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１ はじめに 
宮浦中学校は、平成29年度に創立

80年を迎え、２万５千余人の卒業生

を有する伝統校である。学区は新潟

県最大の商業施設である新潟市中央

区の万代シティー、新潟駅周辺地域

を中心に、北は信濃川から南は鳥屋

野潟に至る広範囲となっている。多

くの生徒がこれらの繁華街を通学路

としており、問題行動等が発生しや

すい環境下にある。また、地域には

大型マンション等が数多く建設さ

れ、現在も年々その数を増やしてい

る。集合住宅に居住する生徒は60％

を超え、生徒の転出入が多く、保護

者の職業や生徒の家庭環境も様々で

ある。 

生徒の進学への関心は高く、学習

に関しては基礎学力の定着は見られ

るものの、主体的・対話的な学習の

中で、自分とは異なる見方や考え

方、価値判断との出会いを通して、新しい価値の創出につなげるところまでは至って

いない。友と学び合い、互いに切磋琢磨し高め合う活動の充実とともに、かかわりな

がら、課題解決や自己実現に向けて、自己の可能性を思う存分発揮し、挑戦し続ける

ことを大切にさせたい。 

生徒は素直であり、他と協調する力が高く、奉仕活動をいとわず、諸活動にも積極

的に参加している。しかし、固定的な人間関係の中で自分の考えや思いを臆せず自己

表現する力が弱く、多様な見方や考え方の中でもまれながら自己を確立する経験もや

や不足している。対話的な学びの中で自己を見つめながら、「今までの自分」「今の自

分」「これからの自分」を振り返りながら心を育てる道徳教育の充実が必須である。 

また、携帯の所持率が非常に高く、情報化が進む生活環境にあり、近年ＳＮＳによ

る生徒指導上の問題も増加している。子どもたちを取り巻く環境の目まぐるしい変化

と、価値観の多様性、これからの予測不能な困難な時代を生きていく子どもたちに、

心を育てる指導、全教育活動を通した道徳教育は学校課題であると言える。 

こうした実態から、生徒の健やかな心の成長を願い、学校体制で道徳教育の充実に

取り組んでいる。その中でも対話の中でかかわりながら学ぶ経験を重視している。 

 

ビルや大規模マンションに囲まれた宮浦中学校  
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２ 「道徳ノート」作成の概要 

（1) ｢道徳ノート」作成までの経緯 ～教職員の声から～ 

「対話的な学び」を重視してきた当校では、平成30年度末、「特別の教科 道徳」の

実現に向け道徳部会や校内研修を重ねた。話題の中心は「主体的・対話的で深い学

び」の実現をもとに、その学習状況や子どもたちの成長の様子を適切に把握し、評

価するにはどうしたらよいのか。さらに言えば、生徒自身が自分自身と対峙しなが

ら自分の心の成長を実感できるようにするにはどうしたらよいのか、ということで

あった。 

道徳部会を重ね、まずは全教職員にアンケートを取ることにした。実施は平成30

年１月である。職員へは「道徳の教科化に向け、ご自身が課題だと感じることを自

由記述でお書きください。」との内容で記載を求めた。 

アンケートを実施した結果、職員から出された意見は以下の通りである。大別す

ると２点に絞られた。 

 

①道徳の時間がどういう時間なのか、恥ずかしながら自分自身よく分かっていな

い部分がある。全職員で道徳について共通認識の下指導に当たっていきたい。 

②教職員同様に、生徒自身にも「道徳はこういう時間だ」との意識をもたせら

れたら、もっと指導の効果があがり、より自分の成長を実感できるようにな

るのではないか。 

③何のために話し合うのか、なぜここで話し合いなのか、授業者がまず明確に

すべきではないか。そうでなければ、生徒にとって実のある「対話的な学び」

からの「深い学び」には至らない。 

 

④学年や学校で、共通のワークシートの形式のようなものがあれば、学年道徳

など実施しやすいのではないか。 

⑤従来までの、毎回の授業で異なるワークシートの活用では、成長過程や自分

自身の変化を比較したり、実感したりできにくいのではないか。 

⑥配布されたプリント類の保管管理が生徒にとって煩瑣であり、ワークシート

を綴じることを苦手としている生徒もいる。 

 

