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<道徳> 

自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考える児童の育成 

―ねらいに迫る発問と対話の工夫を通して（第４学年）― 

 

那覇市立小禄南小学校教諭 宮 原 巧太郎 

    

Ⅰ テーマ設定の理由 

現代社会では、グローバル化や技術革新等が進展する中で、様々な文化や価値観を背景とする人々

と相互に尊重し合いながら生きることが求められている。また、令和２年度中央教育審議会答申によ

ると「令和の日本型学校教育」の構築を目指すために、子ども達に育むべき資質・能力として、「一人

一人の児童生徒が，自分のよさや可能性を認識するとともに，あらゆる他者を価値のある存在として

尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切り拓き，持続可能

な社会の創り手となることができるようにすること」と明示されている。 

また、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 道徳編』（以下『解説道徳編』）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，

道徳的判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。」と示されている。そこで、児童によりよく生きるた

めの道徳性を養うためには、道徳的価値についての理解を基に、教師がねらいに迫る発問や対話の工

夫を行い、自分自身や他者との関わりを通して、児童が自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え

る児童の育成が必要である。 

これまでの私自身の実践をふり返ると、授業に対する教師のねらいが不明確な授業であっても、一

部の児童が教師の意図をくみ取り、その児童を中心に学習を進めることがあった。そのため、児童そ

れぞれの考えや意見を表出することができず、学びをつなぐことができなかった。こうした児童の姿

は、教師が児童の発言を聴いてその考えを他の児童に問い返したり、ゆさぶりをかけたりする発問や

道徳的価値を基に自己を見つめ、多面的・多角的に思考する発問が不十分であったからだと考える。   

これらの課題を解決するためには、教師のねらいに迫る発問や対話の工夫が不可欠である。そこで、

児童が道徳的価値を自分自身との関わりの中で考え、他者と議論したり吟味したりしていく中で、多

様な考え方や感じ方に接することによって学びの必然性が生まれる。また、教材と自己の生き方をつ

なげて考えることで、「今日学んだことは、○○に生かせそうだ」や「○○の考えは、自分の生き方と

似ているな」といった表現ができるようになり、学びに向かう児童の姿にもなる。 

そこで本研究では、道徳科の授業において、教師がねらいを明確にし、導入では、ねらいに関する

道徳的価値について発問をすることで、児童自身のこれまでの生活を見直しながら、ねらいに関する

道徳的価値観を持たせる。展開では、教材を通してねらいに迫る発問をすることで、導入での自分の

考えを基に対話が生まれ、他者の考えに触れることで、児童自身が道徳的価値をさらに広げることが

できる。その際、他者の意見を無条件に受け入れるのではなく、自分の考えがある場合には、その理

由を相手に伝えることも大切である。終末では、ふり返りをノートに書かせ、授業のはじめと終わり

の変容を見取る。教師が、ねらいを明確化し発問と対話を工夫することにより、児童は、「何を学ぶの

か」や「何を学んだのか」を実感することができる。 

このような学習を通して、道徳的価値を基に自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考える児童を

育成できるのではないかと考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

道徳科の授業において、ねらいに迫る発問と対話の工夫を通して、自己を見つめ、物事を多面的・

多角的に考える児童を育成することができるだろう。 



Ⅱ 研究内容 

 １ 自己を見つめ るとは 

   自己を見つめることに関して、浅見哲也（2017）は、「これまでの自分の経験やその時の感じ方，

考え方と照らし合わせながら，自分自身との関わりで考えさせるようにすることである。」と述べ

ている。そのためにも、教材を自分自身との関わりの中で捉えることで、他者との議論につなげ

る。その中で多様な考え方や感じ方に接することで、多面的・多角的に考えることができ、児童

は自己を見つめることとなる。 

本研究では、導入と終末において、自己を見つめる発問を工夫する。導入では、「これまでに親

切にされたことはありますか。」や「親切な人とは、どんな人ですか。」などを、終末では、「あな

たの生活に生かせそうなことは何か。」等を問う。そのことによって、児童は、これまでの生活経

験から自己を見つめ、教材や他者との対話を通して、ねらいとする道徳的価値について新たに気

付き、考えを深めることができる。それは、自分自身との関わりの中で自己を見つめ、物事を多

面的・多角的に学び深めていくことにつながると考える。 

２ 物事を多面的・多角的に考えるとは 

   浅見は、多面的とは、「主人公の行為や考えのわけを『何だろう』『なぜだろう』と問い，道徳

的価値を多面体の様々な側面から分析的に考えを深めていくことである。」と述べている。一方で、

多角的とは、「自分の考えの方向を明らかにすることであり，自分自身の大事にしたい生き方につ

いて，『自分ならどうする』『どのように考える』などと，多角形の多彩な方向へ選択的に生き方

を見据える考え方である。」と述べている。これにより、児童は様々な道徳的事象や状況に対して、

どのように捉えればよいのか、どのように対応すればよいのかなどについて、多様に考える力が

育まれる。そこで、本研究では、授業の展開場面において多面的・多角的な発問として「あなた

が〇〇さんだったら。」「これからどうなるだろう。」「前と比べてどうか」「それはどうして」など

押谷由夫（2018）が提唱する分析的思考の発問を用いて行う。 

３ ねらいに迫る発問の工夫について 

