
はじめに
　現在、学校教育における道徳教育のあり方が大
きく変化しようとしている。道徳の「特別の教科」
化が 2018 年度から小学校で、2019 年度から中学
校で実施されることが決定したからである。この
変化は、教職課程を擁する大学における道徳教育
の指導法にも影響を与えると予想される。本稿で
は、現時点における大学教職課程道徳教育論の授
業の取り組みを紹介したい。
　筆者は、2009 年から幾つかの大学短大の教職
課程で道徳教育論（指導法）を担当してきた。専
門が教育史であるため、近代日本の道徳教育史を
授業内容に多く取り入れている。戦前の道徳教育
が形成されてきた過程、敗戦によるその結末、戦
後の「特別の時間」道徳の設置から前述の「特別
の教科」化に至る経緯と理由を概説している。こ
うした過程で見られる「道徳教育」と今を生きる
学生たちの「心」とはどのような距離と関係にあ

るのだろうか。筆者は、学生たちがその点を感じ
取り、考えながら授業を受けて欲しいと考え、学
生一人ひとりに自分の「心に残る言葉」を受講者
全員の前で発表させることにしている。さらに、
少人数の場合は一人ひとりに 20 ～ 30 分間の道徳
の模擬授業をすることを課題としている。本稿で
は、現代の大学生がどのような言葉に心を動かさ
れているのか、「心に残る言葉」を発表すること
はどのような意義があると考えられるか、模擬授
業のテーマの多様性について論じたい。こうした
取り組みを公開することは、今後の小中高等学校
教員養成において、道徳教育を担う若者を理解し、
教育する上で意義があると考える。

１.　先行研究の検討
　大学の教職課程における道徳教育論の指導に関
する最近の研究としては、志々田まなみ・天野か
おり「教職に関する科目『道徳教育指導法』の指
導方法の充実・改善に関する考察―体験活動を活
用した道徳教育に注目して―」（2012 年）、池田
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裕子・平間信雄「『道徳教育論』の実践的課題～
3 年間のまとめと検討～」（2013 年）、内海崎貴子

「教職課程科目『道徳教育の指導法』における授
業実践―学習指導案の作成と模擬授業を中心とし
て―」（2015 年）、内山宗昭「道徳教育の指導法
と各領域との連携に関する理論的課題―アクティ
ブ・ラーニングの導入ならびに総合的な学習の時
間との連携から―」（2015 年）、柳沼良太「日米
の道徳教育に関する比較考察～目標、内容、指導
法、評価を中心に～」（2015 年）、木村和美「大
学の教職科目『道徳の指導法』の在り方に関する
一考察」（2016 年）等がある。
　これらの研究は、2006 年の教育基本法改正を
受け、2014 年の中央教育審議会「道徳に係る教
育課程の改善等について（答申）」、2015 年学校
教育法施行規則改正により、「道徳の教科化」が
決定された過去 10 年の国家的な道徳教育改革の
流れの中に位置づけられる。上記全ての論文に学
習指導要領が引用され、それに沿うように学校教
育の中で道徳教育を行うことを当然として認めた
上で、その学校教育としての道徳教育を担う教員
養成課程における教育内容の実践例の提示や理論
的研究となっている。
　他方、雨田英一、松下良平等は、「教科化」を
安倍政権の教育政策と政治的に捉えて批判してい
る。雨田は、「誠実」という徳目を例にあげて、
全ての人間に同じレベルの「誠実さ」を教育する
ことの危険性を指摘し、松下は、「国家と国民の
一体化を求める動きと、政府への国民の同調を求
める動きとを混同しないこと」（松下　178）の重
要性を強調している。松下は、道徳教育全てを「押
しつけ」として否定するのではなく、「よりよき
社会を築いていくことを通して、よりよき自己や
生き方を追求していく道徳教育」をシティズン
シップ教育として行うことを推奨している（松下
181）。
　道徳の指導法あるいは道徳教育論の理論として
は、サービスラーニング（志々田、天野　前掲論
文）アクティブ・ラーニング（内山宗昭　前掲論
文）、人権教育・参加体験型学習（木村、前掲論文）
等の道徳教育の方法論が展開されている。こうし
た傾向は、徳目主義の座学中心であった日本の道

