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外出自粛などの影響で利用増

ライブ配信サービス

情報モラル　 K E Y W O R D
子どもたちをとりまく情報モラルについて、最新キーワードを解説
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先月と比べて減った
20.8％

先月と比べて利用は変わらない（同じ）
61.9％

先月と比べて利用が増えた
17.4％

MMD 研究所より

うち「家にいる時間が増えた」が 51.1％と最も多く、
次いで「暇な時間が増えた（自分の時間が増えた）」
が 39.7％、「好きな配信者の配信頻度が増えたため」
が 34.8％となった。自宅にいることでライブ配信の
視聴者、配信者双方の需要が増加したことが一因で
はないだろうか。

2020 年 2月と 2020年 3月を
比較したライブ配信サービスの利用状況

■ライブ配信サービス
ライブ配信サービスとは、PC やスマートフォン

から動画等の配信ならびに視聴が行えるものであり、
視聴者と配信者との間でリアルタイムでのやりとり
が行えるなどの特徴があり、視聴者、配信者ともに
無料で利用できるものが多い。
ライブ配信は、リアルタイムで映像を共有できるこ
とから、インターネット環境があればどこでも視聴
可能で、収容人数などの物理的な制限がないことな
どが長所としてあげられる。
機能を活かして、感染症対策で中止となった音楽コ
ンサートを公開したり、緊急事態宣言などの官公庁
の会見をテレビの放送と同時に配信する、就職希望
者向けの説明会に活用するなど、ライブ配信サービ
スは主要な情報伝達の手段として大きく広がってい
る。
　非常事態宣言の発令やそれに伴う休校が解除され
た後も外出自粛の動きは続いており、生活様式が変
化しはじめている中、自宅での余暇を過ごす手段の
ひとつとしてインターネットでのライブ配信サービ
スの需要はますます高まりを見せている。

MMD 研究所が 2020 年 3 月 24 日～ 4 月 1 日
の期間で 15 ～ 59 歳の男女 1,059 人に対して行っ
た「ライブ配信サービスに関する調査」にて、先月

（2020 年 2 月）と比較したライブ配信サービスの利
用状況について聞いたところ、「先月と比べて利用が
増えた」が 17.4％となった。
更にライブ配信サービスの利用状況が増えた理由の

最新
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■保護者世代との認識の差
ライブ配信サービスに関して、生徒たちの世代と

保護者世代との間にある意識の差は大きい。
　株式会社エイチームライフフィナジーが 60 歳未
満のスマートフォンを所有している男女 333 名を対
象に実施した「ライブ配信アプリの認知度に関する
調査」では、15 歳未満でライブ配信アプリのこと
を知らないと答えたのは 10% 以下だったのに対し、
40 歳代・50 歳代の割合は約半数にものぼっていた。
　また、同調査内の「ライブ配信アプリの利用に対
する抵抗意識」に関しても、15 歳未満の回答者のう
ち「抵抗がある」と答えたのが約 2 割だったのに対し、
年代が上がるごとに「抵抗がある」と答えた割合は
増加しており、40 代では半数、50 代では 7 割以上
が抵抗意識を持っているという結果になった。
　「抵抗感が低く、ライブ配信サービスユーザーの中
心の年代である」10 代と「抵抗感が高く、ライブ配
信サービスユーザーの中心から外れている」40 代、
50 代以降の世代には大きな世代間のギャップがある
と言って良いのではないだろうか。
　このような意識のズレから、どんなサービスか詳
しく理解せずに先入観や抵抗感から利用を否定して
しまうことで、ライブ配信サービスをきっかけとし
たトラブルに巻き込まれた際に相談することが出来
ず、問題が発覚するのが遅れてしまうことなども考
えられる。