(1) ねらいの明確化 

授業づくりにおいて、教師がねらいをもつことは、適切な指導観のもと児童に「何をどう学

ばせたいのか」が明確になる。そのためには、教材研究において、教師自身が多面的・多角的

に教材を捉え、分析することが必要である。眞榮城善之介（2018）はその足掛かりとして「ね

らいとする価値への追求の見通し」を示し、児童の考えを深める手立てとした（図１）。   

図１では、『雨のバス停留所で』を用いて、児童の思考過程を整理し、説明している。例えば、

Ⅰでは、導入において、児童がこれまでの生活経験から児童がもっている道徳的価値の理解を

表出されることを想定している。Ⅱでは、教材を通して、自己を見つめ、多面的・多角的に考

えることができる一般的な価値の自覚を示している。Ⅲでは、展開から終末において、教材か

ら離れて自分の生活に置き換えて考えることで、児童はさらに深い学びになると示している。 

このように、発問の工夫を通してさらに深めたい考えを引き出すことになり、それが、「子ど

もが自ら考え、気付くことに意味がある」につながる。そのためには、教師は、教材研究にお

いて、ⅠとⅡの価値の自覚に加え、Ⅲ

のさらに深めたい児童の姿を想定し

ねらいに迫る発問の工夫を行ってい

く。本研究では、教材研究において、

まず、教師がねらいを明確にもつた

めに、児童の実態を把握し、教材分析

を行う。授業のねらいは、Ⅱの「教材

を通して改めて確かめたい、一般的

な価値の自覚」を中心に設定してい
図１ 「ねらいとする価値への追求の見通し」（眞榮城 2018） 



く。その後、Ⅲの「さらに深めたい子どもの考え」は、発問を通して、教材から自分の生活に

置き換えさせ、考えを深めることで、児童は自己を見つめることができる。これらを達成する

には、ねらいとする価値への追求の見通しを持ち、ねらいに迫る発問の工夫を行う。 

(2) ４つの思考軸と発問の工夫 

『解説道徳編』によれば、発問を構成する場合は、「授業のねらいに深く関わる中心的な発問

をまず考え，次にそれを生かすためにその前後の発問を組み合わせることによって，全体を一

体的に捉えるようにするという手順が道徳科の指導に有効な場合が多い。」と示されている。こ

のことから、ねらいに迫る発問の工夫においては、主発問とそれを生かすための補助発問をど

う組み立てていくかが大切だと考える。主発問では、児童が分かりきっている道徳的価値やそ

の一面のみを問うのではなく、道徳的価値にお

いて多様な視点から考えを引き出す。また、各

発問でねらう効果を補い、考えを深めるために

補助発問を行う。補助発問については、児童の

多様な考えを十分に引き出せなかった時や思考

を深めたい時に行うことによって児童の多面

的・多角的な考えを引き出すことができる。 

本研究では、児童が道徳的価値を基に自己を

見つめ、物事を多面的・多角的に考えるために、

押谷の分析的思考の４つの思考軸をもとに発問

を考えていく(表１)。  

４ 対話の工夫について 

 (1) 対話の基本的事項 

  「対話」に基づく実践的な研究をしている白水始（2020）によれば、「一つの問いにみんなで答

えを出そうとする協調学習の場では、対話が考えの違いをもたらし、その違いを一人ひとりが何

とかまとめようとして、各自の考えが深まります。」と述べている。このことから、沖縄県の施策

である『「問い」が生まれる授業サポートガイド』（2021）において関連させてみると、「子供たち

が主体性を発揮している授業では共通して、子供たちが追求したいと思う「問い」が生まれてい

ます。」と考察されていることから、よい授業には対話が不可欠であると考えることができる。そ

こで、教師と児童や児童同士が対話を通して学び合い、考えをより深めていくための手立てとし

て、石井順治（2019）が述べている、対話の基本的事項を示している（表２）。 

(2) 技能的要素を意識した対話の工夫  

  対話能力を育むことについての理論と実践を行っている村松賢一（2001）によれば、対話能

力とは、「討議・討議能力に帰結しよう。最終的にというのは、そこへ行く途中にはいろいろな

対話形態がある。」と述べている。村松は、異なる意見をかみ合わせて高次の理解を共有できる

ようにするため、三つの柱の一つである技能的要素を示している（表３）。対話においては、教

師が、「つなぐ」を意識することで、そこから新たな気づきが生まれる。また、教師のファシリ

表２ 「対話の基本的事項」（石井 2019） 

①対話をすれば、考えが考えを呼び、言葉と言葉がつながり、そこから新たな気づきが生まれる。 

②対話は聴き合いである。たとえ考えの違いがあっても、はなから拒絶するような聴き方をしてはならない。  

③対話においては、だれの言葉も等しく聴き合われる。つまり、構成員すべてが対等である。 

④言葉を交わす間、決して話題の軸から外れず、その軸を肉付けするように、一貫して考え続ける、それが対話である。  

⑤対話は、対話者同士の言葉の往来だけを意味するものではない。自分自身との対話もある。それは、他者の考えと自らの考えを擦り合

わせである。つまり、対話者は、対話をしている間、常に自分自身と対峙していることになる。 

⑥学びにおける対話は、仲間や自分自身との対話であるとともに、常に対象（テキストや課題）との対話でなければならない。  

⑦対話は、考えが変わることを厭わない。対話の言葉が、自分の考えを押し通すためのものであってはならない。 

⑧対話は、正解やあらかじめ定めておいた特定の考えに行き着くために行うものではない。対話の行く先は開かれている。  

表１ 4 つの思考軸と発問
例 

①対象軸の視点移動・・ 
様々な立場から考える。 

②時間軸の視点移動・・過
去、未来など時間を変えて考
える。 

Ｔ：あなたが○○さんだった
ら 

Ｔ：このようにするとこれからど
うなるだろう 

Ｃ：自分だったら○○○した
い。なぜなら・・・ 

Ｃ：喜びを感じながら納得して
○○な人生が送れる。 

③条件軸の視点移動・・条
件を変えたり、仮説を設定
したりして考える。 

④本質軸の視点移動・・「な
ぜ」「どうして」等の間を重
ねながら考える。 

Ｔ：前と比べてどうでしょう Ｔ：それはどうして、それはどう
いうこと。 

Ｃ：前は自分のことしか
考えていなかったけ
ど・・ 

Ｃ：よりよく生きるために
○○でありたい。 

(押谷 2018) 



