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道徳教育の充実のために考えたいこと

永田 繁雄（東京学芸大学）

子どもたちの心の状況を受け止める１

(1) 子どもたちの心の危機的状況をとらえる
諸外国との比較調査を手掛かりにするならば、よく知られるように、心の問題に関して次のよう

な状況が見られる。これは、子どもの心の危機的状況を表していると受け止めなくてはならない。

……「孤独を感じる」と答えた１５歳の子どもの割合が、調査①孤独感や疎外感を強くもっている
他国は６～７％程度に留まるのに対し、日本の子どもは２９．８％と、一国だけ際だっている。
疎外感が強く、集団の中で受け入れられていないと感じる度合が極めて強い。

〔ユニセフ調査「先進国における子どもの幸せ （2007 〕」 ）

……「自分が価値ある人間と思うか」という問いに「全くそ②自分を価値ある人間だとは思わない
うだ」と回答する子どもがアメリカは５７．２％、中国は４２．２％であるのに対して、日本は
わずか７．５％に留まっている。

〔日本青少年研究所の日米中韓の四カ国の高校生を対象にした意識調査（2010 〕）

「 」③いじめなどを見て見ぬふりをする傍観者が年齢とともに増加する……日常の問題場面で 傍観者
となる傾向が小学校から中学校へと成長するともに強まっていく。比較したイギリス、オランダ
では「仲裁者」の出現率が中学校段階で上昇に転じるのに、日本では減少する一方で、逆に「傍
観者」が直線的に増え続け、中学３年では６割を超える。

〔森田洋司氏ほか「いじめの国際比較研究 （1997 〕」 ）

(2) 子どもの心の根っことしての「心の活力」 ～ いま、どんな様子なのか
今次の学習指導要領を方向付けた中教審答申では、道徳教育の第１の課題を次のように示した。
いわば、環境の大きな変化の中、子どもの根っこの力＝「心の活力」が低下し、それが学力や体

力の低下と連動して、デフレスパイラルとも言える状況を呈してきたのだととらえられる。

環境の変化 → 教育力の低下・体験の減少など背景：子どもを取り巻く 家庭や地域社会の

◇ の不十分さ、 の乏しさ生命尊重 自尊感情の心

◇ の確立が不十分基本的な生活習慣

が弱っている◇ が低下している規範意識 心の活力

◇ が弱くなっている？人間関係を形成する力

中教審答申（平成20年）における◇ を高めたい社会参画への意欲や態度
道徳教育の第１の課題

■参考： 学力 「体力 「心の力」のうち 「心の力」だけが萎えている？「 」 」 、
：実りの量（成果）は全体的な向上を見せる○ 実（見える知力）…確かな学力
：体験の基盤＝体力は長期低落から抜け出し向上○ 茎（体験する力）…健やかな体
：いじめ・暴力問題に歯止めがかからない。○ 根（内面的な力）…豊 か な 心

根っこの力 ＝ 生命力 ＝ 心の活力 ⇒ 子どもが自ら伸びようとする力（自己を開発する力）

■参考：学力だけでなく、その基盤となる人間形成全体を大切にする

人間形成 学力形成 確かな学力 ＋ 豊かな心 ＝ 豊かな学力

健やかな体

<参考> キャサリン・Ｃ・ルイス氏の「日本の初等教育に学ぶ」
我が国の全人教育、教室の社会機能の重視、ホーム（家庭）的雰囲気を高く評価



道徳教育を「生き方の選択肢を広げる」教育としてえがく２

(1) 子どもに育みたい「心の活力」＝「自己を開発する力」とは…
心の教育とその基盤としての道徳教育は 子どもの 心の活力 を目覚めさせ 子どもの中に 自、 「 」 、 「

己を開発する力」を生み出す教育であるといえる。この「心の活力」は、例えば、次のように整理
することができる。

よりよく生きる 共によりよく生きる<志>
社会参画

自己発揮・自己実現がんばる 自立心・自律性
生活習慣 生命尊重 規範意識 ※ しなやかな自尊感情

人間関係力
<心> <恥>今の自分を受け止める 共 に 生 き る

かかわる所属感・安心感 ※ 最低限の自尊感情

(2) 子どもの心の成長を広がりのある柔軟な発想でとらえる
そこで今、重要なのは、子どもの心を広がりのあるしなやかな成長としてとらえることである。

そして、子どもが自己の中に「生き方の選択肢」を多様に生み出すことができるよう促すことが大
切にされなくてはならない。道徳教育は、そこに働きかけ、見えない根を揺り動かし、心を目覚め
させるようにする教育である。そこでは、私たちの進める道徳教育においても、次のような広がり
のある発想をもつことが大切になる。