こうしたアンケート結果から、「道徳」の授業がどのような時間であるのかを教

職員と生徒が共通認識をもって明確にすることで、対話的な学びの質を向上させ

「深い学び」になるとの道筋が見えた。 

次に、ワークシートではない形式のポートフォリオを作成する必要性を実感した。

そこで、道徳の評価につなげることができ、なおかつ、生徒自身も担任も、心の成

長を見取り実感できる「道徳ノート」を作成することが有効なのではないかとの結

論に至った。  

「
道
徳
」
授
業
の
明
確
化 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
あ
り
方 
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（2) ｢道徳ノート」作成までの経緯 ～生徒の声から～ 

生徒自身は「道徳」の時間がどのような時間であると認識しているのだろうか。

生徒の生の声を聞き、その点を明確にすることで「道徳ノート」をより実のあるも

のとできる。そこで、生徒に対しても平成31年３月道徳の授業の終わりにアンケー

トを実施した。「今日の授業や、『道徳』はあなたにとってどういう時間ですか」と

問うたところ、以下のような答えが返ってきた。 

※生徒記載のまま。 

◇道徳は資料に書いてあることだけじゃ分からないことがたくさんある。自分のこ

とを思い出したり、友だちから意見をもらうことで最初の考えとは違うものにな

ることがある。自分にはない考えもあり、そこからまた自分で考えを深めていく

ことができる。 

◇道徳は今日みたいに、みんなと一緒に勉強するとすごくいいなと思った。自分の

考えを変えるほど共感したし、深まった。みんなすごい！みんなにありがとうと

言いたい。 

◇意見も気持ちもすごくゆさぶられた。みんなが積極的に話し合いに参加し、お互

いに考えを深め合えた最高の授業でした。班で新しい考えが生まれたときみんな

で「おぉ～」と言って感動した。でもすっごく考えました。 

◇みんなで話し合って、先生が前に言っていた「深まること」や「広がること」が

実感できた。友に学ぶ・共に学ぶ時間だった。道徳を考えることは好きなのでよ

かった。 

◇班での発表を聞き、改めて自分の考えを振り返ったら、自分の考えが浅いことに

気づきました。もっといろんなことを考えなきゃいけないし、一緒に考えてくれ

たみんなに感謝です。今日考えたことは絶対忘れないでとっておきたい。 

生徒の記述を読み、心が震えた。道徳の教科化に当たっては、学校現場ではとか

く「評価」をどのようにするかに重きが置かれていたように感じる。しかし、子ど

もたちの心の成長を願うとき、私自身が最も大切にしたいと考えたのは先にも述べ

たように、「生徒自身が自分と対峙しながら自己の心の成長を実感できるようにす

る」ということである。予測困難なこれからの社会を生きる子どもたちに対し、

「『評価』ありき」「『評価』をどうするか」が大切なのではない。生徒が自己の考え

を深める思考のプロセスと、それを俯瞰できるようにすることを授業実践の「核」

とすることを再認識した。そこで、生徒の声を鑑み、改めて「道徳ノート」の作成

に向けては、生徒が自分の成長を実感でき、蓄積していけるものとすること、それ

をあたたかく見取って指導支援し、評価につなぐことを確認した。 
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３ 「道徳ノート」の実際 
「２『道徳ノート』作成の概要」で述べてきたことを整理し、道徳ノート作成にお

ける基本方針（道徳部の願い・教職員の声・生徒の声から）を以下に述べる。 

①１時間の授業の流れとともに、授業の中で、生徒が自分の考えの変化や思考の過程

を可視できるものであること。 

②これまでの自分・今の自分・これからの自分について実感できる「振り返り」を重

視する形式であること。 

③対話的な学びの質を向上させる一助となり、「深い学

び」に至る役割を担うものであること。 

④友だちからどんな意見をもらったのか、自分にはな

かった考え、自分の中に取り入れたい考えが可視でき

るものであること。 

⑤生徒自身が、自分自身と対峙しながら自分の心の成長

を実感できるものであること。 

⑥前期・後期・年度末・新年度に向けて、中長期的に成

長の過程を実感できるものであること。 

⑦「道徳」の授業がどのような時間であるのかを、教職

員と生徒が共通認識をもつことができるものであるこ

と。 

これらを基本方針として作成した。前年度まで購入し

ていた道徳用のファイルが１冊110円であったため、「道徳ノート」も１冊110円前後

に抑えたいと考えた。サイズは授業者が用意したワークシートを、切らずにそのまま

貼れるＢ５ワイド版とし、１冊130円で作成した。 

 

（1) ｢道徳ノート」の形式 

以下が実際の道徳ノートの１時間の授業のページである。３－①「１時間の授業

の流れとともに、授業の中で、生徒が自分の考えの変化や思考の過程を可視できる

ものであること」を踏まえ、見開きの状態で１時間の授業になるように構成した。

また、左のページの構成としては、「資料名」→「学習課題」→「まとめ」→「振

り返り」と、授業の流れを整然と並べ、後から見返してもその日の授業を目視でき

るようにした。 

  