テートにより、児童が自己内対話や他者との対話において、様々な視点から物事を多面的・多 

角的に考えることができる。 

   そこで、本研究では、教師が、対話の場面において村松の技能的要素を意識しながら、ファ

シリテートし児童同士の対話や教師と児童の対話に取り組んでいく。そのためには、児童が道

徳的諸価値についての理解を図り、物事を多面的・多角的に考えられるように、教師は発問を

工夫する。また、対話を工夫することによって、児童が多様な見方や考え方に触れ、自己の生

き方についてさらに考えを深めることができる。 

５ 評価について 

『解説道徳編』では、「一定のまとまりの中で，児童が学習の見通しを立てて学習したことを振 

り返ったりする活動を適切に設定しつつ、学習活動全体を通して見取る」ことと示されている。

道徳科においては、児童が道徳的価値を自分自身との関わりの中で捉え、多面的・多角的に向き

合うことが重要であり、学習状況や道徳性に係る成長の様子を把握する個人内評価が求められて

いる。毛内嘉威（2018）は，『解説道徳編』に示された学習活動を見取る視点について、「多面的・

多角的な見方へと発展させているか」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

いるか」の２点を挙げている（表４）。 

 本研究では、表４を用いて、児童の本時のねらいに対するはじめと終わりの考えの記述や、授

業中の発言、振り返りでの自己評価等について、視点１については、①～③、視点２については、

①～④を見取りの視点として評価を行う。 

技能的要素 対話能力 
①聞く技能 聞くということは相手を受け入れることであり、自分の見方、考え方を広げる大きな契

機になるということである。自分の意見と他者の意見を考えて聞く、相手の根拠を吟味
して聞く、話の流れを考えて聞く、などがいかに対話を展開する上で重要かを想起して
もらえば十分である。 

②応じる技
能 

対話たらしめる最大のポイントは、相手のことばを受けて返すその返し方である。筆者
はそれをリアクション力と呼んでいる。文脈によって、「付け加える」「解釈する」「転換
する」「繰り返す」「まとめる」などの細かいリアクションに分けられる。 

③話す技能 聞き手が理解しやすいように話す、相手を傷つけないように反対意見を言う、一度に話
す分量を調節する、などの音声表現や話し方に加え、非言語（表情、視線、しぐさなど）
の効果的な使い方も大切な要素である。 

④はこぶ技
能 

対話とは、さまざまな目的にしたがって大文脈を構成するプロセスであった。単に（話
す⇔応じる）を繰り返していただけでは話が拡散してゴールに到達できない。文をつな
いで文章を構成する場合に以て、そこには、「まとまり」という概念が必要である。まと
まりには、タテとヨコの二種類がある。タテのまとまりとは、文章の段落に相当し行っ
た体験を話し合う場合に、「会場」「乗り物」「おみやげ」など相手によくわかってもらえ
るように少し掘り下げて話す必要がある。一方、ヨコとは文章の全体のまとまりで、順
序でどのように話し合うかについてある程度の型があり、それにのっとらないと、対話
は堂々巡りをしたり脱線したりしてしまう。対話では、目的に照らして本筋に戻らなけ
ればならない。この筋を意識して話し合うことが「はこび」のもう一つの面である。 

表３ 対話能力を育む４つの技能的要素（村松 2001) 

【視点１】多面的・多角的な見方へと発展させて

いるか 

【視点２】道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中

で深めているか 

①道徳的価値に関わる問題に対する判断の根

拠やその時の心情を様々な視点から捉え考え

ようとしていること 

①教材の登場人物を自分に置き換えて考え，自分なり

に具体的にイメージして理解しようとしていること 

②自分と違う立場や感じ方，考え方を理解しよう

としていること 

②現在の自分自身を振り返り，自らの行動や考えを見

直していることがうかがえる部分に着目したりすること 

③複数の道徳的価値の対立が生じる場面にお

いて取り得る行動を多面的・多角的に考えよう

としていること 

③道徳的な問題に対して自己の取り得る行動を他者と

議論する中で，道徳的価値の理解をさらに深めてい

るか 

 ④道徳的価値の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か 

 

表４ 「個人内評価としての基本的な考え方」（毛内 2018） 



Ⅲ 指導の実際 

１ 指導計画（合計５時間） 教科書『新・みんなの道徳 ４年』学研 

日 教材・【内容項目】 ・ねらい ◎主発問▲補助発問 

(表１の思考軸) 

対話の工夫 ○多面的・多角的

な思考例 

5/27 

(木) 

 

①花をさかせた

水がめの話 

【 A(4)個性の伸

長】 

・きれいな花を見た前と後の水がめについ

て話し合う活動を通して、自分のよさを伸

ばすことについて考え、よいところを伸ば

そうとする実践意欲と態度を育てる。 

◎きれいな花を見たあとの水が

めは、どんなことを思ったか。 

▲きれいな花を見る前の水がめ

と比べてどうか。（③） 

ペア 

尋ね歩き 

全体 

○自分のいいとこ

ろは相手に認めら

れてのばすことが

できる。 

6/4 

(金) 

 

②雨のバス停留

所で 

【C(12)規則の尊

重】 

・よし子とその他の人々との意識の違いに

ついて話し合う活動を通して、きまりが何

のためにあるのか、それらを守ることでどん

なよいことがあるのかについて考え、自ら

進んできまりを意識しようとする実践意欲

と態度を育てる。 

◎よし子とその他の人達との違

いは何か。  

▲あなたが、よし子だったらどう

思うか。（①） 

ペア 

尋ね歩き 

全体 

○きまりは、自分

を守るためだけで

なく、みんなが気

持ちよく生活でき

るためにある。 

 

6/22 

(火) 

 

