
研究－１ 

１ 研究主題及び副題（２年次／３年計画） 

思いやりの心をもった児童の育成を目指して 
～自分自身と向き合わせる手立ての工夫を通して～  

 

２ 主題設定の理由 

 

(1) 教育目標の具現化から 

  本校の教育目標は，「心豊かで自主的，創造的な精神に満ちた，心身共に健康な児童を育成する」で

ある。そして，目指す児童像として「思いやりのある子ども」「学習に進んで取り組む子ども」「たく

ましい子ども」と設定した。 

  本校では昨年度から児童の心の成長を促す側面から教育目標の具現化に迫ろうと考え，「思いやり

の心を育む児童の育成を目指して」という研究主題の下，道徳の時間において自分とのかかわりで道

徳的価値の自覚を深めさせるために二つの視点から手立てを探ってきた。その成果として，発達段階

に応じた学習活動の工夫，資料の活用の仕方や板書の工夫の有効性について確かめることができた。

一方で以下のような課題が挙げられた。 

・ 少人数学級で多様な考えが出にくいということから，揺さぶり，切り返しの発問の仕方をさらに

学んでいく必要がある。 

・ 学校行事や縦割り活動等と関連付けた視点があるといい。道徳の時間での学びをより一般化させ

ることをねらった指導ができるのではないか。 

 ・ 特に展開後段（資料から離れて自分の内面と向き合う場面）における，考えの交流を充実させた

い。 

 以上のことから，今年度も継続して道徳の時間，そして他教科・領域において自分自身と向き合わせ

る手立てに焦点を当てて「思いやりのある児童」の育成を目指したいと考えた。 

 

 

(2) 今日的課題から 

今日の子どもたちを取り巻く状況は，情報化，価値観の多様化，少子化等様々な面でめまぐるしく

変化し，子どもたちの生活や道徳的価値観にも影響を及ぼしている。とりわけ，子どもたちに自己中

心的な言動が増加してきていると言われる背景として，個人主義的風潮が強まってきたことが挙げら

れる。家庭や地域社会において，児童が人間的な触れ合いを通して様々な葛藤や感動等を体験しなが

ら自己の生き方を見つめる場面も少なくなっていると考える。 

価値観の多様化が大きく進展している現代の社会においては，多様な考え方や価値観をもった人々

との間で，相互理解を深めながら人間関係を形成していかなければならない。相互理解を深めるため

には，相手を思いやり，相手の言動の陰にある思いを理解しようとする姿勢をもつと同時に，自分の

価値観を大切にし，相手に自分の思いを積極的に発信していく姿勢も必要である。したがって，思い

やりの心を育成していくことは，児童がこれからの社会でよりよく生きていく上で重要な力になると

考える。 

 

(3) 児童の実態から 

本校の児童は，明るく素朴で活動的である。親しくなると人懐っこい面が見られるが，初対面の人

に対しては，引っ込み思案になりがちで，打ち解けるまでに時間がかかる。また，自分の思いや考え

を大勢の前で発表することを苦手とする。 

本校の目指す児童像「思いやりのある子ども」に関しては，学年が進むにつれて，ルールを守ろう
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とする意識が薄れたり，自己中心的な考え方やその場の雰囲気に流されて，他者への配慮に欠けた言

動が見られたりする場面がある。また，自分自身に対して自信をもてず，無気力さが感じられたり，

自暴自棄的な言動をとったりしてしまう児童も見られる。さらに震災による生活環境の激変，３年以

上に及ぶ仮設住宅での生活，そして将来に対する不安感は少なからず児童の心と行動にも影響を及ぼ

し続けていると考える。 

 

以上のことから，子どもたちの心のケアに努めるとともに，体験活動を生かし，道徳教育の要であ

る道徳の時間を中心に自分自身と向き合わせる手立てを工夫して，相手，そして自分自身も大切にし，

思いやる心を子どもたちの内面に育みたいと考え，本主題を設定した。 

 

３ 研究主題・副題について 
 

(1) 「思いやりの心」とは 

「思いやりの心」とは，児童が生活の中でかかわる人，物，事象に対して思いをはせ，よりよい状

況にするにはどうしたらよいかを考える心の動きと捉える。それは単に自分を犠牲にして対象のみの

利益を求めようとする心ではなく，自分と対象を含めた全てにとってより良い状況となることを願う

心である。 

 

(2) 「自分自身と向き合う」とは 

人格の基盤を形成する小学校の段階においては，子ども

たちが道徳的価値のよさを自覚し，自己の中に形成された

道徳的価値を基盤として，自己の生き方について考えを深

めることができるようにすることが大切である。子どもが

自己の生き方についての考えを深めるようにするために

は，自分自身を素直に振り返り，道徳的価値をより自分と

のかかわりで捉えさせることが大切である。このことから

本研究では「自分自身と向き合う」を，道徳的価値を自覚

し，今までの自分自身の考え方や行動の仕方に照らし合わ

せて考え，これからの生き方についての見通し（課題）を

もつという一連の思考の流れと捉える。（図１）特に，今ま

での自分はどうだったかについて考えることを大切にし

ていく。 

本校では各教科・領域において様々な体験活動が設定さ

れている。特に今年度からは総合的な学習の時間におい

て，地域の方々と交流したり，障がいのある方々について

学んだりする。本研究では，道徳の時間のほか，特別活動，

総合的な学習の時間でも自分自身と向き合う活動を設け

ていく。 

 