徳教育に、実践的で経験主義的な要素を取り込む
ことで一致している。柳沼は、「道徳授業の効果
をいかに高めるかが大きな課題となっている。」
（柳沼　163）と指摘し、木村は、大学教職課程に
おける「道徳の指導法」という科目を、「教員志
望の学生が義務教育段階で感じていた道徳の時間
に対する『楽しくない』『ためにならない』とい
う考えを肯定的なものへと変化させる役割を担う
科目でもあると考えている。」と述べている。大
学教職課程の道徳教育関連科目は、従来の「価値
観の押しつけ」や「心の支配」から方法論的に脱
却し、政策批判はあるものの、文科省の指導を具
現化する有効な装置となることが自明の大前提で
ある時代になってきていると言える。
　こうした 2000 年代初頭とは異なる方向性を持
ち始めた先行研究に対し、筆者には、ひとつ歴史
研究として明らかにしたい問いがある。日本教育
界は戦後、戦前修身教育の反省から、コンドルセ
に源流を持つ「国家は個人の内面に介入しない」
という近代教育の原則を重視する姿勢を取ってき
た。それは、民主主義を教える教育ですら「価値
の押しつけ」として戒める、ある意味で徹底的な
ものであった。こうした「個人尊重」の主張は、
1958 年学習指導要領の告示化、教科書検定制度、
教育委員会制度改革等によって戦後学校教育に現
実的な効果を持っていたとはいえない側面もあ
る。しかし、堀尾輝久、兼子仁等の先駆者により
教育学としては主流を占めてきた。コンドルセ自
身は、宗教的偏見から抜け出たヨーロッパに「新
しい光明によって自由・人間性・徳が再生できる
瞬間」（コンドルセ　120）を待望していた。それ
では、戦後日本の知育中心の教育はどのような人
間を育ててきたのだろうか。知育偏重やいじめと
いったマイナスの面ばかりが教育的課題として注
目される昨今であるが、本稿では、2009 年以来
筆者が取り組んできた大学短大における道徳教育
の実践を紹介しながら、本学はじめ筆者が授業で
触れ合ってきた学生たちの心のあり様や道徳観を
描き出したい。
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２．「心に残る言葉」の発表
２−１　発表することの意味
　この発表の第一の目的は、前述のように「（自
分の）心の動きをみつめる」ことである。「心と
は何か」、「心の教育はできるか」という問題は、
道徳教育における永遠の課題であろう。一人ひと
り異なる心のありようにどのように学習の機会や
教育的環境を与えるかが道徳教育のキーポイント
であることは間違いない。
　前述のように、ある「心に残る言葉」と出会っ
ていても、その言葉を巡って動いた自分の心を表
現することは必ずしも簡単ではない。人前で言い
たくないこともあるであろう。なんとなく言葉は
印象に残っていても、それが「何故心に残ってい
るのか」と問われると思い出せなかったりもする。
であるから、事前に、「言いたくないことは言わ
なくても良いです。伝えたい範囲内で発表してく
ださい。」と学生には伝えている。それゆえ、言
葉が心に残った背景についての説明は個人差が大
きい。しかし、大半の学生が自分と真剣に向き合っ
ているように感じられる。これは、筆者の第一の
目的が、個人差はあったとしても、ある程度達成
されている証と捉えられる。授業後に、まだ自分
の気持ちを話したいと思ったのか、筆者に話しか
けてきた学生も少なくなかった。
　更に、発表が終了するころになると、クラスメー
トの発表に対するコメントが充実してくる。発表
された全ての言葉にコメントがぎっしり書かれて
いることも稀ではない。「同世代の人間がどのよ
うな悩みや感性を持って生きているのかを知れて
良かった」という気持ちが伝わってくる。教室が、
その場限りかもしれないが、自分にとって大切な
体験や言葉を他者と「共有する」場になっている。
この「共有」が本授業の第二の「ねらい」である。
　発表前半には、発表中に関係の無い私語で教室
がざわついている時もあるが、「他の人の発表は
静かに聞きましょう」と注意すると、さすがに後
半の発表は身を入れて聞いてくれる。コメント
シートもぎっしりと文字が書かれている場合が多
い。コメントシートには、「これだけ多くの人が
発表して、同じ言葉が出てこないのはすごい」、「同
じ言葉でも、人によって感動したり、感動しなかっ

たりするのだと思った。」、「どの言葉も印象深かっ
た。自分と重なる部分も多かった」と、肯定的な
コメントがほとんどであった。

２−２　学生が選んだ「心に残る言葉」の特徴
　学生が選んだ「心に残る言葉」は多様である。
2009 年から 200 人近くの学生の発表を聞いてい
るが、同じ言葉を聞いたことは、ほとんど無い。
発表された言葉の一部であるが、学生が発表した
言葉を表 1 と表 2 に分けて示した。表 2 は、著作
権の関係上言葉そのものを表記することができな
いので、その言葉が含まれている原典となる作品
名のみ掲載している。かなり一般的に知られてい
る作品が多いので、作品名および作者だけを記し
ても意味があると考える。
　表 1 から、まず、気付くのは、彼らの「心に残
る言葉」は、有名人の言葉というよりは、父、母、
学校の先生、友達等の身近な人から、嬉しい時、
悲しい時、苦しい時にかけてもらった言葉である
ことが圧倒的に多い、ということである。次に歌
詞、人気グループのヒットソングの一節や、有名
無名の自分の好きなアーティストの歌の歌詞が強
く印象に残っているようである。
　これらの表には示さなかったが、学生たちには
どのような時にその言葉を聞き、どのような「心
の動き」があったのかを発表中に述べることを求
めている。その状況が詳しく説明されることもあ
るが、言葉だけ発表して詳しい説明をできるだけ
省こうとする姿勢の学生も見られる。言葉が心に
響いた背景として多いのは、部活動の試合で負け
て落ち込んでいる時、友人関係がうまくいってい
ない時、受験に失敗した時等である。こうした苦
境の中で、示された言葉は、「背中を押してくれ
た」、「踏みとどまらせてくれた」、「力づけてくれ
た」言葉として表出されていた。