■ライブ配信サービスを取り巻く問題
配信中の誹謗中傷や、配信中の個人情報の漏洩は、

特に若年層に起こる問題としてあげられている。
その中でも個人情報の漏洩は、配信中に偶然写り込
んだ部屋の中の所持品や話した内容から漏れてしま
うことがあり
・外出の予定（いつ、どこで、誰と）
・家の外見や近所の風景
・その日の天気、気温
・制服やユニホームなど所属先がわかるような服装
上記のような要素から個人情報を特定され、付きま
とわれたり、海外旅行など長期間家を開ける予定を
話したことで空き巣被害に会う、偶然他者を写り込
ませてしまってトラブルになるといった事例があり、
小さなトラブルから、誘拐や強盗などさらに大きな
犯罪に巻き込まれる危険性も存在する。
自分自身の情報に繋がることは話さない・トラブル
の原因になりそうな公共施設や人通りの多い屋外、
自宅の周囲の屋外で配信することを避けるのが重要
になってくる。
　各配信サービスでは、特定のキーワードを伏字表
記にしたり、誹謗中傷、悪口等を書き込まれたといっ
た利用者間のトラブルにおいて、明らかに問題があ
ると思われる場合には連絡して是正を求めたり、利
用アカウントの停止といった対応を行う、未成年者
へは個別にメッセージを送れないようにするなどの
対応を行っている。



3

アプリや WEB サイトを
通じてポイントを購入、
有料アイテムに交換

ライブ配信事業者

視聴者
配信者

WEB サイトやアプリを通じて配信
コメントや購入したアイテムを贈ることでやりとり

有料アイテムの売上の
うち
一部を収益として配分

■投げ銭機能
　投げ銭機能とは、視聴者から配信者にプレゼント
を行える機能のことを指している。この機能を通し
て配信者は活動から収入を得ることができ、視聴者
は配信者に直接支援を行える。（下図参照）
新型コロナウイルス感染症対策で各種興行の休演や
休業が続くなか、収益を得る手段のひとつとしても
活用されており、無観客ライブや公演、試合などを
ライブ配信して、投げ銭機能で支援を募ることで活
動資金を集めることができるようになります。
　投げ銭機能を持つ配信サービスの中には、配信者
が獲得したアイテムやポイント数をランキング形式
で競うものもあり、ランキングで上位に入賞すると
モデルデビューや歌手デビュー、番組出演などの権
利が与えられる場合もあるために、「この人を応援し
たい」「ランキングで勝たせてあげたい」という気持

ちから、思った以上の金額を使ってしまったり、家
庭内の金銭を無断で使用して大きなトラブルになる
ことも。中学生が保護者のクレジットカードを無断
で使用し、数ヶ月で 100 万円近くの金額をライブ配
信サービスの投げ銭や楽曲の購入に充てていたとい
う事例や、国外でも 8 歳の子供が投げ銭をするため
に家族の貯金を無断で使用してしまったという事例
が中国で報告されている。
また、悪質なコメントも問題になっており、配信を
行うユーザーに対して「投げ銭をしたから顔を見せ
て」「下着を見せて」と言った無理な要求や卑猥なコ
メントが投げかけられることもゼロではありません。
プレゼントが付いていても悪質なコメントには反応
しない、配信サービスの運営元に連絡できる通報機
能を用いるなどの対策が必要となる。

■投げ銭（有料アイテム）機能
　投げ銭機能とは、Web サイトやアプリを通じて、相手に寄付や送金を行えるサービスのことを
指す。多くのライブ配信サービスに取り入れられており、ポイントを購入してギフトアイテムに交換、
プレゼントしたり、コメントを一定時間目立たせる機能を購入したりすることでライブ配信者へ間
接的に送金ができる。
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■学校や家庭でのルール決め
　ライブ配信サービスのみに関わらず、どんなアプ
リや WEB サービスを使うのか、1 日の利用時間や
頻度、利用に伴う危険性について、学校や家族間で
話しあう機会をもうけ、万が一トラブルに巻き込ま
れた時も相談しやすい土壌を関わりあいながらつ
くっていくことが重要となってくる。
文部科学省の「保護者のための情報モラル教室 話し
合っていますか？家庭のルール」では、ルール決め
の際のポイントを以下のように挙げている。