■参考：柔軟な自尊感情……自尊感情の二分極化を防ぎ、心にハンドルを持たせる

自尊感情が不安定な子ども 過度な自尊感情をもつ子ども

（自己卑下傾向・現状不安） （自己中心傾向・現状肯定）

健全な自尊感情 …自尊･自律（しなやかさ・自尊と他者尊重とのバランス）

■参考：高まりのある規範意識……ルールからマナー、マナーからモラルへ心を高めていく

ルールを守る マナーを大切にする モラルを確立する

※最低限の相手意識 ※当たり前の相手意識 ※豊かな相手意識

（法やきまり） （公徳心や礼儀） （自律・ボランティア）

■参考：深さのある生命観…いのちについて多様な角度から深く想像する力を高める

<「いのち」の性格・１つの整理の仕方・例> 力強く生きる 大きくなる もっとよくなれる

神秘性・畏敬性 発達性・発展性
畏敬の念 輝き･生きがい 成長不思議 あたたかい 一人では生きられない

連続性・連綿性 つながり 連鎖･生存競争 共存性いのち

誕生 かけがえのなさ 支え合い 共生性ずっとつながっている

みんな支え合っている病気・怪我・老衰・死生んでくれてありがとう

偶然性・唯一性 有限性・自然性

たった一つ 何にも代えられない しっかりと守りたい いつか死ぬときがくる

いのちをいとおしむ心 ～ 自分も他の人も、心から大切にする心

① 自分自身の中にあるいのち 周囲の一人一人の中にあるいのち
② 縦に連綿とつながるいのち 横で支え合い共存・共生するいのち
③ 認知的側面からとらえるいのち 情意的側面からとらえるいのち
④ 生物性・自然性の中のいのち 神秘性・畏敬性のあるいのち
⑤ 持続するいのち・有限ないのち 変化するいのち・成長発達するいのち など

生命尊重の教育の方向 ～ 自分も他も大切にする心を育てる教育



道徳教育を関連的・連携的視点から充実する３

(1) 子どもの「生き方」を様々な角度から深める指導を…
道徳教育は、当然のこととして、学校においては、教育活動全体で行われる。学校教育には、各

教科の指導場面の他に 「生き方」を育む時間が多様に設定されている。それらの特質を生かした、
授業を行うことが重要になる。

道 徳 の 時 間
※小学校は道徳的価値に基づく人間としての生き方に

「自己の生き方」ついての自覚を深める
生 き 方総合的な学習の時間 特 別 活 動

自己の生き方について考えることが 人間としての生き方についての考えを

できるようにする。 深め自己を生かす能力を養う。

◇「追求 （道徳・特別活動）と「探究 （総合）の違いを押さえる。」 」

◇「直接体験 （下段）と「間接体験(心の体験) （上段）の違いを押さえる。」 」

(2) 学校が家庭や地域社会に心を育てる教育活動を公開し、横の共通理解と連携を深める
家庭・地域と学校園が共通の視点に立ったとき、パートナー意識をもった道徳教育が充実する。

道徳教育は本来、家庭や地域から出発するものであることを意識し、先手の実践活動を充実する。

子 ど も

① 公開を連携のきっかけにする一体的な実践活動

② 地域の人にも見てもらう地域活動での連携

③ 指導計画も公開する多様な人との交流の促進

（地域全体）

…どこから変わっていくのか？教 職 員 保 護 者

…それぞれがどんなことを担うのか？共に学ぶ場…共通理解 地域住民

（ ）（学校園） 家庭 地域・
発信と教育の公開

(3) 幼稚園・保育所から始まる各学校段階相互が、縦の連携・接続の視点を多彩にもつ
、 。 、道徳教育は 広さとともに長さのある教育である 学校段階間が相互につなぐ視点をもったとき