４ 研究目標 

  児童に思いやりの心を育む道徳指導はどうあればよいか，自分自身と向き合わせる手立ての工夫を

通して探る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「自分自身と向き合う」思考の流れの

イメージ 

もっと…するようにしたい！ 

…な考え方を忘れないようにしよう！ 

これからは…できるようになりたい！ 

…という考え方や…という行動って， 

とってもすてきだなあ！大切だなあ！ 

 

 

 

自分も…できたことがあったよ。 

…という考えはできていないなあ。 

もう少しで…できそうだったなあ。 
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５ 研究の視点 

  視点１ 道徳の時間において体験を生かした学習過程の工夫 

視点２ 道徳の時間における，展開後段の工夫 

  視点３ 体験活動を振り返り，よさを共有する活動の設定 

 

６ 研究構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 指 す 児 童 像 

(1) 自己肯定感をもち，自分自身を大切に思う児童 

(2) 相手の立場に立って考える児童 

(3) 自分の考えをもとに判断し，よいと思ったことを実践しようとする児童 

低学年部 

・自分や友達のよいところを

見つけられる子ども 

・友達と励まし合える子ども 

 

中学年部 

・友達の気持ちを考えられる

子ども 

・互いに助け合おうとする子

ども 

高学年部 

・相手の立場になって考えな

がらかかわり合おうとす

る子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 研究の内容・方法 

(1) 児童の実態調査，分析及び考察 

(2) 指導計画の見直し（児童の実態に応じた指導重点内容の確認，設定） 

(3) 道徳の時間の授業における実践及び検証 

(4) 体験活動を振り返り，よさを共有させる活動の実践及び検証 

 

 

 

 

 

教育目標 

「心豊かで自主的，創造的な精神に満ちた，心身共に健康な児童を育成する」 

研究の視点 

視点１ 道徳の時間において体験を生かした学習過程の工夫 

視点２ 道徳の時間における，展開後段の工夫 

  視点３ 体験活動を振り返り，よさを共有させる活動の設定 

 

研究主題 

思いやりの心をもった児童の育成を目指して 

～自分自身と向き合わせる手立ての工夫を通して～  

研究目標 

児童に思いやりの心を育む道徳指導はどうあればよいか，自分自身と向き合わせる手立ての

工夫を通して探る。 
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８ 研究組織 

 

 

校 長 

  

教 頭 

  

研究全体会 

 

 

     

専門部 下学年部 上学年部 職員室 

授業研究部 

（制野） 
制野 紀子 佐藤 孝幸 岩淵 好恵 瀬戸 美三男 

調査資料部 

（大友佳） 
佐藤 太基 （佐藤 孝幸） 大友 佳也 大友 千里 

 

組 織 活 動 内 容 

研究全体会 
○研究計画，方法，内容などについての共通理解 

○全校授業研究における事前検討会，授業研究，事後検討会 

研究推進 

委員会 

○研究の内容や方向について検討・原案作成 

○各学年部・専門部からの報告と連絡調整 

○研究全体会の運営 

学年部 
○学年部研究計画の作成と実践 

○授業研究の推進 

専 

 

門 

 

部 

授 業 

研究部 

○授業研究会の運営 

○学習指導案の形式の検討と改善 

○実践記録の累積と分析 

○先行研究（実践例）の調査 

調 査 

資料部 

○児童の意識調査の実施と分析 

○教材・教具等の保管，管理 

○「心のふれあいコーナー」の企画運営 

○学習意欲等を高める環境づくり（掲示物等） 

○「あったかイートコロ」紹介の企画運営 

 

 

 

研究推進委員会 
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９ 研究計画 

月 主な研究実施内容 学校行事等 

５ 
・研究推進委員会（研究計画） 

・研究推進全体会（研究計画） 

30 スポーツテスト 

６ 
・意識調査の実施 

・研究推進委員会，研究専門部会 

７ 大運動会 

26，27 花山宿泊学習 

７ 
・全校授業研究会①（３，４年） 

・１学期の実践のまとめ 

18 １学期終業式 

８ ・伝達講習会① 

26 ２学期始業式 

９ 
・研究推進委員会，研究専門部会 

・全校授業研究会②（５年） 

５ 学校訪問指導 

25，26 修学旅行 

 

10 ・全校授業研究会③（２年） 

25 学習発表会 

11 

・全校授業研究会④（１年） 

・研究全体会（これまでの実践の確認） 

・これまでの実践のまとめ 

７ マラソン大会 

21 石教研一斉授業研 

12 

・研究推進委員会，研究専門部会 

・意識調査の実施 

・全校道徳授業（学習参観） 

・全校授業研究会⑤（６年） 

22 ２学期終業式 

 

１ 

・伝達講習会② 

・研究学年部会（学年部の研究のまとめ） 

・研究推進委員会，研究専門部会（研究のまとめ） 

・研究全体会（研究のまとめ） 

８ ３学期始業式 

21～23 スキー教室 

２ 
・研究推進委員会（次年度研究計画案） 

・研究全体会（次年度研究計画案） 

21 生活科・総合発表会 

３ ・次年度研究計画 

19 卒業式 

24 修了式 

 