実際の「道徳ノート」 
表紙には４月に撮影した桜の写真と校

舎。宮浦中学校の体操着の色、宮浦カ

ラーの緑とした。 
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❶「今日開く『心の鍵』」には、教科書の最初に記載してある道徳の指導項目「生

命尊重」「生きる喜び」等を記入させる。授業のねらいによっては生徒に意識づ

けない方がよいこともあるので、最後に書かせたり、未記入の場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2) ｢振り返り」の充実 

❷「振り返り」の欄は、実線で二段にした。上段に「これまでの自分･･･」につい

て書き、下段には、「これからの自分･･･」について書くという２つの視点で記入

できる工夫をした。 

  しかし、生徒に対して常にこうした視点で書くよう強制するものではない。点

線と実線で二段にし、「これからの自分」について緩やかに意識を促す程度のも

のとした。 

  これは３－②「これまでの自分・今の自分・これからの自分」について実感で

きる「振り返り」を重視する形式であること」を踏まえている。 

 

（3) ｢対話的な学び」の可視化 

❸見開きの右側のページは、授業者が作成したワークシートを添付できるページと

した。ＵＤＬに配慮し、Ｂ５のワークシートを整然と貼れるよう枠線を入れた。

また、授業者がワークシートを用意しなくてもノートに直接書き込みができるよ

う、罫線を入れた。さらに、対話的な学びの中で、自分にはなかった考えや、自

分の中に取り入れたい考えは色ペンで加筆するよう「道徳ノートの使い方」の



54 

ページに示した（右図）。

これは３－③「対話的な学

びの質を向上させる一助と

なり、『深い学び』に至る

役割を担うものであるこ

と」と、３－④「友だちか

らどんな意見をもらったの

か、自分にはなかった考

え、自分の中に取り入れた

い考えが可視できるもので

あること」による。 

 

（4) 中長期的自己評価による「心の成長」の蓄積 

最後に学期ごとの自己評価のページにつ

いて述べる。 

❹３－⑤「生徒自身が、自分自身と対峙

しながら自分の心の成長を実感できるもの

であること」と、３－⑥「前期・後期・年

度末・新年度に向けて、中長期的に成長の

過程を実感できるものであること」を踏ま

え、前期と後期に記載できる自己評価の欄

を示した（右図）。生徒は、授業の日の終学

活にこのページの自己評価を記入する。そ

して、前期の終了間際に、「前期の授業を終

えて」の欄に「印象に残っていることや、

心の成長を感じていること」について文章

記述させる。 

担任は、生徒がこれまでに記してきた道

徳ノートの記述や、前後期の振り返りの欄を見ながら、生徒の成長の様子を通知表

や要録に記載する。 

 

（5) ｢道徳ノート」による学年道徳の実施 

３－⑦「道徳」の授業がどのような時間であるのかを、教職員と生徒が共通認識

をもつことができるものであること」については、年度初めに各学年の道徳担当が

学年集会の中で、道徳の授業ガイダンスを行うこととした。学年の生徒全員と、学

年部の職員が全員「道徳ノート」を持って集まり、ガイダンスを受ける。そうする

ことで、新しく赴任した職員もどのように授業を行い、「道徳ノート」をどう活用
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し評価につなげていけばよいのか明確と

