
平成 ・ 年度 三島市教育委員会指定研究29 30

三島市立山田中学校 研究発表会

研究主題

「感じ 「考え 「生かしていく」道徳の授業づくり」 」

～主体的に学び、自己の成長を認められる生徒の育成～

〈日時〉 平成３０年１０月３０日（火） １３：００～

〈場所〉 三島市立山田中学校

〈日程〉

13:00 13:10 13:30 14:25 15:10 16:20 16:30～ ～ ～ ～ ～ ～

〈全体会〉２階多目的ホール

〈公開授業〉

学級 授業者 資料名（内容項目） 場所 分科会 助言者

１年１組 武田 宇弘 三島市教育委員会三 六 五 × 十 四 回 分 の 3F 3F支援室① 支援室②

( 階) ( 階) 井原 正則ありがとう（家族愛･ 3 3
指導主事家庭生活の充実 ）C14

２年２組 白砂 貴之 美しい母の顔 年 組 年 組 三島市教育委員会3 4 3 3
（家族愛･家庭生活の ( 階) ( 階) 横山 寛3 3
充実 ） 指導主事C14

３年２組 露木 満利子 やさしいうそ 年 組 年１組 三島市教育委員会3 2 3
（希望と勇気、克己 ( 階) ( 階) 中越 進3 3
と強い意志 ） 指導主事A4

〈講演会〉２階多目的ホール

演題： 評価につながる指導の要点」「

講師：元文部省教科調査官 横山 利弘氏

受付 全体会 公開授業 講演会分科会 講 評
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１ はじめに 