２−３　学生が発見した発表することの意味
　この「心に残る言葉」を発表するということの
意味に関して言えば、自分の「心に残る言葉」は
とても大切で、「みんながどう感じたかが気にな
る」、「知りたい」ということを言う学生が少なか
らずいた。また、「自分の鎧や殻が取れたようだ」
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と感じたり、「みんなの顔が良い意味で発表前と
変化して見えるようになった」という学生もいた。
　最近は、多数の学生が受講する授業になりがち
なので、学生も、他の学生の発表時間や授業に配
慮してできるだけ短く済ませようとしているよう
に感じる。その言葉が発せられた時の状況や自分
の気持ちを表現する時間はできるだけ省きたいと

思っているのではないかと疑われるほど、皆の前
に立っている時間を極力短縮しようとする学生が
少なくない。残念ながら、筆者がメモを取ってい
ると既に自分の席へ戻ろうとしている学生もい
る。筆者のこの発表に対する意図をもっとはっき
り伝える必要があるかもしれない。　　　　

表 1　学生が発表した「心に残る言葉」と「言葉を発した人」または典拠
心に残る言葉 言葉を発した人

「お前の隣が一番落ちつくわ」 小学校 1年からの親友
人に好かれたいなら、人を好きになることだ
やさしくされたいなら、やさしくしよう
自分を信じてほしいなら、人を信じよう

TBSテレビドラマ「ルーキーズ」（森
田まさのり原作 2008 年から放映）で
主人公の教師が不良の野球部員に
言った言葉

家族を大切にしない男は男じゃない 両親
好きと愛するの違い
好きは自分が満たされること、
愛とは相手に与えること

不明

命どう宝（ぬちどうたから）
「命こそが宝」という意味

琉球王国の王様が作った歌

以心伝心なんか無い　伝えることが大事 ある人のインタビューから
「己の欲せざるところは人に施すことなかれ」 孔子
人は不条理で分からず屋で、わがままな存在だ。それでもなお、人を愛
しなさい。

マザー・テレサ、ケント・Ｍ・キー
ス

努力する人は希望を語り、
努力を怠る人は不満を語る

「誰の言葉かは知らない。」（井上靖の
言葉）

過ぎたことを悔やんでも仕様がないじゃないか。
次にどうすればよいかを考える

ドラえもん

勝っておごるな。負けてくさるな あるアイドルの座右の銘
自分の名前の中にある「樹」という文字は、おまじないみたいなもの。親
がつけてくれ、与えてくれた。「大きな樹のようにまっすぐ育ってほしい」
と。

親

やったもん勝ち 先生
友人とは見返りを期待せずに親切にすること 　不明
間の抜けた人にならないで、人間になりなさい。
間には、仲間、時間、空間の三間（サンマ）があります。

小学校の時の先生

おはよう 　みんな
悲しいだけの思いにひたってんじゃねえ 中学校時代の友達
人間は行動した後悔よりも行動しなかった後悔が残る
反省は未来を変えようとし、後悔は過去を変えようとする。

高校の時に出会った言葉

やる時はやる！ 高校の卒業式に聞いた言葉
学問なき経験は、経験なき学問に勝る 高校の時の先生が大学受験の時に

言ってくれた。
装備が貧弱でも、レベルが足りなくても、心折れない限り、逃げるな戦
え

　不明

継続は力なり 　不明
人は幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔だから幸せになる 　不明
Tomorrowisanotherday. 高校時代の先生が言ってくれた言葉

‒ 86 ‒

教職課程における道徳教育の一実践4



素直にごめんと言える力をつけよう インターネット
もし明日自分が死ぬとしたら、悔い無く、いつ死んでも良いように悔い
なく生きろ

　不明

死は最後の希望 高校時代の受験期に友達が言ってく
れた言葉

物事がうまくいっている時、人はたくさんいるけど行き詰った時にいて
くれるのが本当の友達

　不明

見逃しの三振よりも空振りの三振 TBSバラエティ「学校へ行こう！」
君の人生は長く世界は果てしなく広い　肩の力を抜いていこう 　不明
努力すれば結果はあとからついてくる 　不明
人にやられていやなことはしない 　不明
失敗を直せば強くなる 　不明
楽しいから笑うのではなく、笑っていれば良いことがある 　不明
迷ったら困難な道を行け 　不明
人間万事塞翁が馬 　不明
元気、やる気、勇気 小学校の時の担任の先生
チクッと刺さって、イラッとする時、それは図星だからである トーベ・ヤンソン作「ムーミン」の

登場人物　ミィの言葉
自分たちの可能性を信じなければ始まらない。 中学の時の担任の先生
お前、泣いていれば良いと思うなよ 兄
格好つけずいつもの自分で 父
自分しかできないものを見つける前に、今の自分にできることを探しな
さい。