③おばちゃん，

がんばれ 

【D(19)生命の尊

さ】 

・わたしの最初と最後の気持ちを比較し話

し合う活動を通して、命を大切にするとは

何かについて考え、自他の命を大切にし

ようとする心情を育てる。 

◎わたしが、最後に素直な気持

ちになれたのはなぜか。  

▲以前のわたしだったら、どうだ

ったか。（②） 

ペア 

グループ 

全体 

○命は、一つしか

ないけど周りの人

の命を守ることも

生きる上で必要。 

7/2 

(金） 

④心の信号機 

【B(7)親切，思い

やり】 

・ぼくが思い切って声をかけたことについ

て話し合う活動を通して、相手の気持ちを

思いやり、自分にできることは何かを考え

て、進んで親切にしようとする実践意欲と

態度を育てる。 

◎ぼくが、思い切って声を掛け

ることができたのはなぜか。 

▲どうして、体の力がぬけて、ほ

っとしたのか。（④） 

ペア 

グループ 

全体 

○相手のことを考

えて行動するに

は、判断と勇気を

もつことが大切。 

7/9 

(金) 

 

⑤友だちのしょう

こ 

【 A(3) 節度 ， 節

制】 

・主人公があれだけ欲しがっていた筆箱を

買わないと決めた理由について話し合う

活動を通して、自分で判断し行動するよさ

や自分の生活を見直すことについて考

え、周りに流されず自分で節度ある生活

を送ろうとする心情を育てる。 

◎どうして、まゆみはあれだけ

欲しがっていた筆箱を買わない

と決めたのか。   

▲さらに新しいものを買った方

が今使っているものを大切に使

うのではないか。（②） 

ペア 

グループ 

全体 

○まゆみと両親の

思いをもとに、もの

の大切さについて

様々な視点から考

える。 

２ 本時の指導（第５回検証授業「友だちのしょうこ」【A(3)節度，節制】） 

(1) ねらい 

    主人公があれだけ欲しがっていた筆箱を買わないと決めた理由についての話し合う活動を通

して、自分で判断し行動するよさや自分の生活を見直すことについて考え、周りに流されず自

分で節度ある生活を送ろうとする心情を育てる。 

  (2) 本時の展開（５/５時間） 

学習活動 ○発問 ◎主発問 ▲補助発問・予想される児童の反応 ◇教師の働きかけ 

１ねらいとす

る価値につ

いて 

（導入） 

 

２教材「友

だちのしょう

こ」を読んで

話し合う。 

(展開） 

 

 

３本時を振

り返る。 

（終末） 

 

 

〇ものを大切するとは・・             

・最後まで使う ・長く使い続ける                    

○２人の女の子は、ものを大切にしているか考えよう。 

（読みの視点を与える） 

    

○２人は、ものを大切にしていますか。     

・していたと思う。・していなかったと思う。  

◎どうして、まゆみはあれだけ欲しがっていた筆箱を買わないと決めたのか。             

・両親に言われたから・自分で必要のない物だと思ったから           

▲人は欲しいものを買えた方が、よい人生ではない

のか           

○今日学んだことをふり返りに書いてみましょう。 

①今日の学習で気づいたことやぎもんに思ったこと 

②友だちの考えを聴いて感じたこと 

③これまでの自分と重ねて考えたこと   

④これからの生活に生かせそうなこと 

◇これまでの経験を基に考

える。 

◇教師と児童の対話 

【自己を見つめる】 

◇読みの視点を与え、発問

に生かす。 

◇児童同士の対話 

【多面的・多角的】 

◇ねらいに迫る発問から、

「まゆみは何に気づいたの

か。」 

◇全体での対話 

【多面的・多角的】 

◇今日学んだことで、生活

につなげる。 

◇自己内対話 

【自己を見つめる】 

 