 本校では平成２９年、３０年度三島市教育委員会の指定を受けて、道徳教育について研究を進めて参

りました。小学校では今年度から特別の教科道徳が始まり、中学校は来年度から特別の教科道徳が実施

されていきます。教科書を使ってどのように授業を進めていけばいいのか。また、評価はどうしたらいい

のか等、それぞれに悩んでいることも多いのではないでしょうか。本日は、これまで本校が真摯に取り組

んできた研究の成果をお伝えすることで、中学校の道徳科への参考としていただけたら幸いです。 

さて、市内の中学校道徳における授業は、これまで校内暴力や荒れた学校を経験してきた中で、日常の

学校生活の指導に重点が置かれ、日々の生徒指導が道徳の授業を兼ねていたという錯覚に陥っていたと

思われます。また、一学年で一つの資料を使って一度しか行わない道徳の授業に力を注ぐことが難しく、

さらに評価もなく、通知表や高校入試の調査書に記載されないため、生徒も真剣に取り組む気持ちは、教

科と比べると低かったと思います。 

しかし、今日起こり得るいじめやその他の事件には、余りにも悲惨な事案もあり、心の教育の必要性が

喫緊の課題として持ち上がってきました。それに伴い、特別な教科として道徳が位置づけられ、道徳の教

科書を使用して授業を行い、評価もすることに、しっかりと向き合わなくてはならなくなりました。 

まず本校が取り組んだことは、「感じ」「考え」「生かしていく」道徳の授業づくりを研修主題として、

年間３５時間の道徳の授業を確実に実施することからでありました。道徳の授業を得意としている教師

はおらず、皆が同じレベルでのスタートとなりました。副教材を使い、これまでに作成されていた年間指

導計画に基づいて、毎週一時間ずつ授業を確実に実施してきました。始めた頃の授業内容は、一問一答式

だったり、ワークシートに書かせた考えを発表するだけだったりと思うような授業は簡単にはできませ

んでした。 

そこで道徳の授業づくり向上のため、横山利弘先生を講師にお招きし、ご講義いただいた「たまごっち

理論」を基に資料分析を進めることで、授業の糸口が見えてきました。さらに、授業の質的転換を模索し

ていたとき、池田和幸先生から生徒主体の対話的な模範授業を提案していただき、授業展開について目

の前の霧が少し晴れたような思いとなりました。若手もベテラン教師も同じようなレベルから始まりま

したが、学年、学校全体で取り組んでいることで、お互いが切磋琢磨し授業力の向上につながっている実

感がもてるようになりました。横山先生には２年間にわたって、本校の研修へご教授いただきましたが、

１年目よりも授業内容が良くなっていると評価していただいたことは、教員にとっても励みとなりまし

た。また、資料の範読の仕方など細かなところにもご指導をいただき、少しずつではありますが、自信を

持って授業に臨めるようになってきました。また、ローテーション授業を取り入れたことで、一つの資料

を深く追究することができ、道徳の評価についても複数の教師が生徒一人一人を多面的に捉えられるよ

うになりました。道徳に限らず授業で勝負していく教師にとっては、より良い授業を目指していくこと

は普遍的なテーマであります。今後も資料分析を怠らずに授業力の向上に教職員力を合わせて努めてい

きたいと思います。 

最後になりましたが、これまで本校の研修にご指導、ご助言等くださった横山利弘先生を始め、池田先

生、三島市教育委員会指導主事様には厚くお礼申し上げます。 

三島市立山田中学校 校長 上野 博史 
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２ 主題設定の理由

研修主題

「感じ」「考え」「生かしていく」道徳の授業づくり

～主体的に学び，自己の成長を認められる生徒の育成～

本校の学校教育目標は「未来を拓く感性をもち，共に高め，ひびき合う生徒」である。

この学校教育目標を達成するために重点としている山田中３つの心が

「自律する心」 ○自分らしさを見つめ，自ら学び，自ら判断し，行動する生徒

「感動する心」 ○様々な体験を通して，深く心を動かす生徒

「思いやる心」 ○互いの良さを認め合い，相手の身になって行動できる生徒である。

， ，本校の生徒は素直で 与えられた課題に対して真面目にしっかりと取り組むことができ

学力も高い生徒が多い。反面，これから育てていいきたいと考えていることは次の三点で

ある。①主体的に物事に取り組む力。②自信をもって自分の考えを伝える力。③困難なこ

とに直面したときに乗り越える力である。また，良いところがたくさんあるのにもかかわ

らず，自己肯定感が低いことも本校の生徒の課題としてあげられる。このような実態を改

善し，三つの心を育むために，道徳の特質を生かし，生徒が自らのよさや成長を実感でき

るような「感じ 「考え 「生かしていく」道徳の授業づくりを研修主題と設定した。」 」

また 平成２９年に告示された 特別の教科 道徳編 の中学校学習指導要領解説に 道， 「 」 『

徳科の指導においては自己を見つめ，広い視野から多面的・多角的に考え，道徳的価値や

人間としての生き方についての自覚を深めることで道徳性を養うという特質を十分考慮

し，それに応じた学習指導過程や指導方法を工夫することが大切である。生徒自らが望ま

しい人間としての生き方を追求し，道徳的価値についての見方や感じ方，考え方を深めて

いく。それとともに，生徒が自らのよさや成長を実感できるように工夫することが求めら

れる 』とある。本校の研修主題 「感じ 「考え 「生かしていく」道徳の授業はこれか。 ， 」 」

らの道徳科が目指すものであり，実践を通して研修主題を深めていきたいと考えた。

さて，本校を始めとする多くの中学校におけるこれまでの道徳の授業は，他教科に比べ

て研修されることが少なく，授業時間が確実に確保されてこなかったということもあるの

ではないか。また，効果的な授業の指導方法が共有されず，資料を読んで感想を聞くだけ

の型にはまったものになりがちだったのではないか。そこでまずは，年間３５時間の道徳

の授業を確実に実施することから始め，さらには 「考え，議論する」道徳の授業への転，

換を目指すこととした。
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３ 仮説と具体的手立て

仮説１〈電子黒板を利用した授業〉

仮説２〈 グループ活動での交流〉

仮説２
答えが一つではなく，考えたい話し

合いたいと思うような課題であり，様
々な考えに触れる形態や活動の工夫を
すれば，生徒たちは道徳的価値への理
解を深められるのではないか。

仮説１
生徒の実態を踏まえた，心

を揺さぶるような資料との出
会いがあれば，生徒たちは自
分ごととして感じ取り，主体
的に考えようとするのでない
か。

仮説３
ねらいに近づけるような働きかけや評価

を適切に行い，自らが振り返って成長を実感
できるような終末の工夫をすれば，生徒たち
はこれからの課題や目標を見いだし，生活の
中で解決し，生かしていこうとするのではな
いか。