美術の先生

出会った人が先生である 日本の実業家、岩谷直治
明日やろうは馬鹿野郎 テレビドラマ「プロポーズ大作戦」

の中のセリフ
為せば成る　為さねばならぬ　何事も　ならぬは人の為さぬなりけり 上杉鷹山　高校時代
人生から返ってくるのはいつかあなたが投げた球 齋藤茂太　母が言ってくれた
できないことを数えるより、できるようになったことを数えなさい。 新井淑則さん　24 時間テレビ（日本

テレビ 2016 年 8 月 27 日放映）
良い後悔はしてもいいけど、悪い後悔はするな 高校の担任の先生
強いものが勝つんじゃない。勝ったものが強いんだ。 ベッケンバウアー（西ドイツ　サッ

カー選手）
迷ったときこそ、難しい道を選ぶ サッカー日本代表　長谷部誠選手の

言葉
花の色は　うつりにけりな　いたづらに
わが身　よにふる　ながめせしまに

小野小町（百人一首）

もし　あなたが負けると考えるなら　あなたは負ける
もし　あなたがもう駄目だと考えるなら　あなたは駄目になる
もし　あなたが勝ちたいと思う心の片隅で　無理だと考えるなら
あなたは絶対に勝てない
もし　あなたが失敗すると考えるなら　あなたは失敗する
世の中を見てみろ　最後まで成功を願い続けた人だけが
成功しているではないか
すべては　人の心が決めるのだ
向上したい　自信を持ちたい　もしあなたがそう願うなら
あなたはそのとおりの人になる
さあ　出発だ

『人は心の中で考えたとおりの人間に
なる』（ジェームズ・アレン著）
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２−４　小括
　以上は、現代の若者たちの自分の気持ちを代弁
してくれる言葉や、勇気づけてくれる言葉として
心に響く言葉である。本学では、専任教員全員の

「座右の銘」を本学ホームページに公開している。
相互いに響き合う教育を目指したい。

３．道徳の模擬授業（中高等学校）
　近代日本における道徳教育の歴史および戦後日
本の道徳教育の歴史を教育基本法改正、道徳の教
科化までについての授業を筆者が行い、平行して

「心に残る言葉」を発表した後に、学生一人ひと
り、あるいは、時間の都合上 3 ～ 5 名で構成され
るグループに 25 ～ 35 分程度の道徳の模擬授業を
実施してもらう。テーマは自由である。対象は、
自分（達）が教育実習に行く学校種の中で自由に

設定して良いことにしている。ここでは、今年度
前期に授業があった生活デザイン学科の受講生が
実施した模擬授業のテーマを表 3 に示した。

３−１　テーマ
　生活デザイン学科は、中学高等学校の家庭科教
諭を目指す学生で構成されており、人数が 15 名
と少ないため、一人 1 回ずつの模擬授業を実施し
た。学生達が取り上げたテーマが多様で、一人の
重複も無かったことに、学生も筆者自身も圧倒さ
れた。これは、学生たちが道徳というものに深い
関心を持ちながら生きていることの証であると思
われる。
　15 名の学生が取り上げたテーマを全て表 3 に
示した。彼女たちが取り上げたテーマは、日常的
な「思いやり」、「自分だけが良いと思っていませ

表 2　学生が発表した「心に残る言葉」の出典

絢香「はじまりの時」作詞・作曲・唄　絢香

Mr.Children「終わりなき旅」作詞・作曲：KAZUTOSHISAKURAI、唄：Mr.Children

キロロ「ベストフレンド」作詞・作曲：玉城千春唄：キロロ

嵐「ファイトソング」作詞：嵐、作曲：二宮和也　唄：嵐

WACCI「大丈夫？」作詞・作曲：橋口洋平

THEBLUEHEARTS「リンダ・リンダ」作詞・作曲：甲本ヒロト、唄：THEBLUEHEARTS

茨木のり子『自分の感受性くらい』花神社　2005 年

BumpofChiken“Stageoftheground”　作詞・作曲：藤原基央、唄：BumpofChiken

SPYAIR“Beautifuldays”　作詞：MOMIKEN、作曲：UZ

ゴールデンボンバー「広がる世界」作詞・作曲：鬼龍院翔、唄：ゴールデンボンバー　

Exile“Giver”　作曲：平田総一郎　作詞：ATSUSHI、唄：Exile

「バイバイ」作詞：佐香智久、TomoyukiOgawa　作曲：TomoyukiOgawa

かりゆし 58「オワリはじまり」　作詞・作曲：前川真悟唄：かりゆし 58

「ひまわりの約束」秦基博3DCGアニメ映画「STANDBYMEドラえもん」主題歌
作詞・作曲：秦基博
高校時代の英語の時間に聞いたスティーブ・ジョブズ「ステイ・ハングリー、ステイ・フーリッシュ」（米スタ
ンフォード大卒業式（2005 年 6 月）における演説）

サンボマスター「できっこないをやらなくちゃ」　作詞・作曲：山口隆、唄：サンボマスター

小田和正「たしかなこと」作詞・作曲・唄：小田和正
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んか」、「高校生として、しておくべきこと」、「レッ
テルを貼ること貼られることがどのような意味を
もつか」という問題から、死に直面して「一日の
価値」や、「一人の命と多数の命の重さは違うか」
といった生き方の問題、「国家にとっての正義と
人間としての正義の違い」について杉原千畝を取
り上げたり、スモーキーマウンテンで暮らすフィ
リピンの子どもの幸福感をもとに「豊かな心とは