学年が変わったり、部活や習い事などの課外活動・
受験勉強などのライフスタイルの変化に合わせて、
どう付き合っていくのかを考えることで、子どもた
ちがどのような使い方をしたいのか理解・共感しな
がら継続的に本人と話し合い、うまく付き合ってい
けるよう工夫することで、信頼関係を築いて行くこ
とができるようになる。

　突然の長期間休業の中で、動画配信サービスは、
授業の様子を公開したり、外出できなくても多数の
人とコミュニケーションを行える手段の一つとも
なっている。
中止になりがちなイベントの代替手段として積極的
にライブ配信サービスを利用するアーティストや団
体も増え始めており、娯楽のひとつとして重要な位
置を占め始めています。画面を隔てていても、臨場
感のある映像や、コメントなどで視聴者と共感し会
えるライブ配信は、情報媒体としてもこれからも様々
な役割を担っていくこととなるだろう。
生活が大きく変化していく中で、改めてもう一度、
インターネットを使ったコミュニケーションや、そ
の使用法について良い点・悪い点を改めて考えてい
くことが必要だ。

■家庭でのルール決めのポイント
・    「ルールがトラブルから自分自身を守ってく

れる」ことをきちんと伝える
・お互いに納得できるよう、話し合って作る
・子どもが守れるルールを作る
・具体的なルールを作る
・守れなかったらどうするか決めておく
・ トラブルがあったら、保護者に相談するよう

決めておく
・ 子どもの成長・生活リズムの変化に合わせて

ルールを見直す
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　「特別の教科　道徳」がはじまってから、二年が経ちました。道
徳の授業にも一定の経験が得られてきたのではないでしょうか。そ
れと同時に、「やはり評価が難しい」「イマイチつかみきれていな
い」という声もあがっています。もう一度、基本から「道徳の評
価」について振り返り、より生徒の気持ちに寄り添った評価を授業
や学級経営にも反映させてみましょう。

●道徳における評価の役割
道徳授業の評価は何を目標としているのでしょうか。中学校学習指導要領では「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し、指導に生かすよう努める必要がある。」とされています。
道徳の評価は生徒が道徳の学びの中で見せてきた良い点や成長を、本人自身に気づいてもらい、励みと
するような評価です。到達度をはかったり、数値などによる他者との比較を行う評価ではありません。
不十分な点を指摘するのではなく、前向きになれるようなプラスの評価を行っていきます。
また、道徳科における学習評価の意義は、生徒が道徳評価を通して自分の良さに気づくこととともに、
教師が道徳の授業計画について、目標とした授業を実行できていたかを振り返り教材の配置や指導につ
いて改善する方法を探る機会でもあります。

評価の基本的な考え方

●「大くくりな評価」「個人内評価」で経過を見守る
文部科学省専門家会議によると、道徳評価について以下のように提言しています。

○数値による評価ではなく、記述式とすること
○個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること
○�他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを
積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価として行うこと
○�学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、
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といった点を重視すること
○道徳科の学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を一定のまとまりの中で見取ること

　「大くくりなまとまりを踏まえた評価」とは何でしょうか。道徳科の評価は、道徳性それ自体や、決
められた目標に到達できたかどうかをを評価するわけではありません。あくまでも、生徒ひとりひとり
の道徳性の成長を過程に注目して評価します。これが「個人内評価」です。そのための、「大くくりな
まとまり」＝学期ごとや年間など、経過を見守るためのある程度長い期間、ととらえるのが良いでしょう。

道徳の評価

きほんのき TEXT:
先生サポート研究会道徳部会
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主な5つの評価の方法
①ポートフォリオ評価
　年間を通して授業中に作成した感想文、作文などの生徒の作成物をファイルなどに一つに集積したも
のをポートフォリオと言います。作成物の積み重ねから、大くくりな評価における長期間での考えや学
習への変化を見取ります。また、学期や年間での授業の振り返りを生徒自身に行ってもらい、どのよう
に変化したかを考えることで、生徒自身の自己評価にも利用することができます。

◎ポートフォリオでの振り返り用ワークシート（例）
　日本教科書「道徳　中学校２　生き方を見つめる」冒頭詩「自分をはぐくむ」を教材にした例。詩を鑑賞して
感じたことについて記入して、年間を通した生徒自身の思考の変化を感じ取ってもらうことがねらい。

