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第30回秋田県教育研究発表会パネルディスカッション「郷土あきたに学ぶ」（平成28年２月４日）より

秋田県では，平成５年から学校教育共通実践課題としてふるさと教育を推進してきました。

ふるさと教育は，①ふるさとのよさの発見，②ふるさとへの愛着心の醸成，③ふるさとに生き

る意欲の喚起，の３点をねらいとしており，キャリア教育の視点を重視し，「心豊かで郷土愛に

満ちた人間の育成」「自ら学び考え課題を追究する力などの学ぶ力の育成」「高い志と公共の精

神をもち秋田の将来を支えていく人材の育成」を重点事項として掲げています。

これを踏まえ，秋田県総合教育センターではふるさと教育推進プロジェクトを立ち上げ，「ふ

るさとを愛し，ふるさとに生きる子どもの育成」を目指して，ふるさとの先人の教材化を考え，

提言することとしました（図１・２）。

ふるさとを愛し，ふるさとに生きる子どもの育成

－ ふるさとの先人の教材化を通して －
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では，この提言をするに至った経緯につい

て説明します。

ふるさとの先人の教材化は，すなわちその

先人の生き方・在り方の教材化とも言えるこ

とから，本プロジェクトでは道徳の時間にお

ける教材について考えました。周知のように

いじめ問題等を発端として学校教育における

道徳教育やその要となる道徳の時間の充実が

求められ，「特別の教科 道徳（道徳科）」が

設置されることになりました。これを受けて，

検定教科書が導入されますが，文部科学省は，

「教科書だけでなく，それぞれの地域の特色

を生かした多様な教材が活用されることが重

要」としています。道徳科の実施に向けて，

その趣旨を踏まえ地域の特色を生かした教材

を作成し，活用例を提案することが，本プロ

ジクトの役割であると考えました（図３）。

そこで，ふるさとの先人として，石川理紀

之助を取り上げることとしました。理紀之助

は，秋田市生まれで，当センターが立地する

潟上市を中心として活躍した先人です。秋田

県内各地はもとより，宮崎県にまで農村指導

に出かけました。その生き様は，人としての

生き方・在り方を考えるための示唆に富むも

のです。また，この教材化の取組は，理紀之

助をよく知らない人たちにとっても道徳的価

値を深めることができたり，他地域の先人を

教材化する際のヒントとなったりするなどの

汎用性があると考えました。くしくも平成27

年は理紀之助の生誕170年，没後100年でもあ

りました（図４）。

このような経緯で，まずは「石川理紀之助

小・中学校道徳資料集」を作成しました。第

１章には読み物資料を，第２章には読み物資

料の活用例を載せてあります。第３章には学

習指導モデル集として，３例紹介しています

（図５）。

図６が読み物資料の一覧です。小学校６編，

中学校５編の読み物資料を作成しました。注

目してもらいたいのは，ねらいとする内容項

目です。小・中学校ともに１-(2)から４-(4)