《感じ》
・生徒の心を引きつける導入
の工夫。
（生徒アンケートの活用，写
真の提示，実物に触れる体験
等。）
・生徒が感情移入できたり，
問題意識をもてたりするよう
な資料を提示する。
・ICT機器の積極的活用。
・ねらいや価値の焦点化を図
る。

《考え》
・中心発問を吟味，工夫
する。
・生徒の多様な考えを引
き出す言葉かけの工夫
（問い返す，ゆさぶる，
広げる）をする。
・動作化やグループでの
交流等ねらいに迫るため
の活動を工夫する。

《生かしていく》
・認め合う場を設定する。
・学びを深める振り返りの工
夫と振り返りの蓄積を行う。

。・おたより等での発信，共有
・別葉を作成し，他教科との
関わりを意識して実施する。
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４ 平成２９年度～３０年度にかけての取組

（１）時数確保のための取組

学習指導要領には「生徒の実態などに即して，指導の時期，時数を変更するこ

とが考えられる。しかし，指導者の恣意による変更や，あらかじめ年間指導計画

の一部を空白にしておくことは，指導計画の在り方から考えて，避けなければな

らない 」とある。そこで，これまでのような学級活動などとの恣意的な入れ替。

えはせずに，年間指導計画に基づいて授業を確実に行うこととした。

また，資料の変更についても学習指導要領に「安易に変更することは避けなけ

ればならない。変更する場合は，そのことによって一層効果が期待できるという

判断を前提とし，少なくとも同一学年の他の教師や道徳教育推進教師と話し合っ

た上で，校長の了解を得て変更することが望ましい 」とあるので，資料も年間。

計画に基づき実施できるように配慮した。

「アイツ」友情・信頼

道徳実施表（ 年 〉〈 H29 1 ）

１年１組

ローテーション

（ ）１年２組担任 授業者
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「一冊のノート」家族愛

動作化を取り入れた授業

（２）ローテーション授業の取組 〈ローテーション授業実施計画( )〉H29

学習指導要領解説に「生徒自らが成長を実

感でき，これからの課題や目標が見つけられ

るよう，学校や家庭・地域社会における職場

体験活動やボランティア活動，自然体験活動

などの道徳性を養うための体験活動や情操を

校長や教頭育む活動を積極的に活用したり，

をはじめ他の教師等も積極的に参加するティ

，さらに，地域の人々やーム・ティーチング

保護者から積極的に授業の参加協力を得たり

するなど，指導者が道徳教育推進教師と連携

を密にしながら，多様な指導方法や学習形態

の工夫を図ることも重要である 」とある。。

年間指導計画（ 年 〉〈 H29 1 ）

１年１組
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そこで，校長，教頭，教務主任等を含めた担任外の教師も含めて全教職員が道徳の授

業を行うローテーション授業を実施した。ローテーション授業では一つの資料で複数回

の授業を行えるため，授業内容の質が向上していった。また，担任の授業時数の負担も

軽減された。さらにローテーションで授業を実施することで担任の評価だけではなく，

複数の教職員が一人一人の生徒の評価を多面的に捉えるようになった。平成２９年度は

１回目６／２～７／１９，２回目９／１～９／２２，３回目１２／１５～１／２２に

行った。ローテーション授業についての生徒の反応は次のグラフの通り，概ね好評で

あった。

資料の提示の仕方を工夫した授業

資料を工夫した授業

ローテーション授業の有用性が認められたため，平成３０年度も５／２５～７／１

３，９／７～１０／１３，１２／５～１／２５の３回の実施を予定している。

53%34%

9% 4%

ローテーション授業は良
かった

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わな
い
そう思わない

３年２組

ローテーション

３年学年主任(授業者)