１年後の自分が感じたこと４月の自分が感じたこと

谷川俊太郎「自分をはぐくむ」を読んで、感じたことを記入しましょう。
■自分の中にある悪いこころと善いこころはなんでしょうか

■「発見した新しい自分」とは、自分のどんな部分でしょうか。　　

１年後の自分が感じたこと4月の自分が感じたこと

（記入例）

悪い心…イライラしたりする気持ち

善い心…前向きなときの気持ち

（記入例）

悪い心…�後ろ向きになったり、自

分のことが嫌いになってし

まいそうな気持ちのこと

善い心…�嫌な気持ちを乗り越えて

前向きになろうとする心

のこと

（記入例）

自分について考えることで知った

自分の一面や、他の友達に教えて

もらった自分の良いところ。

（記入例）

いろんな勉強や活動を通して新しい

ことが出来るようになった自分のこ

と
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②ワークシート評価
　大くくりな評価で、生徒の長期的な道徳性の成長や変化を見取ることと同じく、道徳の授業のなかで
生徒の考えや視点がどう動いたのかを把握することも大切です。短期的な変化についての評価の視点と
しては前段で示した評価の視点「一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展させているか」、「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」の二点に着目して評価に活用します。
毎授業中に生徒の変化を見取ることは難しいため、授業の総括と振り返りができるようなワークシート
で自己評価を行ってもらい、考え方の動きを見取ります。

ワークシートの振り返り例
日本教科書「道徳　中学校２　生き方を見つめる」P16 「ネット将棋」を教材にした例。

その日の授業についてどう考えたかを振り返ってもらうための記入欄がある。

授業を振り返ってみよう

１：全くあてはまらない　２：あてはまらない　３：まああてはまる　４：とてもあてはまる

・意欲的に授業に取り組むことができた。

・新たな学びを得ることができた。
・クラスメイトの意見を聞いて
  考えを深めたり、新たな気付きがあったりした。

１　　２　　３　　４

１　　２　　３　　４

１　　２　　３　　４
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③パフォーマンス評価
　授業中の挙手による発言や役割演技などの様子を評価の情報とする方法です。留意点としては「役割
演技」などにおいて、演技をうまくできたかどうかに着目はしません。演じたことで気づいたことや、
どんな点に注目したのか、また役割演技を見ている立場としてどんな発見があったかなどに注目します。

④観察法（対話による）評価
　挙手した生徒のみで発言を進めると、どうしても発言者に偏りが生まれてしまいがちです。何か言い
かけている生徒のつぶやきを拾ったり、机間指導中に話しかけたり、発言した生徒に次の人を指名して
もらったりして、発言の機会を増やし、均等に発言出来るようにしましょう。
多面的・多角的な評価の実現のために、ティームティーチングの際に「他の教員による観察」を是非取
り入れて生徒の授業中の様子について共有することも重要です。
また、記述から読み取ることが難しかったり、発言が苦手な生徒に対しては授業後にインタビューを行
い、「この問いについて何か言いたそうだったけれど聞かせてほしい」など、インタビューしてみると
よいでしょう。

⑤質問紙法
　授業導入にてよく使われる質問紙（アンケート）の利用ですが、どのように感じているのか、考え方
の変化や深まりの過程を見取るのに有効です。
アンケート結果の提示により、授業で考えていきたい価値について意識をし、中心発問につなげること
ができます。また、アンケート後、授業の終末などにもう一度同じ質問をすることで考えの深まりも見
取れます。