まで，幅広く学習できるように配列していま

す。
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この資料を活用した道徳の時間の授業，す

なわち第２章，第３章をまとめていくに当た

って重視したのが，一つは問題解決的な学習，

もう一つは児童生徒の「問い」を生かした主

体的な学びとなる学習です。なお，授業モデ

ルは，当センターで平成23年にまとめた授業

の基礎・基本「あきたのそこぢから」を土台

として作成ています（図７）。

では，道徳の時間における問題解決的な学習とはどのようなものでしょうか。本プロジェク

トでは次の２点を考えました。

一つめは理紀之助の生き方を人間としてよりよく生きる道徳的価値と捉え，児童生徒がそれ

と照らし合わせて今の自分を考えることです。つまり，理紀之助の言動を「自覚のための手が

かり」として活用し，価値に対する自分の状態の足りないところを課題として自覚して解決し

ようとしたり（図８），上回っているところを自分のよさとして自覚し，更に発展させようとし

たりすることと捉えました（図９）。

もう一つは，資料における理紀之助の問題

場面を児童生徒が自分で解決すべき問題と捉

え，自分のこととして，今の自分の状態を明

確にしながら解決策を考えていくことです。

このことにより，今後児童生徒が出会うであ

ろう様々な問題場面においても，道徳的行為

を行っていこうとする意欲につながると考え

ます（図10）。

図10

図７

図８ 図９
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児童生徒の「問い」を生かした主体的な学

びについては，「平成27年度秋田県学校教育

の指針」の「道徳の時間」の４つの重点のう

ち，価値や生き方の追求や自己への問い掛け

を深めることに焦点を当てることとしました

（図11）。

以上のことに留意して学習指導案を作成し，

潟上市教育委員会の協力の下，市内の小学校

１校，中学校１校で，モデル授業を行いまし

た（図12）。

小学校第５学年の授業の様子を紹介しま

す。高学年として今まで全校の副リーダーと

して頑張ってきた児童委員会や縦割り班活動

の様子を写真で振り返ります。本時は「本当

のリーダー」の心構えについて考えることを

主題にしました（図13）。

展開前段では，読み物資料「本当のリーダ

ーとは」にある教訓十四箇条を易しく読み替

えたもののうち，予め学級担任が選んだ四つ

の教訓（図14）から，児童が自分の生活に取

り入れたいものを一つ選びました。

その後選んだ教訓ごとのグループになり，

選んだ理由をお互いに紹介します。同じ教訓

を選んでいても，選んだ理由は様々です（図

15）。

図13
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展開後段では，自分でなりたい「本当のリ

ーダー」の姿について考えました（図16・17）。

本時の振り返りをして第１時のまとめをし

ました。第１時ではリーダーの心構えを考え

たので，第２時は「本当のリーダー」に近付

くための具体的な方法について考えることを

予告しました。

第２時の導入は，第１時の展開後段でまと

めた「なりたいリーダーの姿」を確認しまし

た。主題は，「本当のリーダー」に近付く方

法を考えることです（図18）。

展開前段では，資料「谷頭のみんなといっ

ょに」の前半部分を読み，理紀之助と同志７

名が宮崎に農村指導に出かけたにもかかわら

ず，現地の農民はあきらめきっていたという

問題場面を捉えます。そこで理紀之助が仲間

に対して話した内容を，自分が目指すリーダ

ーだったらという視点で考えます。自分で考

えた後に，第１時で話し合ったグループで紹

介し合いました（図19）。

展開後段では，「本当のリーダー」に近付

くためには，最高学年になるまでに，自分で

何ができるかをより具体的に考えました（図

20）。

最後に振り返りをして，自分の考えがどの

ように変わってきたのかを確かめました。

図19

図20

図16

図18図17
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児童のワークシートの記述から，意識の高まりと思われる部分を紹介します。第１時から「自