１年３組

ローテーション

校長(授業者)
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（３）テーマ提示型授業の取組

国語や数学などの授業で

学習の目標（めあて・ねら

い）と，まとめを書くこと

， ，で 学力が向上することは

全国学力学習状況調査から

確認されている。そこで，

道徳でも最初に学習の目標

を掲げて授業を行うこと

で，授業のねらいとする価

値に近づけられると考え

た。

ただし，ねらいに近づけ

ようとするあまり，指導者

の押しつけになるような授業展開にならないようにした。また，学習目標は授業の最

初に生徒への問いの形で投げかけるようにした。そして，学習目標の提示も教科で使

っている「学習課題」から特別の教科道徳に合うように「テーマ」へ変更した。

H29 H30

学習課題 ⇒ テーマ

テーマ例〉〈
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（４）発問と板書の取組

多面的・多角的に考え，議論できるような発問となるように資料分析を行った。中

でも生徒が自らのこととして考え，議論が深まる中心発問は，自分を見つめたり，問

い直したりするきっかけとなる出来事や，問い直した後の行為について考えられるよ

うにした。同じ問いであっても生徒の考えのズレや表現の違いが生じるので，それを

問い返すことによって，生徒がより主体的に考え，友人と議論することで考えが深ま

っていくような生徒の対話で成り立つ授業を目指した。

板書は，考え方によってグループ分けしたり，箇条書きにしたりすることによって

話し合い，考えを深められる手助けとなるように工夫した。ただし，生徒の発言を全

て板書すると，話し合う時間が少なくなってしまうので，できるだけ簡潔に書くよう

に心がけた。

（５）座席と挙手の取組 〈コの字型の座席〉

考えを言いやすく，聞きやすくす

るために座席の工夫を行った。クラ

スの実態や資料によって，コの字形

や対面式，椅子だけの席などを実践

した。議論するためには，小集団で

の話合い活動は効果的ではあるが，

少数意見を尊重するように配慮する

必要性がある。

， ， ，意見を発表する際は 挙手と指名を取り入れ できるだけ多くの考えを聞くことで

それぞれの考えが深まっていくように心がけた。
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（６）ワークシートを活用した取組