●特別な配慮を要する生徒への対応
　発達障害や学習障害など、特別な配慮を要する生徒に対しては、発言やワークシートの記述などの
パフォーマンスのみでは評価が難しい点があります。また、読み・書きが苦手、じっくり物事を考え
ることが苦手、発言が苦手など、個人により困難を感じる箇所は種々あるため、生徒に寄り添った対
応を行うことが求められます。例えば
・文意を読み取ることが苦手な生徒には、文章の主語と述語を明記する
・�自分の気持を文字で表現することが苦手な生徒には、コミュニケーションの方法を文字のみに限定
せず、口頭で答えてもよいなど対応する。
・�注意力を持続させることが難しい生徒には、「○分間ワークシートのこの箇所に記入する」「○時ま
で○○について話し合う」など適切な時間で活動を切り替え、具体的な指示を出す。
・�他者の気持ちを読み取ることが難しい生徒には、ルールを明文化したり、イラストに吹き出しをつ
けるなどして補足説明を行う。
などです。評価を行う際には、このような児童生徒の置かれている状況に配慮した指導を行いつつ、
児童生徒が多面的・多角的な見方を深めていたり　道徳的価値を自分のこととして捉えたりしている
かといったことを個人内評価として丁寧に見取ることが求められます。

ONE POINT
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道徳の評価文作成のポイント
●具体的なポイント
①教師の愛情が感じられるあたたかい表現（プラスな表現）を使う。
②�子どもの成長の姿が見えるように「たいへん、とても、しつかりと、ひときわ、一段と」などの副詞
を効果的に使う。
③�一面的な見方から、多面的・多角的に考え、自分事として捉え、人間としての生き方についての考え
を深めているか、という部分を大切にする。
④�特に顕著と認められる点が発揮された学習状況については、「～についての学習では」、「～という気
持ちをもっていました」、「～に気付いていました」、「～の思いを深めていました J、「～と考えてい
ました」等の表現を用いる。〈個々の内容項目ごとの評価はしない〉
⑤保護者や生徒にも分かりやすい、自然で平易な言葉を用いる。
⑥他者との比較ではなく個人内評価とし、生徒が学習したことの意義や価値を実感できるようにする。
⑦「聞くこと」と「話すこと」のバランスをとる。

●評価の文例
①�友達の意見と自分の意見を比較しながら、進んで自分の考えを伝えていました。
�特に「（教材名）」�の学習では、「自分の心に正直でいられるように、自分の行動を振り返っていきたい」
と考えていました。
②�日常の様々な体験を通して、教材の主人公の考えを自分のこととして捉えようとする姿が見られま
した。
�特に「（教材名）」の学習では、「結果ばかりを考えず、結果よりその前の努力を惜しまないようにしたい」
と発表するなど、どのような結果になろうとも、過程を大切に挑戦しようと考えていました。
③�他の生徒の意見も取り入れながら、自分の考えをしつかり発言していました。
�特に「（教材名）」の学習では、時と場に応じた適切な言動に加え、相手に対して尊敬や感謝の気持ち
をもつことについて、自分自身の態度や行動を振り返り、これからの学校生活で生かそうと考えてい
ました。
④�授業での感想から、教材に共感したり自分なりに考えを深めたりしていることが分かりました。特に
「（教材名）」の学習では、「日常生活で失敗して困っている人がいれば励ましてあげようと思いました」
と感想に書くなど、他者への思いやりを感じさせるもので、心が温まりました。

●評価文目の文例
①�特に「（教材名）」の学習では、「自由の中には、責任も伴い自分で考え判断する」ということの大切さにつ
いて考えていました。
②�特に「（教材名）」の学習では、教材を通して話し合い、挨拶には様々な仕方があり、時と場合に合わせた
挨拶があることに気付いていました。
③どのような結果になろうとも、過程を大切に挑戦しようとする意欲を高めていました。
④自らの行動や考えを見直そうとしたりする意欲を感想に書くなど、頼もしさを感じさせられました。
⑤自分自身の態度や行動を振り返り、これからの学校生活で実践していこうとする意欲を高めていました。 
⑥�「なんでも一生懸命取り組み、仕事をしている人に感謝したい」と、感謝の心を持つことの大切さに気　
　付いていました。
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　A-（3）「向上心、個性の伸長」についての道徳性が育ってきていました。他の生徒と比べ発言が苦手
な面もありましたが、ワークシートにはよく意見を書いてくれていました。

