価値を生かしていくことの意義を示唆し

たりするような発問へと改善し、児童がこれからの生活にどのように取り入れていくかまで考

えられるよう促していきたい。また、道徳的価値の自覚の深まりに関する「これからの自己の

生き方についての展望」「これまでの自己の生き方への内省」「道徳的価値を実現することの

よさや難しさについての認知」の３段階を暫定的な基準とし、児童一人ひとりが道徳科の授業

により、どの段階の理解を経ながら道徳性を高めるのかを継続的に見取ることで、道徳的価値

の自覚の深まりによる児童の成長の過程を明らかにしていきたい。このように、本研究の成果

を生かして道徳科授業の改善を図りながら、学校教育全体を通した道徳教育により育まれた児

童が、日常生活の中でよりよい選択・判断をし、道徳的実践に繋げていけるよう、その成長を

見守りながら、私自身も道徳科授業のさらなる可能性を探っていきたい。 
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