平成２９年度の最初は副読本にあるワークシートをそのまま使用していた。そのワ

ークシートには発問が５～６箇所ある。最初からワークシートを提示すると，生徒は

先の発問まで考えてしまい，本時のねらいまで分かるものだった。

そこで，ワークシートに書かれている発問を消し，授業の展開に合わせて生徒が思

考できるようにした。しかし，ワークシートに５～６箇所記述をすると，書いている

時間が多くなり，生徒同士が対話する場面が少なくなってしまった。そこで，ワーク

シートに記入する発問は多くても二つ程度が適していると考え，発問を減らした。資

料内容理解のための発問はシートへ記入せず，発表することで，考え，議論する時間

を確保するようにした。ところが，生徒はワークシートに書いてある文章を読むだけ

になってしまい，生徒同士の対話に発展する展開にはならなかった。

このような試行錯誤をしていく中で，生徒同士の対話が活発になるために，授業の

最後に考えたこと，感じたことを書くだけの振り返りシートにした。そして，生徒は

授業時間のほとんどを友人との対話に集中し，教師は生徒の意見を調整するファシリ

テーターの役割に徹するように心がけた。

振り返りシートからは生徒がねらいとする価値まで達していなかったり，ねらいと

は違う価値について考えたりすることもわかった。そのような時には，次時のクラス

につなげられるように資料分析を再度行った。特にローテーション授業ではその方法

は有効であった。また，生徒に価値の押しつけとならない授業構想を図ったり，振り

返りシートにはどのような生徒の考えも価値づけるコメントを一言入れるようにし

たりした。

学級全体で対話をする

小グループの話合いから全体で対話をする

３年４組

２年４組

ローテーション

２年学年主任(授業者)
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〈ワークシートの変遷〉

〈 年度 ９月のワークシート〉 ⇒ 〈 年度 ２月のワークシート〉H29 H29

。プリントに記入する発問が プリントに記入する発問は２つにした

５つもあり，深まりが見られ 感想には深まりが感じられるように

なかった。 なった。

〈 ７月のワークシート〉H30

発問に対して記入する部分は

なくして，メモ欄程度にした。

後は授業で感じたこと，考えたこ

とを記入するのみとした。

生徒の対話を重視した形のワーク

シートにした。



- 11 -

（ ） 〈 〉７ 授業研究の取組 横山先生による校内研修

， ，平成２９年度 ８月３０日に横山利弘先生を招聘し

中心発問を考える資料の読み方についての研修を行っ

た。横山先生から読み物資料を読み解く「たまごっち

理論」を教えていただいた 「たまごっち理論」とは。

下図の楕円形部分上方には表面に表れる登場人物の表

情・言葉・行動を抜き出す。下方にはそれに伴う登場人物の心情を示す。そして，矢

印部分に大きな変化のきっかけとなる出来事や助言を入れ，その と につbefore after

いて理解を深めていく。このような資料分析方法を行いながら，資料についての理解

を深めた。

〈たまごっち理論図〉

表情

after出来事 言葉 行動

心情

before

生き方の

立て直し 自覚

この資料分析方法をもとにして，指導案の検討を学年ごと行い，１０月２６日の地

域支援課の訪問で授業公開した 『私たちの道徳』から１年生は「一冊のノート。

( ) ，２年生は「二通の手紙( ) ，３年生は「キミばあちゃんの椿( )」をC14 C10 D19」 」

資料とした。各学年で一つの資料について分析し，中心発問を考え，ねらいに迫るた

めの導入や問い返しの発問を考えることにより，研修は深まった。さらに，１１月２

９日には池田和幸先生（東京都清瀬第二中学校教員）を招聘し，資料分析についての

授業実践研修を行った。池田先生の授業

は生徒を指名しながら展開し，ほとんど

の生徒が自分の意見を発表していた。

教師がファシリテーターとなる中，多く

の生徒が自分ごととして考え，議論が深

まっていった。また，議論を深めるため

の問い返しの重要性にも気づくことがで

きた。 〈池田先生による校内研修〉
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平成３０年６月２２日（金）再び横山先生

を招聘して校内研修を行った。道徳の授業参

観と７月２日に行う原木章成教諭の「銀色の

シャープペンシル( )」の資料分析についD22

て講義していただいた 「銀色のシャープペ。

ンシル」という資料文は長く，教師が範読を

するだけで１５分以上かかり，授業展開をど 〈原木教諭による校内研修〉

。 ，うしたらよいか困っていた 横山先生から指導する価値に関係する箇所だけを範読し

その他の部分については，要点をまとめた教師の説明で時間を短縮し，生徒が対話す

る時間を確保したら良いと助言していただいた。その結果，対話する時間が増え，考

えが深まった。

また，今年度新しく山田中に赴任した教師もいるので，改めて「たまごっち理論」

をもとに資料分析の指導をしていただいた その後 主発問について 第１案では 外。 ， ， 「

に行く当てもなく歩き出した僕はどんなことを思っていたのだろうか ，第２案では」

「なぜ僕は動揺したのか ，第３案では「悩んでいたのになぜ謝りに行ったのか」と」

検討することで資料分析の向上を図ることができた。７月２日の授業実践では生徒同

士の対話を道徳の中心に据えるという進むべき研修の一つの方向性を導き出せた授業

となった。

平成２９年度に引き続き，９月７日の地域支援課の訪問で学級担任は道徳の授業を

。 「 」， 「 」，公開した １年生は 半分 おとな 半分こども( ) ２年生は 地下鉄で( )B7 C12

３年生は「ライバル( )」を学年ごと資料分析と指導案検討を繰り返し，授業を行B8

った。

そして，授業

後は板書や生徒

のワークシート

を見ながら事後

研修会を行った。

中心発問や板書，

生徒の実態に合

わせた発問につ

いて，考えを深

めることができ

学年ごと集まって資料分析た。
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（８ 「命の日」の授業の取組（保護者への道徳の授業公開））