NG文例②

�　文例の「A-（3）「向上心、個性の伸長」」は、特定の内容項目について評価しているためNGです。
指導要領にあるように「１単位時間の指導だけでその成長を見取ることが困難」だからです。内容項目
の評価をするのではなく、「（教材名）では、自分の欠点ばかり見ていたけど、良いところもちゃんと探
してみようと思うと、考えをワークシートにまとめていました」など具体的な授業中の学びを記載しま
しょう。
　「道徳性が育ってきました」は生徒の道徳性を直接評価する記載になるためNGです。「自分自身の意
見をじっくりと考え、発言できるようになりました」など継続的な枠の中で考え方や様子から成長を見
取りましょう。
「他の生徒と比べ発言が苦手」などの記載は他者との比較を行い、欠けた点を指摘しているため「長所を
認め励ます個人内評価」と乖離します。「他者の意見をしっかり聞いて、考えに反映させていました」など、
発言や挙手以外にも様々な観点から学びの様子をみとります。
●改善例
今学期を通して他者の意見を聞き、自分の意見に反映させる力が大きく伸びていました。教材「オレ

は最強だ！」の授業では、自分の長所をどう見つけ出すかについて意見を参考にしながら深く考え、「自
分の欠点ばかり見ていたけど、良いところもちゃんと探して見ようと思う」とワークシートに書いてい
たのが印象的でした。

　教材「二通の手紙」では、「誰かのためにきまりを破ることは悪いことではないのでは」という意見を
聞き「きまりとは、自分と他者を守るためのものかもしれない」と発言してくれました。進んで規則を
守ろうと目標を立て、実践することができました。

　「進んで規則を守ろうと目標を立て、実践することができました」という表現は、行動そのものの評価
にあたります。道徳科の評価は内面的素質の評価であるため、行動そのものや実行したかどうかの評価
を行いません。
●改善例
教材「二通の手紙」では、「誰かのためにきまりを破ることは悪いことではないのでは」という意見を
聞き「きまりとは、自分と他者を守るためのものかもしれない」と発言してくれました。良く自分自身
の生活と登場人物の行動を比べ、「自分だったらどうしているか」をよく考えていました。　

NG文例

評価文のNG文例と改善例
実際の評価を行うにあたって、どのような評価がNGとされるのでしょうか。具体的なNG文例とそ
の改善例を記載しました。NGな評価について知ることで、より要点をおさえた評価ができるようにな
ります。



11

石川県白山市立松任中学校

教諭・平真由子

「やりがいのある授業にする
  7つのステップ」

　「段取り八分」という言葉があるように、どの教科も事前の準

備が授業の善し悪しを決めます。1回1時間しかない道徳の授

業に、どれだけ準備の時間をとっていますか？指導書をさらっ

と読むだけ、もしくは先に授業された先生に聞くだけというと

いう方もいるかもしれません。私が一番驚いたのは、全く準備

をせず、授業中に指導書を見ながら、授業されている先生がい

たことです。そして、授業から帰ってくると、「やっぱり道徳は

わからない」「おもしろくないわ」「苦手だ」といったネガティブ

な声があがります。やっている先生がおもしろくないのだか

ら、生徒がおもしろいはずがありません。これでは悪循環です。

そこで、今回は道徳の授業準備について、3年生の教材『栄冠は

君に輝く』を例に上げて、紹介したいと思います。

　授業の準備は、様々な方法があるとは思いますが、私の場合

は、基本的に以下の7つのSTEPで行っています（下図）。その際

意識していることは、 “教師が教えたいことを教える”のではな

く、学習指導要領に記されている22の内容項目について、教科

書を“利用”して、“生徒が主体的に考え・議論しながら学びを得

る”ためには、どうすればよいかということです。

　かつて甲子園の舞台で苦い経験を味わった元高校球児の主人公が、『栄冠は君に輝
く』の作詞家である加賀大介さんについて書かれた新聞記事を読んだことをきっかけ
に、自分自身の生き方を見つめ、挫折を乗り越え、前向きに生きる姿について描か
れています。教材のポイントは、加賀大介さんの新聞記事を読んで過去と向き合
い、審判員として再び甲子園球場に立ったところと、「栄冠は僕に輝く」と思って
いた主人公が、「栄冠は君に輝く」と思えるようになったところです。しかし、こ
れは中学生には少し難しいかもしれないという不安がありました。また、現在→過
去→現在→過去→現在→その後というように時間移動が多いため、内容が理解し難い
かもしれないと感じました。