何か」を問う貧困問題を含め視野を世界に広げた
授業、ジェンダーがどのように形成されているか
を、身近な事例で生徒に気付かせていく「男らし
さ、女らしさとは何だろう」という授業、更には、
「地球に住んでいるのは人間だけではない」とい
う環境問題と地球人としての人間の生き方を問う
た授業等、視野の広さ、問題意識は豊かであった。

表 3　学生による道徳の模擬授業のテーマと内容（概略）
学生名 テーマ 使用した教材 内容概略

A 思いやりのある豊かな
心

ワークシート
読み物資料

「本当の親切」とは相手を思いやる心から生まれるこ
とを読み物資料「思いがけぬできごと」から学ぶ

B 自分だけは良い～あな
たの中にそんな気持ち
はありませんか～

ワークシート
読み物資料

「自分さえ良ければ」と思ってしてしまう行動を読み
物を事例として考えさせる。

C 自分をみつめる ワークシート
長谷部誠著『心を整え
る―勝利をたぐり寄せ
るための56の習慣』（幻
冬舎文庫　2014 年）

サッカー選手長谷部誠が著書で述べている心の整え方
を教室で紹介し、実践してみる。

D 1日の価値 ワークシート
読み物資料
住野よる著『君の膵臓
を食べたい』（双葉文
庫　2015 年）

「普段の生活の中の一日と、余命を宣告された一日の
価値は違うのか」ということを読み物資料から考えさ
せる。

E 一段違いの景色 ワークシート
柔道　篠原信一選手の
試合写真

柔道の篠原選手のオリンピック決勝戦で下された判定
に対する姿勢から、「自分の意に反する物事を受け入
れる心の強さ」を学ぶ。

F ロボットと私たち ワークシート
読み物教材
星新一著「きまぐれロ
ボット」（角川文庫　
1972 年）

AI 産業が盛んになっている今日、ロボットが人間の
日常生活に入ることが当たり前になる将来が間近に
迫っている。ロボットと人間はどのように共存できる
かを考える。

G 「男らしさ」「女らし
さ」って何だろう？～

「らしさ」から見える
ジェンダー～

ワークシート、黒板に
貼る教材

普段「男らしい」、「女らしい」と思い込んでいる事柄
は、男女の性差として通文化的な根拠を持っていない
ことを示しながら、ジェンダー（社会的な性差）に対
する偏見をなくすことを学ぶ。

H 人としての是非
～何が正しくて間違っ
ているか～

ワークシート、黒板に
貼る杉原千畝の写真、
アウシュビッツの写真

国家として認証された総統ヒトラーと、国家が定めた
法律を犯してもナチスの迫害からユダヤ人 6000 人に
ビザを発行し、国外へ脱出させた杉原を比較しながら
紹介し、「人としての是非」を考えさせる。

I 選択とは何か～路面電
車のジレンマ～

ワークシート
紙芝居、おもちゃの列
車

ブレーキの利かなくなったトロッコ電車の先が二股に
分かれ、一本の線路には 5人の工夫が働いていて、も
う一本の方には 1 人の工夫が働いている。「あなたが
トロッコの運転手ならばどちらの線を選ぶか」という
問を発し、選択において様々な考え方があることを学
ぶ。
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J 高校時代を充実させる ワークシート
「高校時代にしておき
たい 30 のこと」

高校時代にしておきたいこと、例えば「親友を作る」「恋
愛をする」等、その理由をユーモアと自身の実体験を
交えて話す。

K 地球で生きるというこ
と

ワークシート
動物の写真
八塚顔高「みんなの願
い」星新一『ショートショー
トの広場 8』（講談社文
庫　1987 年）所収

「最後のお願いを一つだけかなえてあげる」と言われ
たら、貴女はどう答えますか？今地球温暖化によって
絶滅の危機を迎えている動物達は、「人類を消して」
と願っています。地球に生きているのは、人間だけで
は無い事を気付かせる授業。

L 親しき仲にも礼儀あり ワークシート 親しくなるとついきつくなったり、粗雑になってしま
う言葉の使い方について考え、相手の気持ちを配慮し
た言葉の選び方を丁寧に学ばせる。

M 忘れられないおくりも
の
～心に残り続けるもの
～

絵本：スーザン・バー
レイ著小川仁央訳『わ
すれられないおくりも
の』、（評論社　1987 年）
ワークシート

スーザン・バーレイの絵本をもとに、「おくりもの」
は物だけではなく、教えられた技術や文化の伝承も「忘
れられないおくりもの」になることを学ぶ

N 貧しい地域の子どもた
ちから学ぶ豊かな心

池間哲郎『あなたの夢
はなんですか？私の夢
は大人になるまで生き
ることです。』（致知出
版社　2004 年）、ワー
クシート
スモーキーマウンテン
の写真

フィリピンのスモーキーマウンテンで生活する子ども
の「夢とは何か？」また、「最も大切にしているもの
とは何か？」を、考えさせながら、心の豊かさとは何
かを学ぶ。

O 自分らしさとは まど・みちお作「ぼく
は何を」『いいけしき
　まど・みちお少年詩
集』（理論社　1981 年）
ジャイアンの絵
ワークシート

まど・みちおの詩をもとに「お父さんらしさ」、「お母
さんらしさ」を、ユーモアを交えてイメージさせ、「自
分らしさ」を考えさせる。「自分らしさ」は長所短所
両方から成り立っていること、長所が短所に短所が長
所になる場合もあることを示し、自分を深くみつめら
れるようにする。