Ⅳ 仮説の検証 

本研究の仮説に基づき、ねらいに迫る発問と対話の工夫を通して、自己を見つめ、物事を多面的・ 

多角的に考える児童の育成が有効であったかを、第２回と第５回の授業から、児童の発言、ふり返り

の記述、アンケートより検証する。 



１ 第２回検証授業「雨のバス停留所で」（C(12)規則の尊重） 

   この教材は、主人公のよし子とお母さんを中心に描かれている。雨の降る中、バスの停留所前

の軒下で，バスを待つ人たちが並んで

いる。バスが近づいた時、よし子はバ

ス停の先頭にかけよるが、お母さんに

強い力で引っ張られ列に並び直され

た。結局座ることができなかったよし

子は、お母さんに不満を抱きつつも、

いつもと違うお母さんの様子を見て自

分のしたことを考え始めるというもの

である。そこで、よし子やお母さん、

バスを待つ人達とよし子の行動について、それぞれの考えの違いをもとに話し合い、「きまりは何

のためにあるのか」、「それらを守ることでどんなよいことがあるのか」について考え、規則を守

り行動しようとする実践意欲と態度を育てることをねらいとした。 

表５を見ると、児童Ａは、「友だちの意見を聞いて周りの人やお母さんみたいにルールをやぶら

ないようにしたい」、児童Ｂの「これまでの自分は、自分の事を最優先にしていた・・」といった

道徳的な問題に対して様々な視点から捉え、自己を見つめ自らの行動や考えを見直して考えてい

る児童が、26 人中 10 人いた。それに対して、児童Ｃの記述は、「きまりを守ろうと思いました。」

児童Ｄの記述は、「ルールはまもるべきもの」といった児童Ｃ・Ｄのように道徳的価値の理解に留

まっている児童が、16 人いた。その要因として、授業のねらいを図１のⅡの一般的な価値の自覚

を見すえ、「自分のことばかりではなく、周りの人たちのこともよく考えて行動することが大切」

と設定し、そのため主発問は、「よし子と周りの人達の意識の違いは何か。」とした。しかし、児

童Ｃ・Ｄのようにふり返りの記述では、道徳的価値の理解のみになってしまった。児童の考えを

広げる問い返しの発問が、「よし子はきまりを守っていたか」、「よし子は、なぜ走ったのか」のよ

うな主人公の行動のみに重点をおいたものとなってしまったため自分自身や、多面的・多角的に

考えることには至らなかった。 

また、対話の場面（図２）においても、展開で、

①発問に対し児童Ｅが「雨が降っていたから早

く座りたかった」と発言した。その後、②問い返

しに対し児童Ｆが「やっぱり、誰もバス停に並ん

でいなかったから先頭に並んだよし子さんはき

まりを守っていたと思う」と児童Ｅと意見をつ

ないで発言した。しかし、児童Ｆの考えを受けて児童Ｇが「いや、それは違うよ。軒下でも、先

に並んで待っていた人がいたよ。なのに、後から来たよし子さん達が先にバスに乗るのはおかし

い」と二人は、ちがう視点で発言したが、教師は、そこから全体での対話に結び付けることがで

きず、多面的・多角的な考えに広げることができなかった。 

以上により、第５回検証授業では、児童が自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考えられる

よう、ねらいに迫る発問と対話の工夫を通して、授業改善を行った。 

２ 第５回検証授業「友だちのしょうこ」（A(3)節度，節制）  

この教材は、主人公のまゆみとその家族を中心に描かれた教材である。まゆみは、友だちのし

ょうことして新しい筆箱を買うことを決め、家族に相談する。しかし、お母さんに「最近買った

ばかりの筆箱があるでしょ」と反対された。その後、まゆみは、お母さんに不満を抱きつつも、

お父さんの幼いころの話を聞いて、まゆみは自分の行動を見つめ直し考え始める。そして翌日、

友達におそろいの筆箱を買わないことを告げるというものである。 

そこで、主人公があれだけ欲しがっていた筆箱を買わないと決めた理由について話し合う活動

視点 人 数
(26人） 

教材名「雨のバス停留所で」 

視点１ 
【多面的・多角的】 

６人 
 

児童 A ぼくはルールをやぶったことはあるけど、
友だちの意見を聞いて周りの人やお母さん
みたいにルールをやぶらないようにしたい。 

視点２ 
【自分自身】 

４人 
児童 B これまでの自分は、自分の事を最優先に

していたけど、これからは、他の人のこと
も考えて行動していきたいです。 

【道徳的価値の理
解のみ] 

１６人 

児童 C これからもきまりを守ろうと思いました。  
児童 D 今日の学習で気づいたことは、ルールは

まもるべきものだとわかりました。 

図２ 対話の場面 

①発問 
よし子さんは、な
ぜ走ったのか。 

②問い返し 
そんな中お母さんは、よし子さんを強い力で
引き止めたよね・・ 

（児童 E） 

雨が降ってい

るから、早く座

りたかった。 

（児童 G） 

いや、それは違うよ。 

後から来たよし子さん

達が先にバスに乗る

のはおかしい。 

（児童 F） 

先頭に並んだよし

子さんはきまりを守

っていたと思う。 

 