　この教材は、学習指導要領の内容項目のうち、「A-(4) 希望と勇気、克己と強い意志」となっ
ています。この内容項目は、私自身は得意分野なのですが、自分の思い込みに溺れないた
めに、中学校学習指導要領解説を読み直します。

 教材を読む

STEP 01

内容項目
について

の理解を深める

STEP 02

 教材を読む

STEP 01

内容項目
について

の理解を深める

STEP 02

授業のねらいを
明確にする

STEP 03 STEP 04

生徒が考え
議論したくなる

ポイント
を見つける
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　再度教材を読み、授業のポイントは、夢の舞台で挫折した主人公が、新聞を通して
加賀大介さんと出会ったことをきっかけに、過去の自分と向き合い、再び甲子園球場
に戻ってきて、高校球児の夢を支える生き方を選んだということだと整理しました。
授業のねらいは、「再び野球に向き合う主人公の姿から、挫折や苦しみにぶつかって
も自分自身に負けず、新たな目標に向けて生きようとする意欲を育てる」としました。
議論の状況によっては、自己志向性から社会志向性へと変化した主人公の心情の変化
について、考えることができたらいいなと思っていました。

　今回は、「授業では議論に時間をかけたい」、「生徒の内容理解度を確認したい」、「生
徒はどこが印象に残り、何について議論したいと思っているかを知りたい」という 3
つの目的から、事前に教材を読ませ、「教材を読んで印象に残ったこと」と「資料を
読んでみんなと議論したいこと」を書いてもらうことにしました。

授業のねらいを
明確にする

STEP 03

STEP 04

生徒が考え
議論したくなる

ポイント
を見つける

中心発問を
吟味する

STEP 05 STEP 06

展開や板書を
考える

STEP 07

教具を準備する 授業開始

「栄冠は君に輝く」
日本教科書3年「道徳　中学校３　生き方を創造する」収録の教材。指導内容はA-4　希望と勇気、克己と強い意志。

▲

生徒への事前アンケートの結果は次ページ

自分を見つめより高い目標を設定し、困難や失敗を乗り越え、
希望と勇気を持って自己の可能性を伸ばし充実した生き方を
目指そうとする意欲が高まっている。

評価

　主人公は、高校時代の甲子園での苦い思い出と大人になっても向き合えずにいた。ある日、高校野球大会のテーマ曲

『栄冠は君に輝く』にまつわる新聞記事を読み、作詞者の加賀大介さんが、困難な状況にありながらも前向きに野球と向

き合おうとしたことを知る。そして、甲子園で敗退した当時の自分に「君の野球人生はここで終わりではない。」と励ま

してくれた球審の言葉を思い出し、新たな人生の目標をつくりだす。高校時代から「栄冠は僕に輝く」と思っていた主人

公が、再び野球と向き合い、「栄冠は君に輝く」と思えるようになる心の変化を捉えることで、挫折や失敗をしても自分

と向き合い、新たな理想を求めて生き抜くことの大切さに気づかせたい資料である。

今回使用した教材

■教材について
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＜印象に残ったこと＞

・�高校野球の中継を見ていたら、普通
はバッターに目がいくのに、主人公
はピッチャーのことを見ていたこと
・�球審がボールをくれたこと
・�球審が「君の人生はここで終わりで
はない」と言ってくれたこと
・�苦い記憶だった甲子園球場に、球審
として再び戻ってきたこと
・�新聞記事を読んで、主人公の気持ち
が大きく変わったこと
・�加賀さんは、病気で野球ができなく
なったこと
・�「打った方はヒーロー、打たれたピッ
チャーは情けない脇役。そんなもん
さ」という主人公の台詞
・�『栄冠は君に輝く』に込められた加賀
さんの思い
・�青春時代の思い出は、何年たっても
忘れないものだということ