山田中学校では平成２７年度より毎年９月の第一

土曜日を「命の日」と設定した 「命の日」と設定し。

たのは，東日本大震災でたくさんの命が失われたこ

とを風化させてはいけないという思いと，命の大切

さを生徒とともに教師，保護者も一緒になって考え

ていく機会をもつべきだと考えたからである。また 「生命の尊さ( )」は山田中， D19

学校の道徳の重点項目でもある。

平成２９年度からは各学年で資料分析や授業案を夏休み前に検討した。１年生「あ

なたはすごい力で生まれてきた ，２年生「命ということ ，３年生「ドナーカード」」 」

の資料で授業を行った 「あなたはすごい力で生まれてきた」では生徒の出産の様子。

を事前アンケートで保護者に書いてもらい，その様子を子どもにも事前に話してもら

った。生徒は自分のこととして考えられる手だてとなった。

平成３０年度は１年生と３年生は２９年度と同じ資料の

「あなたはすごい力で生まれてきた」と「ドナーカード」で

授業を行った。２年生は伊藤教頭独自資料の「命を考える」

で授業を行った。

（９）評価の取組

学習指導要領において「学習における評価とは，生徒にとっては自らの成長を実感

し意欲の向上につなげていくものであり，教師にとっては指導の目標や計画，指導方

法の改善・充実に取り組むための資料となるものである。～学校としての取組や教師

自らの指導について改善を行うサイクルが重要である」と示されている。道徳教育の

評価についても 「生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したこと，

の意義や価値を実感できるようにすること」と示しており 「他者との比較ではなく，

生徒一人一人のもつよい点や可能性などの多様な側面，進歩の様子などを把握し，年

間や学期にわたって生徒がどれだけ成長したかという視点を大切にすることが重要で

ある」とされている。このことから，教師が生徒一人一人の人間的な成長を見守り，

生徒自身の自己のより良い生き方を求めていく努力を評価し，それを勇気づける働き

をもつようにすることが求められる。そして，それは教師と生徒の温かな人格的ふれ

あいに基づいて共感的に理解されるべきものである。

それゆえ，道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。した

がって道徳においては，それぞれの時間のねらいとの関わりにおいて，生徒の心の変
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容を様々な方法でとらえ，適切に評価し，指導の改善に生かすことが求められる。

。）（ は研修主任による考えを示したものである

そこで，本校では次のような方法で評価を行った。

①道徳の授業での様子を評価する （ワークシート，自己評価シート，観察）。

②数値ではなく文章で評価する。

③生徒の良い点を積極的に評価する。

④生徒の変容を１時間の中でも捉える （同じ内容項目であれば複数時間の変容を捉。

える ）。

さらに，生徒自身にも変化が感じられるように「成長の足跡」という評価シートを

作成した。ワークシートの変遷（ 参照）の結果，この「成長の足跡」を利用するP10

ことで生徒の変容が明確にできた。

自
己
評
価
シ
ー
ト
と
し
て

「
成
長
の
足
跡
」
を
作
成
し
た
。
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５ 成果と課題

平成２９年度の４月（第１回 ，１０月（第２回 ，３月（第３回 ，平成３０年度７） ） ）

月に道徳に関するアンケートを生徒に実施した。以下はその結果と考察である。

「道徳の時間が好きであるか」という問いに対しては，予想を上回り肯定的に捉え

ている生徒が多かった 「そう思う」という生徒は２回目には下がったが，３回目に。

は１回目よりさらに高くなっている。これは年度当初より道徳を年間指導計画に基づ

き，計画的に行うように努めた成果だと考える。２回目が下がってしまったのは，授

業内容の質が影響していたと思われる。しかし，年度の後半は（７）で示した様々な

， ， 。取組を行い 質的課題にも取り組んだことが 良い結果となって３回目に表れていた

「道徳の時間はためになるか」という問いについても高い数値を示している。２回

目は若干下がったものの，３回目では「そう思う 「どちらかといえばそう思う」を」

合わせて微増している。少しずつ本校の道徳が生徒に良い影響を与えているのではな

いかと思う。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

「道徳の時間」は好きである

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

「道徳の時間」はためになる

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

「道徳の時間」は他の人の考えを聞きながら自分のことについてよく考えている

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない
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「道徳の時間は他の人の考えを聞きながら自分のことについてよく考えているか」