P 他者尊重の心を学ぶ ディスカッション
ワークシート

「階段が登れなくて困っている人を見たら声をかけま
すか？」という問を発し、「かける」「かけない」の二
つに意見が分かれた状態で、ディスカッションを行う。
ディスカッションの原則、相手の意見を聞く、尊重す
る姿勢を学ぶ。

Q 一瞬の刻み方 ワークシート
椿ハナ著『口遊み』（主
婦の友社　2011 年）

本の内容をもとに、「自分のしたいことと現状」との
距離を、「白線三本」という言葉で考えさせ、それが
物理的なものと精神的な距離に分けられることを理解
させる。一瞬は両者で成り立っていること、あと少しの
努力によって人生を変えられるかもしれないことを学ぶ。

R 「レッテル」という名
の殻

HERO 著『レッテルのあ
る教室』（Web漫画）を
もとにした黒板に貼る絵
ワークシート、読み物資料

他者に安易に貼ってしまう「レッテル」がどれほど貼
られた人を苦しめるかについて、学園マンガを題材に
考えさせる。

S 望ましい人間関係を築
くために

ワークシート
ロールプレイイング

友達間の仲間外れや仲たがいがどのように生じるかを
ロールプレイイングで示しながら、「ほんの一言をか
ける」気遣いで、そうした問題が起こらないで済むこ
とに気付かせる。
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３−２　内容
　全ての内容に本文で言及できないので、表 3 中
に簡単に示した。ここでは、幾つかの模擬授業を
少し詳しく紹介したい。

①　「1日の価値」　
 Dさん（生活デザイン学科　2年生）
　高校 2 年生を対象とした生徒に「せわしなく過
ぎていく日々を考え直すきっかけやヒントを得
る」ことを目的として行われた授業である。授業
の導入部分で、「健康な人」と「病気で余命一年
と宣告された人」では 1 日の価値は同じか違うか
を生徒に問う。大半が「違う」と答える。次に、「あ
なたには今好きな人がいます。その人に告白でき
ますか。」という、高校生の興味関心を惹く事柄を、

「今の自分だったら・・・」、「もし自分の余命が
残り 1 年と宣告されていたら・・・・」という仮
定を付けて質問する。思わず皆、真剣に考える。
女子大生にとっても、真剣に考えられる設問であ
る。「この人しかいないと思ったらがんばる。」、「1
年しかない自分に振り向いてもらえる自信がない
から告白できない。」等、思いもよらないくらい
奥深く考えられた回答が寄せられる。そのあとで、
住野よる著『君の膵臓を食べたい』（双葉社　
2015 年）の一部を読ませる。膵臓の病気で余命
が短いと宣告されていた山内桜良が通り魔事件に
巻き込まれて死亡したことを知った「僕」の心境
が語られている 2 ページである。「僕は、残り時
間の少ない彼女には明日があるものだと当然のよ
うに思っていた。」という部分には線が引かれて
いる教材が配られ、先生が読む。これを読んだ後
で、もう一度導入部分で発した質問と同じ質問、

「健康な人」と「病気で余命一年と宣告された人」
では 1 日の価値は同じか違うかを生徒に問う。多
くの生徒が今度は Yes（同じである）に○を付け
た。
　この授業の面白さ、設定のうまさは、最初と最
後で考え方が変わるところである。話しの興味深
さに引き付けられながら自分の考え方が自然に変
わっていく過程を自ら捉えることができる。「心
の動き」を捉えられる、「心を動かす」授業とし
て組み立てられている。　　　　　