私たちの中で子どもの心の問題と教育の課題が共有され、一貫的な道徳教育が実現する。

◇子どもの心の育ちの共通の課題への着眼
例）かかわる力が特に求められる背景は何か？

伝え合い（コミュニケーション力）が苦手になっていると言われるのはなぜか？

◇幼稚園教育要領・保育所保育指針と小・中・高等学校学習指導要領相互の積極的な理解

例）幼児期のよさ…「子ども」の発見・ 子ども」の誕生「

・環境そのものが学習材、遊びのもつ多面的な学習的意義 など
例）小中高等学校期のそれぞれのよさ… 自己意識、自己発見、自己改善の力の向上

・分化（教科等）の合理性 「子どもの願い」と「文化の継承」のバランス など、

◇視覚化された研究構想などによる課題の焦点化と手立ての共通理解
・ 連携、交流、接続の筋道や、共通して大事にする手立ての見える構想図

◇接続期のカリキュラムの工夫と、カリキュラム全体の一貫性（串と団子）
ア 接続期のカリキュラム ……・形式的、心理的な段差への配慮など

イ 幼保・小中高の各カリキュラム…・人間関係を生かした互恵性のある学び合い活動

ウ 幼保・小中高一貫カリキュラム…・学校園としての一貫した考え方による方向性

◇大人（教職員）相互の「連携」と、子どもの「交流 、接続期の「段差」への配慮」

大人の連携が、子どもの交流や、配慮されたカリキュラムを生み出す

子どもの交流が、一層の連携やカリキュラムの改善を生み出す
接続に配慮したカリキュラムが、連携を強化し、交流を充実させる

◇そのほか

＊ 子ども一人一人の長い成長を促す手立てとその発達の過程の評価について
＊ 家庭や地域の教育とのパートナーシップの含み方や位置付け方について など



子どもの豊かな「道徳的学び」を促す授業へと一層の体質改善を図る４

(1) 道徳の時間の実施実態…子ども＋教師の道徳の時間のイメージがよくない
東京学芸大学（以下、本学）の本年度前期（春学期）の「道徳の指導法」の全クラスの受講学生

（674名）に、4月当初、小中学校で受けた道徳授業についての印象を問うたところによれば、次の
ような結果が見られた。

好きだった やや 好きだった ためになった まあ ためになった

小学校 17.5％ 31.3％ 13.4％ 35.0％

中学校 7.4％ 14.4％ 7.6％ 21.6％

その背景には、私たち指導する教師の道徳の時間への意識の問題がありそうだ。
例えば、本学では平成23年度に「道徳教育に関する小・中学校の教員を対象とした調査」も実施

している。その中で、一般の小学校教員（ ）及び中学校教員（ ）の道徳の時間の実施n=1360 n=1262
状況に対する受け止めは 「十分に行われていると思う」との回答が小学校33.6％、中学校25.0％、
であるのに対し 「十分には行われていないと思う」は小学校66.2％、中学校74.8％に上った。そ、
の上で「十分には行われていないと考える理由」を問うたところ、9項目の3つまでの複数回答で尋
ねた結果の上位６つは、次のとおりであった。

＜小学校＞ ＜中学校＞
・道徳の時間の目標や意義が十分に理解されていない 12.9％ 18.5％
・忙しくて他の指導に時間をとられがちである 50.1％ 49.8％
・どのように役立っているのか分からない 17.9％ 17.0％
・魅力ある資料や教材が少ない 11.5％ 15.8％
・指導の仕方が難しい 25.4％ 40.0％
・指導が形式化するなどして魅力がない 14.1％ 18.7％

(2) 授業の一層の改善（…体質改善？）に向けて留意したいこと
そこで今 重要なのは 道徳の時間が児童生徒にとって一層学びがいのある時間へと授業改善 授、 、 （

業の体質改善）を図っていくことである。参考までに、現在、文部科学省が設置する下記の会合に
おいて、その報告のための骨子案の中には次のように示されている。

（平成25.11.11）【 道徳教育の充実に関する懇談会」報告の骨子案より】「

道徳教育の指導方法（抄）

○ 今後、教師間で切磋琢磨し合い、子供たちの実態や発達段階に即したより柔軟な道

徳教育の指導方法を生み出していくことができるよう、……積極的に支援すべき。
ア 児童生徒の発達段階をより重視した指導方法の確立・普及（抄）

○ 学年が上がって行くにつれ、道徳の時間では、多角的・批判的に考えさせたり、

議論・討論させたりする授業を重視することが重要 （以下略）。
○ より現代的で児童生徒の実生活に即したテーマの素材や、特に小学校高学年や中

学校では、現実社会で顕在化している生命倫理や情報倫理、環境問題など、複数の

）価値が相互に対立する状況を内包した素材ももっと積極的に活用すべき。 (下線後付

そのために考えたい、授業改善のいくつかの切り口（例）
これらは、まだ 「骨子案」の段階ではあるが、ここから見えてくる道徳授業の新たな姿を想像、

するならば、例えば、次の点に着眼することができそうだ。千葉県で行われる道徳の授業には多様
なスタイルで学び合う感覚が比較的広く見られると日常より感じている。それらを大切にし、多く
の人が理解し、共有できるものへと一層広げていくことが重要だと考える。