なる。 

また、ガイダンスを行うことで、先に

示した職員アンケートの声、「全職員で

道徳について共通認識の下指導に当たっ

ていきたい」、「教職員同様に、生徒自身

にも『道徳はこういう時間だ』との意識

をもたせられたら、もっと指導の効果が

あがり、より自分の成長を実感できるよ

うになるのではないか」、「共通のワークシートの形式のようなものがあれば、学年

道徳など実施しやすいのではないか」について全て解消できる。 

実際、右に示し

た写真のように、

共通のワークシー

トを使って学年道

徳を実施し、その

後「道徳ノート」

に蓄積するなど活

用している。 

写真の実践は、

７月14日に実施した１年生の学年道徳である。入学したばかりで分散登校があり、

６月から再スタートした１年生である。初めての中学校、新たに出会った友だち、

学級や部活で築く様々な人との人間関係の中で、「相互理解」を主題に学年で道徳

を実施した意義は大きい。共通の「道徳ノート」があるからこその学びの深まりが

見られた。 

なお「道徳ノート」の中では、道徳の時間について下記のようにイメージ図で示

している。ガイダンス後もこのページを読み直すことで、授業者も生徒も再確認す

ることができる。  

令和２年４月実施 ２年生の道徳授業ガイダンス 

「道徳ノート」掲載の道徳イメージ図 「共に学ぶ・友に学ぶ」 

令和２年７月実施 １年生の「相互理解」を主題にした学年道徳 



56 

４ 「道徳ノート」の成果と今後の課題 

（1) 深化した道徳的価値による「まとめ」と「振り返り」 

道徳研修の講師で話をする際に、よく聞かれる質問がある。「道徳授業での『ま

とめ』と『振り返り』はどう違うのか。また、どのように行うべきなのか。」とい

うことである。 

「まとめ」は、学級における授業の総意である。「学習課題」の提示を受け、授業

の中で考えてきたことについて、生徒の言葉を紡ぎながら、生徒に確認し納得の上

で作り上げていく、心に落ちる「まとめ」である。ここで重要なのは、その「まと

め」に道徳的価値に対する、新たな気づきや深化があるかどうかということである。

道徳の価値項目は大別すると２つになると私は考えている。１つは「畏敬の念」

「生きる喜び」「真理の探究」「生命尊重」のように、あまり身近ではなく、生徒に

とって思考経験の少ない項目。２つ目は、「規範意識」「友情」「家族愛」など、身

近でありながら理解が不十分な項目である。だからこそ、道徳では、対話による生

徒同士の新たな気づきが重要なのである。「対話的な学び」が「深い学び」に深化

していく過程はここにこそある。上記に示した「共に学ぶ・友に学ぶ」姿である。 

「道徳的価値の理解」、もしくは「道徳的価値の深化」がなければ、道徳の授業と

は言えないのではないだろうか。 

対して「振り返り」は、個人の学びである。対話的な学びを通して創出され、深

化した「道徳的価値」に対して、「これまでの自分」「これからの自分」を振り返る

のである。ここが授業の核心部である。「道徳ノート」では、この流れを可視化し

たい、ポートフォリオで蓄積させたいと考え作成したものである。実際に活用して

みて、教職員の評価も非常に高く、活用性の高いノートとなった。 

実際の授業での事例を紹介しよう。

「規範意識」について授業をした際に、

中心発問として「あなたが自分の弱い心

に負けそうになったとき、正しい方向へ

と導くものは何ですか」と議論させたと

ころ、「怒られたくないから」と答えて

いた生徒がいた。対話的な学びを通して

友だちの意見に触れる中で、「未来の自

分」と答えた女子生徒に感銘を受けてい

た。「どういう意味？」と聞き返すと、

その女子生徒は「何ていうかな、未来の

自分に恥ずかしくない生き方がしたいっ

て思うんだよね。」とさらに言葉を足し

て語っていた。ここに対話による学びの

深まりがある。新たな気づき、そして補
「そっか･･･！」「何で？」笑顔と問い返しに
あふれる対話的な学びの場面 
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足説明を促された女子生徒にとっては、語り直しによる学びの強化である。この場

面で学級では、色ペンを持ち直し、ノートに書き込む姿が見られた。「自分にはな

い考え」、「自分の中に取り入れたい考え」の加筆である。 

子どもたちがこれからの予測不能な社会で生きていくためには、多様な考え方を

認め合い、互いに高め合っていかなければならない。道徳の授業では、こうした学

び合いを通して、道徳性を養っていくことを目標にする。 

「多様性」が認められる昨今、道徳の研修などで「納得解」という言葉を耳にす

る機会がある。「納得解」はこうした「振り返り」の中ではあってもよいだろう。

しかし、道徳では絶対的なもの、普遍的なものがある。それは、「生命尊重」「理想

社会の実現」などの道徳の価値項目である。今後もこのことを大切に、授業を行う

必要がある。 

 