＜みんなと議論したいこと＞

・�なぜ、段ボールに入ったボールを見
つけた時に、「ありがとうございます」
と言ったのか。

・主人公が目指しているものは何か。
・�なぜ、球審は、主人公にボールを渡
したのか。

・�なぜ、悲しいことばかり思い出に残
るのか。

・�なぜ主人公は「栄冠は君に輝く」と
つぶやいたのか。

・�加賀さんは、野球ができなくなった
のに、野球を好きで居続けたのか。

・�なぜ加賀さんは「やっと夢が叶いま
した」と言ったのか。

・�このような経験をみんなはしたこと
があるか。

・�なぜ、審判員として、苦い思い出の
ある甲子園球場に戻ってきたのか。

生徒への事前アンケート

STEP 04

中心発問を
吟味する

STEP 05

　生徒から出た「みんなと議論したいこと」を参考にして、中心発問の候補をいくつ
か考えました。ねらいに迫るのに、最適な中心発問はどれかという視点で吟味し、「な
ぜ主人公は、審判員として、再び甲子園球場に戻ってきたのか」にしました。

Pick up

生徒が考え、議論したくなるポイントを見つける
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　『栄冠は君に輝く』の実際の板書

STEP 06

展開や板書を
考える

　板書は生徒の思考を補助できるように、過去の出来事やその時の主人公の心情を右
側に、中心発問や生徒の意見は左側にくるように配置しました。また、過去の場面は
イラストを使い、現在の場面は写真にする工夫を行うことにしました。

STEP 07

教具を準備する

　板書で使うイラストや写真、「栄冠は君に輝く」の音源、ワークシートを準備しま
した。今回は私が教具を準備し、これを他の先生方にも使ってもらいましたが、私も、
他の先生が準備されたものを借りたり、学校で共有したりしている教具もあるので、
それを活用しています。
　事前の準備をどのくらいしたかによって、授業の質が大きく変わります。“どのく
らい”は、授業者によって異なります。私自身も教材や内容項目に得意不得意があ
りますし、これまでにやったことがある教材とない教材でも、“どのくらい”は異な
ります。私の場合、授業で生徒が考え・議論する様子がイメージできたら、「準備が
できた」ということにしています。ここでのポイントは、具体的な発言内容がイメー
ジできるかどうかということではありません。生徒が主体的に考え・議論し合う姿
が見えるかということです。イメージできない時は、日々試行錯誤しながら、7つの
STEP を行ったり、来たりしています。

　ここまで、授業準備について書いてきましたが、「他にやるこ

ともあるから、道徳の授業のために準備する時間なんてない」

とおっしゃる先生方もいるでしょう。しかし、プロフェッショ

ナルと呼ばれる方々は、みなさん準備に時間をかけています。

レストランでおいしい料理を食べられるのは、料理人が時間を

かけて下ごしらえをしているおかげです。コンサートで音楽を

楽しめるのも、アーティストやスタッフの何ヶ月にもわたる準

備・リハーサルがあるからです。私たちが、授業を提供するプ

ロフェッショナルと考えた時、やはり準備に時間をかける必要

があります。私自身、雑務に追われ、気づいたら「明日が道徳だ」

と、納得のいく準備をしないまま授業をしたことがあります。

50分が100分にも感じられ、議論にならない焦りが苛立ちへと

変わり、ひたすら私が話をして、何とか授業を終えた･･･という

苦い経験は、今でも鮮明に覚えています。あのような思いをす

るくらいなら、あの時の生徒たちのような顔をさせるくらいな

ら、時間をかけて準備をしようと心に決めています。

　今回取り上げた『栄冠は君に輝く』の授業でのある生徒の振

り返りに「今日この授業ができてよかった」という一文があり

ました。とても嬉しかったです。授業するのなら、生徒にとっ

ても、先生にとっても、学ぶ価値のあるものを創りたいですよ

ね。「段取り八分、仕上げ二分」。この言葉を心にとめておくこと

をオススメします。

まと め
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