■例①：場面の「小さな発問」だけでなく、全体的な視点での「大きな発問」も生かす
、 。 、 。発問には 様々な大きさがある 大きな発問も織り込むことで テーマ性ある授業が生まれる

参考：発問の対象・大きさと発問例
主として「場面発問」 主として「テーマ発問」

場面を問う 人物を問う 資料を問う 価値を問う
（人物の気持ちや （主人公の生き方 （資料の意味や （主題となる価値

行為の理由など など） 持ち味など） や内容など））

小 発問の大きさ 大



■例②：発達的特性をとらえて、学年・学校段階で学びの形を変えていく
子どもの成長発達にあわせて、道徳の学びもその質を変えていく。
○学年段階に伴う学びの質の変化（目安の例）

<低学年的な傾向> <高学年・中学校の傾向>
○ 感性を生かした共感的な話合い ⇔ ○客観的、批判的な見方も含んだ話合い

○ 発問をていねいに刻む話合い ⇔ ○発問をより絞った自由度の高い話合い

○ 考えの違いを見付け合う話合い ⇔ ○意見が鮮明に対立する話合い
○ 教師のリード性が強い話合い ⇔ ○子どもの考えがつくる話合い など

■例③：実話資料と創作資料の生かし方を区別する
授業にはリアリティを重視したアプローチと、フィクションでのアプローチがある。
それらの指導の在り方を意識して区別して、アプローチを多彩にする。

実話資料（事実としての資料） 創作資料（創作に基づく資料）

ノンフィクション ニュース報道 フィクション 架空のストーリー
伝記 スポーツ等の実録 など 多くの童話・寓話や物語、小説 など

◆例：リアリティや迫真性を生かす ◆例：自由な意見交流のステージにする
○写真や映像、年表などを用いて現実の話 ○架空の世界としてイメージを膨らませら

であることを意識させて進める。 れるような資料提示を重視する。
○主人公の思いが表れた言葉や他の作品、 ○一人一人の自由な発想や考えの違いが生

インタビューなどを補助的に用いる。 かされる議論の場を設定する。
○主人公の考えや行為の意味を子どもたち ○「教える」よりも「考えさせる」ための

に伝える面も大切にする。 等 仕掛けとして資料の世界を生かす。 等

<例> 事実の迫力を「認識する力」 と 創作の感動性を「想像する力」

これらのことを通して、道徳授業の劣化を克服し、筋肉質の授業を生み出すことができる。
今、重要なのは、このような意識を高めるための情報提供と研修や研究の機会の充実である。

…< > 価値を教える < > 価値観を育む道徳授業のねらいと性格
…< > 資料を教える < > 資料で考えさせる道徳授業の指導の性格

多様な考えをもとに比べ合い の 多様な考えをもとに対立し筋肉質

みとめあう みがきあう違いの意味を 議論・討論し「 」平成道徳

】【草食型】 肉食型【

(3) 道徳用教材の選択的な環境を充実させる
さらに、道徳用教材の選択的環境の充実も重要な課題となる。現在、私が教える大学生は、小学

校中学年の頃から「心のノート」を手にしている。しかし、その印象には大きなバラツキがある。
ある学生が、道徳用副読本についての受け止めも含めて次のようなコメントを書いていた。

私が小学生のときは、心のノートは先生が管理していました。教科書は渡されるのに、どう

して先生が管理するのか、その頃はとても不思議でした。また、道徳の話がたくさん載ってい

る教科書に似た本も先生が管理しており、次の学年に使い回すから絶対に書き込まないように

言われていました。授業では、この２冊の本を使うこと自体少なく、小学校は２回転校しまし

たが、どの学校もそうでした。道徳教育が上手くいかないのは、このような生かし方の問題も

非常に大きいと思いました。 (S.T）

道徳用教材が安定して、しかも選択的に使える環境がなければ、道徳授業の充実はあり得ない。
その意味からも、資料のスタイルの多様さを認めつつ、地域教材などと併存させながら活用できる
環境を整備することがとりわけ大切になる。

子ども自身がもつ伸びる力を大切にした道徳教育を…★

道徳教育は、私たちのもつ道徳的文化を「教え伝える教育」であるが、それとともに（それ以上
に）子どもが自己の生き方を自ら語ることができるように「考えさせ育む教育」でなくてはならな

。 、 、い そのためにも 子ども自らが根を伸ばそうとするエネルギーを呼び覚ますことができるように
私たち大人自身が、連携的・一体的・開発的発想をもち続けることが大切だと考えている。