（2) 個人内評価で生徒を育てる 

道徳が教科となり、評価が必要となった。大切なのは、「『何』を『どう』評価す

るのかということである。学習指導要領によれば、「生徒の学習状況や道徳性に係

る成長の様子を、継続的に把握する」ことが重要となる。では、「道徳性に係る成

長」とはどういう姿か。それは道徳性の成長につながっていく様子であろう。例え

ば、「自分とは異なる価値観にふれ、今後の自分自身の成長につなげようとしてい

た姿」、「ある言動のよさに気づいた姿」である。 

これはまさに、先ほど（1）で述べた生徒たちの姿そのものである。先ほどの生

徒は、この日の「振り返り」の内容「今日の授業を受け、今後選択に迷ったとき、

正しい方向へ自己を導くものはなにか」に対して次のように書いている。 

今まで自分は「怒られるから」という判断だった。でもこれからは「未来の自分

（に恥ずかしくない生き方）」ということで行動を考え直していきたい。Ｒさんのこ

の考えに感動したし、先生は「自律」「克己」という言葉を教えてくれた。今日は

この考えをもらいたい。 

こうした姿や心情の吐露があふれる「道徳ノート」は、生徒にとっても、授業者

にとっても宝物である。この素晴らしい姿を、担任として「評価」に記したい。 

ところで、教師が行う「道徳」の評価は３つある。「通知表」「要録」。そして私

自身が一番大切にしたいのは「道徳ノート」へのコメント･･･「個人内評価」であ

る。私は、ノートが真っ赤になるほど、褒める言葉、期待する言葉をあたたかく書

き込む。 

子どもたちは先生からの評価ではないコメントがとってもうれしい。隠すように

読んでは微笑んでいる。チラリと私を盗み見してニッコリ笑ったり、友だちと私の

コメントを見せ合って照れ笑いを浮かべたり。気づいてもらえた、見ていてもらえ

る安心感が生じるのだろう。ほめられた言葉は、その後の行動を強化し、より一層

促進させる。 
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通知表では、読む対象は生徒と保護者。どんなふうに思考の深まりが見られたか、

変容があったかを、生徒と保護者に伝わるよう、専門用語はなるべく避け、あたた

かな視点で記述する。 

要録は、担任による指導の記録。どんなふうに思考の広がりや深まりが見られた

か成長の記録を、年度末に記載する。 

これまで述べてきたように、「道徳ノート」にはたくさんの「宝」が詰まってい

る。蓄積された材料はたくさんあるので、「通知用」も「要録」も記載には困らない

だろう。しかし、私が最も大切にしたいのは「個人内評価」である。「自尊感情」

に関するある研究では、「身近で重要な他者からの期待と評価」が子どもたちの自

尊感情を育むとの指摘もある。「道徳ノート」もその一役を担うツールとして重視

し、今後も活用していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道徳ノート」による生徒の「振り返り」を基にした通知表の評価の例 

 

 

「自分の弱さと向き合う」をねらいと

した授業では、正当化してしまう自己

を見つめ、自分の弱さに打ち克つ心を

もちたいと考えを深めることができま

した。71字 

 

 

「強い意志」をねらいとした授業では、や

り遂げたときの達成感を心の支えに、

自信をもって今後も努力したいと意欲

を高めることができました。66字 

 

 

「相互理解」をねらいとした授業では、

人はそれぞれ違うということ、そして

その違いを尊重し合うことの大切さに

ついて、理解を深めることができまし

た。71字 

 

 

「共に生きる大切さ」をねらいとした授

業では、「一人ひとり違う」からこそ「相

手を尊重し理解する」ことが大切だと

考えを深めることができました。68字 

心の鍵「生きる喜び」を選んだ生徒
の評価例 

心の鍵「強い意志」を選んだ生徒の
評価例 
 

心の鍵「相互理解・個性尊重」を選
んだ生徒の評価例 
 

心の鍵「理想社会の実現」を選んだ
生徒の評価例 
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（3) ｢道徳ノート」の可能性 支持的風土の醸成につながる協働 

「道徳ノート」は個人で綴じるファイル形式ではないので、比較が容易である。

友だちと交換し読み比べたり、コメントをし合ったりする姿が授業で見られる。

「Ａさんに新しい考えをもらった、あげられた」「Ｂさんのこの考えによって、気持

ちを変えてもらった、変えることができた」。授業では真剣な表情と、こぼれる笑

顔、「スゲー」「ナルホド」「アリガト～」の声が聞こえる。この場面には「傾聴」

「受容」「支援」「自律」の要素があふれ、生徒の満たされる情意性は、支持的風土

の醸成につながる協働である。 

 

５ おわりに 
「道徳ノート」は、年度末に道徳部会、職員へのアンケートを実施し、改訂を重ね

ている。令和２年度になる際には、「キャリア教育」のページを新たに付記し、「道徳

ノート」から「宮浦ノート」へと生まれ変わった。内容も教職員の声を反映し使いや

すいように変更を加えている。 

今後も生徒の健やかな心の成長を願って、生徒にとっても、教師にとっても宝物と

なるようなあたたかいノートにしていきたい。 

  