表５ 児童のふり返り記述（抜粋） 



を通して、自分で判断し行動するよさは何かについて考え、自分の生活を見直し、周りに流され

ず節度ある生活を送ろうとする心情を育てることをねらいとして行った。 

(1）分析的思考における発問の工夫 

第２回検証授業では、主人公の行動に関する発問や問い返しが多く、児童の発言においても

「ルールをやぶらないようにしたい」、「自分のことを最優先にしていた」などの主人公の行為

に関する記述が多かった。そこで、第５回検証授業では、表１の分析的思考の「②時間軸」や

「③条件軸」を活用して、ねらいに迫る発問を行った。主発問では、「②時間軸」を使って、図

１のⅡの「教材を通して改めて確かめたい、一般的な価値の自覚」から、教材を通して自分自

身との関わりの中で捉えさせるため、「どうして、まゆみはあれだけ欲しがっていた筆箱を買わ

ないと決めたのか」と主人公の心情の変化を考える発問をした。 

図３を見ると、児童Ｈは「お父さんの話を聞いて・・

物の大切さが分かった」といったように、主人公の心情

の変化を捉え、記述をしている。児童Ｉは「お父さんが

まゆみと同じことがあってその話をしてくれたか

ら・・」といったように、お父さんの話を聞くことで、

まゆみに新たな視点が加わり、自分の考えを見つめな

おして決断したと記述をしており、多くの児童が類似

の記述をしていた。さらに児童Ｆは、お父さんの考えを

基に、お母さんの言葉の意味を考え、買わないことを決

断することに至ったことが分かる。 

このように、主発問では、「②時間軸」を使った発問

を行うことで、主人公の心情の変化を自分との関わりの中で捉えるとともに、多面的・多角的

に考えることができた。しかし、児童Ｊのように、「まゆみが買わないと決めた」と一面的な視

点から考えている児童が２人いた。 

次に、補助発問では、「③条件軸」を使って、図１のⅢの「さらに深めたい子どもの考え」か

ら、教材から離れて自分の生活に置き換えて考えさせ

るため、「人は欲しいものを買えた方が、よい人生では

ないか」とゆさぶりの発問をした。図４の補助発問後の

児童の発言を見てみると、児童Ｋの「わがままな人にな

る」という考えに、児童Ｌが付け足して「後から後悔す

る」という意見が出てきた。また、児童Ｄは、「お母さ

んに怒られる」という他律の視点から、児童Ｍが「そこ

から悪い人生にいく」といったように自分の現状を内

省する視点から、これからの生き方につなげて捉え、発

言していた。このように、補助発問では、「③条件軸」を使った発問を行うことで、児童は、道

徳的価値を基にして、自らの今後の生き方に結び付けて考えることができた。 

  (2) 技能的要素を意識した対話の工夫 

    第２回検証授業では、主発問の後に行った対話の場面において、自分の考えを伝えたい人に

伝える尋ね歩きを取り入れた。その際、自分の考えを伝える相手や内容を明確に示さなかった

ため、児童が思考を深められず、全体で交流する場面においても、議論が深まらなかった。 

第５回検証授業では、対話の場面において、教師は表３の技能的要素を用いて、児童が自分

の考えをただ話すだけでなく、相手がどのような考え（意見）を持っているのかを聴き合える

ようにした。その際、隣同士のペアからグループ、そして全体での対話を行った。 

図５は、対話における児童の思考の変容例である。「節度，節制」に対する児童の道徳的価値の

確認と児童それぞれが持っている考えの共有を目的として、導入時には、「物を大切にするとは

主発問 どうして、まゆみはあれだけ欲しがっ

ていた筆箱を買わないと決めたのか。 

児童 H お父さんの話を聞いてまゆみが買わな

いと決めた。物の大切さが分かった。（５

人） 

児童 I お父さんがまゆみと同じことがあって

その話をしてくれたから買わないと決め

た。（１４人） 

児童 F お母さんとお父さんの話を聞いたから

まゆみは買わないと決めた。（３人） 

児童 J まゆみが買わないと決めた。（２人） 

     ※(  )は類似の記述者数 ｎ=24 

  
図３ 時間軸を使った主発問後の記述 

補助発問 人は欲しいものを買えた方が、よい
人生ではないか。 

 
児童Ｋ でも、後から後悔します。「また、買っ

てもらえる」とわがままな人になる。 
 
児童Ｌ 買えたとしても、「本当に必要だったの

か…」と後から、後悔する。 
 
児童 D どうせ、お母さんに怒られる。 
 
児童Ｍ よい人生に行っても、そこからすぐ悪

い人生にいく。 

図４ 条件軸を使った補助発問
後の発言 



どういうことですか」と発問を行い、全体での対話を行った。 

それに対し、児童Ｈが「大事に保管すること」と発言し、児童Ｆが「なくさないで自分の身

の回りに置くこと」と付け足した。しかし、このような発言は一般的な考えであったため、さ

らに「実際にものを大切にできていますか」と問い、これまでの経験を想起させるため、児童

が自分の生活をふり返り、考えられるようにした。その結果、児童Ｎの「大切にしているけど、

新しいものが出たらすぐに買い替え

たくなる」の発言のように、自分自身

との関わりの中で考えることができ

た。 

展開では、主発問の「どうして、ま

ゆみはあれだけ欲しがっていた筆箱

を買わないと決めたのか」を問い、隣

同士のペアで対話を行った。その際、

教師は表３の技能的要素を意識しな

がら、自分の意見と他者の意見を考え

る「①聞く技能」と聞き手が理解しや

すいように伝える「③話す技能」を用

いて、児童が自分の考えを広げ、多様

な考えに触れることができるように

した。その後、グループでの対話の場

面では、ねらいから脱線しないように

「④はこぶ技能」を使って、「まゆみ

は、何に気づいたのか」と発問し、児

童の考えをつなぐことを意識しなが

ら対話を促した。その結果、全体での

対話では、児童Ｍの「お父さんの話を聞

いてまゆみの考えが変わった」との発言から、相手の言葉を受けて返す力「②応じる技能」を

使って、「お母さんが買わないと決めたの」とゆさぶりの発問をすることで、児童Ｈ・Ｏは多様

な視点に気づき、「まゆみは物の大切さに気づいた」と発言していた。 

このように、発問に分析的思考を用いることで、多様な視点から児童の考えを引き出すことが

できた。さらに、対話では、教師が４つの技能的要素を意識しながら、児童同士の対話や教師と

児童の対話を中心に取り組むことで、児童が自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考える児童

の育成が有効であったと考える。 

３ 自己を見つめる姿 

(1) アンケート調査より 

図６から分析をすると、「教材の出来事を自分

の経験から、思い出しながら、考えることはあり

ますか」という項目に対し、「いつもしている」、

「だいたい」と答えた児童が全体の 19 人(68％)

から 22 人(79％)と増加した。このことから児童

が、教材を自分自身との関わりの中で捉えること

ができていると考えられる。また、これまでの自

分の経験をふり返ることによって自己の生き方

と結び付けて考えている。これは、導入と終末で、

自己を見つめる発問を工夫したためだと考える。 
図６ 自己を見つめるに関するアンケート 

図５ 対話の工夫による児童の発言の変容

例 

≪導入≫ 
  

 
児童 H 

・大事に保管すること。いつも
使うものを大切にする。愛用
する。 

児童 F 
・なくさないで自分の身の回り
に置く。 
そのままにしておく。 

児童 N 
・大切にしているけど、新
しいものが出たらすぐに
買い替えたくなる。 

《展開》 
 
 

児童 N 

・最初はお母さんが決めたけ

ど、後からお父さんの話を聞

いて、まゆみの考えが変わっ

た。 

児童 F 

・お母さんが買ってダメと言っ

た後に、お父さんが話をして、

まゆみ自身で決めた。 

児童 O 

・「考えてみなさい」とお

母さんは言ったけど決め

てはいない。自分で考え

て決めた。 

 

 
 

児童 M 

・お父さんがいてもいなくても

まゆみは買っていないと思

う。「どっちみち新しい筆箱を

買っているのに気づくし、お

父さんも自分で気づいた」 

児童 H 

・新しい筆箱を買ったとして

もお父さんの話を聞いてから

「本当に必要か」「本当の欲

しいものか」よく考えたら２つ

はいらないと思う。 

児童 O 

・ここで、お父さんの話

を聞いてまゆみは物の

大切さに気づいた。 

 

≪終末≫ 

児童 Q 

・これからは物を大切にし、わ

がままをしないようにしたいで

す。これまでの自分は新しい

物を買ってあってもまた新しい

ものを買っていいと思っていた

けれど今日で物の大切さに気

づきました。 

児童 P 

・これまでの自分は、まゆみ

みたいにおねだりをしていた

けど後悔をしないように心に

決心した。これからは、後悔

しないように前に進みたいで

す。 

児童 N 

・これまでは、新しいもの

を買っていたけど、今日

の授業で物は大切にした

方がいいと分かりました。

これからは、新しい物を

すぐに買わず、古くなるま

で使おうと思いました。 

 