という問いについては 「そう思う 「どちらかというとそう思う」という生徒の割， 」

合がアンケートの回を追うごとに増加している。道徳で自主的に考え，議論する実践

が数値に表れており，本校の目指す道徳に結びついていると感じる。

次のワークシートは同じ生徒のワークシートだが，他の人の考えを聞くことによっ

て自分のこととして考えることできるような変容が見られた。

〈 の結果〉H30

平成 年度のデータを見てもいずれの項目も平成 年度に比べ，高い数値を示して30 29

おり，授業改善が進みつつあると感じられる。

そう思う
できている

43%

どちらかといえば
そう思う

46%

どちらか
と言えばそう思わな

い
9%

そう思わな
い
2%

①「道徳の時間」は好きである
(H30.7月)

そう思う
できている

57%

どちらかといえば
そう思う

37%

どちらか
と言えばそう思わ

ない
5%

そう思わな
い
1%

②「道徳の時間」はためになる
(H30.7月)

そう思う
できている

50%

どちらかといえ
ば

そう思う
44%

どちらか
と言えばそう思わ

ない
4%

そう思わな
い
2%

③「道徳の時間」では他の人の考え
を

聞きながら自分のことについてよく
考えている。(H30.7月)

４／１３のワークシート ９／１０のワークシート
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また，教師にもアンケートを行い，その変容を追った。

これは平成２９年の４月と平成３０年の３月に行った教師対象のアンケートの結果

である。４月当初は道徳の授業に対し，自信のない教師が半分以上を占めていたが，

授業を進めていくうちに少しずつではあるが，自信をもって授業を進められる教師が

増えてきた。しかし，平成３０年にまだあまり自信がないという教師も多くいる。そ

れはワークシートに書かせてから発表する授業から，生徒の発言に対し適切な問い返

しをして生徒同士の対話をファシリテートしていく授業の進め方に不安を抱えている

からである。最初からうまくいくわけではないので，このような道徳の授業を繰り返

し行っていくことが自信につながるのではないかと思う。

0

1

2

3

4

5

6

7

全く自信がない あまり自信がない 普通 ある程度自信がある 自信がある

道徳の授業に自信がありますか？

H29４月 H30３月

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

人の気持ちが分かる人間になりたいと思う

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない
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上記のグラフは本校の道徳の重点項目に関係する部分についてのアンケート結果で