②　「男らしさ」「女らしさ」って何だろう？　～
「らしさ」から見えるジェンダー～

 Gさん（生活デザイン学科　2年生）
　中学 2 年生を対象とし、目的は「子どもたちは
『男の子は泣かない』『女の子はやさしく』と家庭
のしつけやメディアなどにより、自然と性別の枠
組みにはまってしまっている。そこで『男らしさ』
『女らしさ』の枠組みから、『らしさ』にとらわれ
ない一人の人間としての生き方を考え、実現に向
けて積極的に行動できる態度を育てる」と設定さ
れている。
　導入で、「今まで『男だから』『女だから』と言
われた、または聞いたことがあるか」と生徒に問
いかける。大半が「ある」と答え、「男らしさ」、「女
らしさ」と聞いて何を思い浮かべるかを聞く。「男
らしさ」には「ズボンをはいている」「カッコ良さ」
「経済力」「筋肉」「頼もしさ」「髭」といった言葉
が寄せられ、「女らしさ」には「スカートをはい
ている」「かわいさ」、「綺麗」、「美しさ」「やわら
かさ」、「髪が長い」、「ヒールがある靴をはく」と
いう印象が出る。次に「それぞれの男女に対する
印象の男女を入れ替えた時に、反対の性別でもあ
てはまるものに斜線を引きましょう」と言って、
「ズボンをはいた女性」、「カッコよい女性」、「筋
肉隆々の女性」・・・等の例を示す。男性につい
ても「スカートをはいているイギリスの男性」、「可
愛い男の子」、「綺麗な男の子」等々の例が無いわ
けではないことに気付かせる。「ひげのはえた女
性はいるか？」という問いに「いる」という答え
が爆笑の中で返ってきた。産毛のことである。
　「残ったものからわかることは何ですか？」と
問い、「身体の仕組み以外に男女の差は無い」と
先生がまとめる。ワークシートの下の方にジェン
ダークイズが出されている。「少年と父親が病気
になった。悲しいことに、父親は腫瘍が大きくなっ
て死んでしまった。少年は生き延びたが早急の手
術が必要となって病院に駆け込んだ。外科医が呼
ばれた。手術室に入り、患者を診た瞬間、外科医
は叫んだ。『ダメだ！私には手術はできない。こ
れは私の息子じゃないか！』」という文章を読み、
この外科医と少年の間にはどのような関係がある
かを問うクイズである。母親の新しい夫と子供の
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関係かと思われる人もいるかもしれないが、答え
は「母子関係」である。外科医＝男性の職業とい
うジェンダーバイアスに気付かせるクイズとなっ
ている。

③　「人としての是非～何が正しくて間違ってい
るか～」

 Hさん（生活デザイン学科 2年生）
　対象は、中学 2 年生であり、目的は、「人の行
動の正しさを二つの視点から客観的に見つめ、見
直す」と設定している。
　ヒトラーと杉原千畝という二人の人物を取り上
げ、その生き方を説明する。「良く知られている」
に留まる説明ではなく、ヒトラーを当時のドイツ
の経済状態を向上させ、国民に選ばれて総統に
なった人物として紹介する。さらに、アウシュビッ
ツの写真を黒板に貼り、ヒトラーが行ったユダヤ
人虐殺事件を示す。ここまでで、ヒトラーは肯定
されるべき人物かどうかを生徒に問う。これに対
し、杉原千畝は、第二次世界大戦中、リトアニア
のカウナス領事館に赴任していた外交官として、
国家の命令に背きながら、6000 人ものユダヤ人
にビザを発行し、国外に逃がしたという事実を示
す。ヒトラーは国家に貢献した人物であり、杉原
は国家の命令には背いた人物である。二人を比べ、
どちらが人として正しかったかを生徒に問う。
　この授業は、被爆地広島への修学旅行前の歴史
的な勉強にも、「人類の二大負の遺産」と言われ
ている広島長崎への原爆投下とナチスによるユダ
ヤ人虐殺についての学習にもなっている。

④　「地球で生きるということ」　
 Kさん（生活デザイン学科 2年生）
　対象は、中学 2 年生であり、目的は「地球上に
住んでいるのは人間だけではなく、その他いろい
ろな生物が生きているということを学ぶ」と設定
している。
　導入では、流氷の上のシロクマやペンギンの写
真等を数枚黒板に貼り、地球温暖化によって何が
起きているかを説明する。温暖化により流氷が溶
け、北極に生き物が住めなくなっている現状等を
話す。外にどんなことを知っているかを生徒に問

いかける。「砂漠化」「森林減少」「異常気象」等
の答えが出てくる。
　次に「みんなの願い」という物語の一部を読む。
「みんな一つだけ願いをかなえてあげる」と神様
に言われたら、何をお願いするかを問う。みんな
それぞれ今ほしい物を頼もうとする。しかし、こ
の話では「人間に地球から出て行ってくれ」とい
う願いを他の動物たちが持っていることがわか
る。人間だけの欲望で地球が危機的状況に陥って
いることが生徒たちのこころに浸透していく。そ
うなった段階で、自分たちになにができるかを考
えさせる。「ごみを減らす」「省エネ」等、口先だ
けではない気持ちで述べられているのが感じられ
る授業になっている。
　道徳とは人間同士の問題と思いがちであるが、
地球規模での他の生物との「共生」を保つ生き方
であることを学ぶ、スケールの大きな授業となっ
ている。

⑤　「自分らしさとは」　
 Oさん（生活デザイン学科　2年生）
　対象は、「中学校へ入学し、クラスにも慣れ始め、
周りのクラスメートについても理解し始めた中学
1年生としている。周りの人柄や存在が見え始め、
小学校とは違った自分の立ち位置に不安を感じ始
める時期である。そこで自分の個性や長所、周り
の長所を見直し、自分の存在価値に気付かせる
きっかけをつくる」ことを目的としている授業で
ある。教材にまど・みちおの詩「ぼくは何を」を
用いている。
　まず、導入で、アニメ『ドラえもん』（藤子不
二雄原作アニメ）に出てくるジャイアンの絵を見
せながら、ジャイアンの「らしさ」、「個性」は何
かを生徒に問う。ジャイアンはほとんどの生徒が
知っているキャラクターなので、「乱暴」、「威張
る人」「いじめっ子」「自分勝手だけど時々友達想
い」等の回答が笑顔で寄せられる。
　次に、まど・みちおの「ぼくは何を」という詩
を全員で読む。