発問  ものを大切にするとは・・ 

対話（教師と児童） 

主発問  どうして、まゆみはあれだけ欲しがっていた筆箱を買わないと決めたのか。 

補助発問  まゆみは、何に気づいたのか。 

ふり返り（全体） 

対話（児童同士） 

実際に物を大切に
できていますか。 

対話（全体） お母さんが買わな
いと決めたのか。 



(2) 児童のふり返りから考察 

図７は、事前・事後のアンケートから自己を

見つめることに関して肯定的に変容した児童

の記述である。児童Ｌ・Ｍは、「していない時が

多い」から「いつも」と変容した。児童Ｌの記

述は、「今度いとこが生まれてくるときは・・・」、

児童Ｍは、「これまでの自分は・・・」といった、

登場人物を自分に置き換え、今後を見すえて考

えていることが分かる。 

児童Ｄは、「していない」から「だいたい」に変容している。児童Ｄは、「色々な人を支えた

り守ったりしていきたいと思います」と現在の自分自身をふり返りながら自らの行動や考えを

見直していることが分かる。 

以上により、自己を見つめる発問を行うことは、自己内対話や他者との対話的な学びにおい

て、新たな気付きが生まれ、さらに自己を見つめることの手立てとして有効であったと考える。 

４ 物事を多面的・多角的に考える姿 

  (1) アンケート調査より 

図８から分析すると、「友だちの意見を聴い

て、自分の考えを深めることができていますか」

という項目に対して「いつもしている」、「だいた

い」と答えた児童が全体の 20 人(72％)から 24

人(86％)と増加した。このことから児童が、友だ

ちの意見を聴いて、自分の考えを深めていると

実感していることが分かる。これは、展開で多面

的・多角的に考える発問の工夫をしたためだと考える。 

(2) 児童のふり返りから考察 

    図９は、事前・事後のアンケートから多面的・

多角的に考えることに関して肯定的に変容した児

童の記述である。児童Ｄ・Ｍは、「していない」か

ら「だいたい」に変容した。児童Ｄの記述は「友

だち（児童Ｆ）の意見が少し納得しました」、児童

Ｍは、「なぜなら、自分の考えより、もっといい考

えもでてきていたから・・・」と自分と違う立場

や考え方を理解しようとしていることが分かる。

また、児童Ｌは、「していない時が多い」から「だい

たい」に変容した。児童Ｌは、「（前略）２人（児童Ｆ、児童Ｇ）がいっぱい発表しているのに・・・」

と様々な視点から捉え、道徳的価値について考えを深めていることが分かる。 

以上により、多面的・多角的な発問を行うことは、教師や児童同士の対話的な学びにおいて、

考えのよさに気づいたり考えが変わったりすることによって、道徳的価値について様々な視点

から捉え、多面的・多角的に自分の考えを深める手立てとして有効であったと考える。 

 ５ 評価について 

第５回検証授業の本時の評価について、表４の学習活動を見取る視点を基に、終末における児

童のふり返りの記述から考察する(表６)。 

視点１に触れてふり返りを記述していた児童が８人いた。児童Ａは「お父さんの話を聞いて・・」

とあるように、一面的な見方から多面的・多角的な考えに主人公の心情を捉えている。これは、

主人公のその時の心情を様々な視点から捉え考えている。 

【事前・事後のアンケート】 
友だちの意見を聴いて、自分の考えを深めること

が できていますか？ 
児童Ｄ ぼくは、友だち（児童Ｆ）の意見が少し納得しまし

た。「感謝したのは、誰なの？」と聞かれてから「感謝
したのはお母さんだと思う！」といって「確かに自分が
生きているから産めたのか」と少し納得しました。 

児童Ｍ ４人の友だち（児童Ｆ、児童Ｂ、児童Ｇ、児童 O）の
発表を聞いて、少し意見がかわりました。なぜなら、

自分の考えより、もっといい考えもでてきていたから
です。 

児童Ｌ （前略）２人（児童Ｆ、児童Ｇ）がいっぱい発表してい

るのにびっくりしました。次は、発表がいっぱいできる
ようにがんばりたいです。 

図９ 肯定的に変容した児童の記述 

【事前・事後のアンケート】 

教材の出来事を自分の経験から、思い出しながら、
考えることはありますか？ 

児童 L 今日の学習で昔いとこが生まれてくるときに、「生まれ
るんだ」としか考えてなかったけど今度いとこが生まれて
くるときは、「どうか生まれてきますように」と思いたいで