ある。残念ながら，必ずしも良い方向へ数値が上がっているわけではない。道徳の授

業はすぐに効果が発揮されるものではないので，少しずつでも授業改善を繰り返し，

重点項目内容についても生徒の意識が上がっていくように努力したい。

本校では平成２９年度から，横山先生からご教授いただいた「資料を見る目 「子」，

供の実態を捉て授業をつくること」から「感じ 「考え 「生かしていく」道徳の授」 」

業を心がけてきた。それは学習指導要領の解説を読み，押さえたい道徳的価値を確認

しながら資料分析を行うことであった。資料分析を通して，中心発問の大切さ，対話

的な学習形態の有用性を学ぶことができた。授業の質の向上についてはまだ道半ばと

いう部分もあり，課題は多い。しかし，今回の研修を通して大きな成果は，道徳の時

間という量的確保と道徳の授業についての質的転換を図ることができたことである。

， ， 「 」「 」この一歩から 学年・学校単位での協力体制を大切にし これからも 感じ 考え

「生かしていく」道徳の授業づくりに努め，子どもたちが主体的に学び，自己の成長

を認められるような研修につなげていきたい。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

自分にはいいところがあると思う

系列1 系列2 系列3 系列4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

人が困っている時は進んで助けている

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第３回

第２回

第１回

命はかけがえのないものだと思う

そう思う
できている

どちらかといえば
そう思う

どちらか
と言えばそう思わない

そう思わない
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６ 資料

〈実際に生徒が使用している「成長の足跡 〉」



- 20 -

〈資料写真〉

平成２９年度学級担任授業

小グループの話合いを取り入れた授業 電子黒板を効果的に使用した授業

平成２９年度ローテーション授業

意見を類型化した板書

３年３組３年４組

２年２組

２年４組

３年３組

ローテーション

３年１組担任

１年２組

ローテーション

１年学年主任

３年３組

ローテーション

３年担任外

１年２組

ローテーション

教頭
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平成３０年度学級担任授業

意見を類型化した板書

小グループの話合いを取り入れた授業

平成３０年ローテーション授業

２年１組

１年１組

３年２組

１年２組

１年２組

ローテーション

１年３組担任

３年３組

ローテーション

校長

３年２組

ローテーション

３年担任外

１年２組

ローテーション

１年担任外
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７ おわりに

道徳の教科化に向けての授業づくりを研修の柱として、２年間研究を進めてきました。研

究に取り組む前の本校は、他教科に比べて道徳の授業にあまり力を入れてこなかった実態が

あり、特に量的な点に課題がありました。そこで、昨年４月の第１回校内研修で研修主任か

ら「３５時間、失敗を恐れず、考え、議論する道徳の授業をやってみましょう」と投げかけ

られました。ここから「感じ 「考え 「生かしていく」道徳の授業づくりがスタートしま」 」

した 「まずは授業実践」を合い言葉に。体育祭前日や文化祭前日であっても、入れ替える。

ことなく計画どおり道徳の授業を行いました。

量的な課題をクリアしていく中、授業の質的転換も追究しました。資料分析、範読、中心

発問、ワークシート、議論するための授業形態、指名や問い返しの方法等、何度も試行錯誤

を重ねながら研究を進めていきました。もともと道徳の授業を楽しいと感じていた子どもた

ちなので、授業の質を高めることによって更に「深い学び」につながっていくことを目指し

ました。

また、ローテーション授業を取り入れることによって、校長をはじめ全教員が授業を行う

ことで「自分事」として研究に取り組むことができました。そして、学年部を中心とした研

修を通して、若手からベテランまで一緒になって道徳の授業について語り、子どもの成長す

る姿を確認する中で同僚性が育まれ、学び続ける教員像の一つの形がそこにつくられていき

ました。

三島市教育委員会よりいただいた研究指定をとおして子どもたちの成長とともに、中学校

が来年度迎える「道徳の教科化」に向け、少しでも自信がもてるようになったことに感謝い

。 「 、 、 」たします そして学校教育目標である 未来を拓く感性をもち 共に高め ひびき合う生徒

に向かって、これからも研鑽を積んでいきたいと思います。

結びに、今回の研究にあたり、２年間御指導と御助言を賜りました元文部省教科調査官、

横山利弘先生はじめ、御指導御支援を賜りました皆様、本日ご参会いただきました皆様に感

謝申し上げます。

教頭 伊藤 剛

〈御指導いただいた先生方〉

元文部省教科調査官 横山 利弘 先生

清瀬市立清瀬第二中学校 池田 和幸 先生

三島市教育委員会 渡邉康男指導主事 井原正則指導主事 齊藤真子指導主事

中越 進指導主事 横山 寛指導主事

〈本校教職員〉

平成30年度

上野 博史 伊藤 剛 尾鷲 達美 赤尾 洋之 藤原 孝晴

今井 睦子 加藤 正勝 鈴木 真之 加納 敬士 露木 満利子

武田 宇弘 若林 寛 杉山 裕美 穐田 春香 原木 章成

松平 彩香 白砂 貴之 柴田 香苗 藤岡 協子 向笠 樹里

田畑 研翔 植松 俊紀 内田 由香里 杉澤 美穂 黒川 文雄

ロス ユアン 石井 みか 大橋 ひずる 萩原 芳男 小関 和美

平成29年度

稲本 喜代子 岩﨑 壽 小森 正人 政人 甲賀 江利志村

ドミニク クルーストン持田 ななみ 植木 和宏 髙木 正夫 髙橋 みゆき

藤井 敦子 田中 奈津子 井上 エイコ 宮代 清一 牧野 眞裕