ぼくは何をもっているのだ
（　　　　　　　）なら　お母さんがもって
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いる
（　　　　　　　　）なら　お父さんが
すなおさなら　ポチが
賢さなら　先生がもっている
我慢強さなら　冬のムギが
勤勉さなら夏のアリが
そして美しさなら
道端の 1本のタンポポがもっている
で　ぼくよ　何をもっているのだ

　この詩の一部、「母、父のもっているもの」に
ついては空白ができている。まず、カッコに入る
言葉を生徒に聞く。「お母さんがもっているの
は？」と先生が質問すると、すぐに「やさしさ」
が出てくる。ところが、「お父さんがもっている
のは？」と問うと、「きびしさ」、「広い心」「お金」
や「荷物」といったユニークな回答が出てきて教
室が笑いに包まれた。
　それでは、「あなたは何を持っていると思いま
したか？」と質問する。すると「家族を持ってい
る」、「夢を持っている」という答えが、戸惑いが
ちに返ってくる。この問の意図は、「他人の長所
や個性に気付くこと。そうすることで自分を見直
す。」と指導案に記されている。
　まど・みちおの詩の続きを読み、本時の授業を
振り返る。「導入部に用いたジャイアンの個性、
らしさの短所は長所にもなりうることを学ばせ
る」とある。大学生を対象とした模擬授業なので、
もともとジャイアンの否定的な側面ばかりが出て
いるわけではないが、「自分らしさ」について考
えを深め、人間観がおおらかになる考察ができる
授業になっている。

⑥　「レッテル」という名の殻　
 Rさん（生活デザイン学科　2年生）
　高校 2 年生を対象とし、目的を「高校 2 年生の
クラス替えを終え、次の行事は文化祭。クラスメー
トのなかでは大体の「話す・話さない子」が出て
きた時期に、「レッテル」とは何かを考え、自分
を見つめなおし、他人の存在も見つめなおす」こ
とにしている。
　導入で、「レッテルとは何か？」を問う。必ず

しも悪い意味では用いられていない。「自分を頑
張らせるもの」「良いレッテルならうれしい」と
いった回答も寄せられる。
　HERO著『レッテルのある教室』の紙芝居を作っ
てきて、皆の前で半分読む。主人公の柏木さんに
は不思議な能力があり、それぞれの人の背中に貼
られたレッテルを見ることができる。ここで生徒
たちに自分に貼られているレッテルは何かを考え
させ、プリントに記入させる。次に紙芝居に戻っ
て、柏木さんは、クラスメートのある男の子がレッ
テルで押しつぶされそうになっていることを知
る。後半の物語を読み進めると、柏木さんがふと
したきっかけでレッテルを貼られてしまうことに
なる。自分に貼られたレッテルも読めるがゆえに、
柏木さんは非常に苦しむ。このような物語（漫画）
を通して、「レッテルを貼られること、貼る事」
についてどう思うかを生徒に考えさせ、答えさせ
る。レッテルを貼ると貼った方は、ひとまず安心
するようだ。貼られた方は、そのレッテルに沿っ
た行動を求められるという重荷を負う。日本社会
では、なぜか「一度貼られたレッテルをはがすの
は非常に困難」なのである。レッテルがそれぞれ
の人の個性を見えなくさせ、貼られた本人に想像
以上に重荷になることを生徒たちに気付かせる、
恰好の授業となっている。

３−３　小括
　以上、筆者の道徳教育論の授業で学生が実施し
た模擬授業の一部を紹介した。他にも優れたテー
マの模擬授業があったが、紙数の関係上紹介でき
ないのは残念である。
　これらの学生の道徳教育への取り組みを見る
と、道徳に対し真摯に素直に取り組んでいること
がわかる。近代日本における道徳教育を巡る、あ
る意味偏りゆがんだ歴史を紹介した後に、こうし
たテーマで道徳教育を実施しようとする教職課程
の学生たちから、現代の若者たちが道徳について
しっかりとした考え方を持っていることがわか
る。その一方で、それを発露したり、意見交換す
る機会を持てない環境にあったことが想像され
る。大人が道徳というものに変なレッテルを貼っ
てしまっていたのではないか？子ども世代はもっ
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と現実を直視しながら濃やかな感性で人間の生き
方としての道徳教育観を持ち、育んできたのでは
ないかというのが正直な感想である。こうした若
者たちの感性を大切にし、互いに共有できる場を
創出すること、これが現在の大学の教職課程に求
められているのではないかと考える。

おわりに
　本稿では、教員養成課程の道徳教育論において
筆者が取り組んで来た実践を示した。「心に残る
言葉」の発表や模擬授業を通して、現代の若者の
道徳観の一部を描き出し、「教科化」への過渡期
における一実践の記録とした。今後の道徳教育論
の授業の糧としたい。
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