す。 
児童Ｍ これまでの自分は、命の大切さはわかっていました。

でもこのじゅぎょうをやっていたら命の大切さがわかりま
した。 

児童Ｄ これから、大人になっていくにつれて今までぼくを支え
てくれた人や色々な人を支えたり守ったりしていきたい

と思います。 

図７ 肯定的に変容した児童の記述 

 
図８ 多面的・多角的な考えに関するアンケート 



児童Ｉは、「自分の考えが変わりました。これからは、自分で・・考えて物を買うようにしたい・・」

と記述していることから他者と議論する中で道徳的価値の理解を深め、さらに生活場面において

自分で判断して行動しようとしている。児童Ｒは、「ちゃんと自分で考え・・友だちの考えに・・

納得しました」とあるように道徳的価値を実現する難しさを自分のこととして考え、多様な視点

から考えている児童Ｎの意見を聞いて納得している。 

視点２に触れて記述した児童は 15 人おり、その中で、児童Ｂは、「ほしい物があれば・・本当

に必要なのか・・」とあり、学習を通して、道徳的価値について、これまでの自分の行動をふり

返り、今後の自分の生活の改善にまで考えが及んでいる。これは、道徳的価値を自分自身との関

わりの中で考えを深めている。児童Ｎも、「物を大切にしないで、新しいものを買っていたけど・・

これからは、・・古くなるまで使おうと思いました」と記述しており、現在の自分自身をふり返り、

教材から学んだことを通して、自らの行動を具体的に今後の生活につなげて考えている。児童Ｈ

は、「友だちの意見(児童Ｉ)で・・分かりました。これまでの自分は・・」とあるように相手の感

じ方、考え方を理解し、自分自身をふり返りながら考えを見直している。 

これは、対話を通してこれまでの自分の経験から考え、道徳的価値の理解を深めている。しか

し、道徳的価値の理解に留まっている児童が 23 人中４人いた。その中で、児童Ｔの記述は、「古

くなっても長く使っていくほうがいい・・・」、児童Ｕの記述では、「気持ちが変わったからもう

買わないとなったと・・・」のような道徳的価値の理解で終わって記述していた。  

このように、児童Ｔ・Ｕのような道徳的価値の理解をさらに広げ、深めるためには、発問後に、

その考えの根拠について問い返したり、児童同士の対話につなげたりするなどの工夫が必要であ

ると考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 教師がねらいを明確に立てることで、発問が精選され、児童がこれまでの生活をふり返りな

がら道徳的価値の理解を基に、他者の考えに触れ自分の考えをより深めている児童が増えた。 

  (2) 導入と終末で、児童が自己を見つめることができた。展開においては、児童が他者の意見に

触れ、物事を多面的・多角的に考え、これからの生き方について考えている姿が見られた。 

 ２ 課題 

  (1) 授業で、児童の新たな考えが出た場面において、それに対する問い返しの発問ができなかっ

た。発問に対する児童の発言を教師が対話につなぎ、広げる授業づくりが今後も必要である。 

  (2) 自己を見つめる場面において、自分の考えが思い浮かばない児童や相手に伝えるのがうまく

できないなどの苦手にしている児童への手立てをどう工夫するか、今後も研究が必要である。 

人数 学習活動を見取る視点（表４） 

視点１ 

 
８人 

児童Ａ：お父さんの話を聞いてまゆみの気持ちが変わったと分かりました。(視１-①) 
児童Ｉ：友だちの考えを聞いて自分の考えが変わりました。これからは、自分で本当に買ってもいいのか、買わないほう

がいいのかちゃんと考えて物を買うようにしたいです（視１-②） 

児童 R:すぐ「買って」というのではなく、ちゃんと自分で考えて買おうと思いました。友だちの考え（児童Ｏ）「すぐ物を買
ったりしないで、古くなるまで使う」に納得しました。（視１-②） 

児童 S：物の大切さを習ったけど物だけでなく、友だちとのかかわりからも考える学習でした。（視１-③） 

視点２ 
 
１５人 

児童Ｂ：友だちの考え（児童Ｃ）の「お父さんの話を聞いて気持ちが変わった」と同じでした。今までの自分は、ほしい物

があればほしいと言っていたけど、（中略）本当に必要なのか考えたいです。（視２-①） 

児童 N：これまでの自分は、物を大切にしないで、新しいものを買っていたけど今日の授業で物は大切にした方がいい

と分かりました。これからは、（中略）古くなるまで使おうと思いました。（視２-②）。 

児童Ｈ:友だちの意見（児童 I）で「お父さんがいなくても今すぐ気づく」という考えが分かりました。これまでの自分は、筆

箱や文房具を大切にしてきたけど、これからも物を大切にしていきたいです。（視２-③） 

道徳的価
値の理解
のみ 

４人 

児童Ｔ:まゆみさんみたいななんでもほしいということじゃなくてその物が古くなっても長く使っていくほうがいいと分かりま

した。 

児童 U：今日勉強して、まゆみは、お母さん、お父さんが、まゆみに話しをしてまゆみの気持ちが変わったからもう買わな

いとなったと分かりました。 

表６ 個人内評価として基本的な考え方を基にふり返りの記述から考察 



〈参考文献〉 

白水始 2020 『対話力』 東洋館出版 

道徳教育編集部 2020 『多面的・多角的な考えを引き出す授業アイデア大全集 道徳教育５月号』 明治図書出版 

文部科学省 2019 『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』 廣済堂あかつき 

毛内嘉威 2018 『道徳授業の PDCA 指導と評価の一体化で授業を変える！』 明治図書 

石井順治 2018  『「対話的学び」をつくる-聴き合い学び合う授業』 ぎょうせい 

眞榮城善之介 2018 『平成 30 年度 修士論文 道徳科における深い学び』 琉球大学大学院 教育学コース 

道徳教育編集部 2018 『多面的・多角的な考えを引き出す発問＆板書の技 道徳教育 8 月号』 明治図書出版 

永田茂雄 2017 『平成 29 年度小学校 新学習指導要領ポイント総整理 特別の教科 道徳』 東洋館出版 

道徳教育編集部 2017 『考え、議論する道徳をつくる新発問パターン集 道徳教育 10 月号』 明治図書出版 

道徳教育編集部 2017 『２学期から始められる！道徳ノート活用術 道徳教育９月号』 明治図書出版 

村松賢一 2001 『対話能力を育む 話すこと・聞くことの学習』 明治図書出版 

 

〈参考 WEB サイト〉 

沖縄県教育委員会 2021『令和 3 年度版「問い」が生まれるサポートガイド』 

 https://www.pref.okinawa.jp/edu/gimu/gakuryoku/toisapo/documents/02_r3_hazimeni_2.pdf（最終閲覧 2021

年６月） 

中央教育審議会 2021 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最

適な学びと，協働的な学びの実現～(答申)  

https://www.mext.go.jp/content/20210126-mxt_syoto02-000012321_1-4.pdf（最終閲覧 2021 年７月） 