分に取り入れたい教訓を選んだ理由」，「なりたい本当のリーダーの姿」，第２時から「最高学年

までに自分ができること」について順に示します（図21・22）。

児童Ａは，あきらめないことが尊敬されることにつながると考え，そのためにサポートや応

援をすること，自分にできることを精一杯行うことを考えています（図23）。

児童Ｂは，細かいことを気にして振り返り次にすることに生かす場面として，縦割り班活動で

小さい学年の面倒をみると記述し，より具体的に想定しています（図24）。

児童Ｃは，悪い結果が出ても切り替えていくことを「堂々としていられる」と捉え，まずは

自分で学校のルールを守ることから実践していこうとしています（図25）。

児童Ｄは，自分の役割を果たすことから始め，全体を仕切ることを付け加えてリーダーの姿

を設定しました。さらに仕切る方法を低学年の手本となる行動と捉えています（図26）。

図26図25

図21 図22

図23 図24
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次に中学校第２学年の授業の様子を紹介し

ます。はじめに，授業前に記入したアンケー

トから，普段「思いやり」について感じてい

ることを，意図的指名により紹介しました（図

27）。

めあてを確認した後，教師が二人のシルエ

ットを出し，どんな関係か，どんな表情をし

ているのか，顔の向きは等を自由に話させま

す。その後，この二人は石川理紀之助と関係

があることを伝え，資料「この土地の一員と

して」の前半部分を読み，道徳的問題場面を

確認しました（図28）。

理紀之助たちは非常な覚悟で宮崎に来ているのに，農民は働く意欲もなくあきらめきっていま

す。そんな農民を前にして自分ならどうするかを考えました。その後，４人グループで自分の考

えた解決策を紹介し合いました。解決策を全体の前で発表し，共有化を図りました。その際，誰

かが発言したらそれに関連のある意見をつなげていき，いなくなったところで別の解決策を発表

するという工夫で，多数の生徒の発言を得ることができました（図29）。

まとめでは，資料の後半を読み，農民が理

紀之助に感謝の気持ちをもったのはなぜなの

かを考えることにより，「本当の思いやり」

とはどういうことなのかを自分の言葉でまと

めて書きました。また最後には，日常生活に

ついて考える場面を設定し，「私たちの道徳」

にある，病院にお見舞いに来た生徒の対応を

取り上げ，身近な場面での思いやりについて

具体的に考えました（図30）。

図27

図28 図29

図30
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この授業で使ったワークシートの記述から

生徒の意識の高まりを紹介します。一人一人

の生徒が授業の前段に考えていた「働く意欲

のない村人を前に自分だったらどうするか」

と，後段の「思いやりとはどのようなもので

しょうか」という問いに対しての記述を示し

てあります（図31）。

生徒Ｅは，初めはあきらめるという立場で

したが，石川理紀之助の村人のことを思った

言動が思いやりであることを理解するに至っ

ています（図32）。

生徒Ｆは，自分が成果を出すことから，他人のことだけれど自分のことのように考え，最終的

には相手を喜ばせられるようにするとの高まりが見られます（図33）。

生徒Ｇは，自分から働くことに加え，自分の言動が相手にどう影響を与えるかを予想してとい

う部分を関連付けて考えています（図34）。

生徒Ｈは，自分が手本を示すことに加え，相手が理解してくれることを信じることの大切さや，

お互いの心がつながることが思いやりであると捉えています（図35）。

プロジェクトのまとめです。

まず，ふるさとの先人の教材化についての成果ですが，読み物資料とその活用例をセットにし

て提案できたことが挙げられます。あくまでも基本例ですが，違う内容項目をねらいとしたい場

合にも活用できるのではないかと思われます。また，理紀之助一人の生涯から多岐にわたる内容

項目を設定できました。先人の長い一生からある場面を切り取ることにより道徳の時間における

図31

図33

図34 図35

図32
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教材化ができることが分かりました。また，道徳の時間における問題解決的な学習や問いを生か

した主体的な学びとなる学習を提案できたことは，学習指導要領改訂の方向性を理解し具現化す

ることにつながりました。

問題解決的な学習での発

問は，今までの道徳の時

間では避けられてきたこ

とでもありましたが，こ

れまでの授業観・指導観

からの脱却のメッセージ

でもあります。ふるさと

の先人の教材化の可能性

を感じることができまし

た（図36）。

次に児童生徒の姿から

見える成果についてです。まず，小・中学校どちらの授業においても，ワークシートの記述にあ

ったように，児童生徒は他人事ではなく自分の問題として捉えて考えていました。これは問題解

決的な学習の提案が，児童生徒の実態に即していたためだと思われます。自分の生活について考

える場面でも，具体的な

場面を想定して考えてい

ました。グループでの意

見交流では，価値に対す

る多面的な見方が育った

ものと思われます。これ

らのことからふるさとの

先人と自分の生活とのつ

ながりに気付き，ふるさ

とへ関心が高まったと考

えました（図37）。

「ふるさとを愛し，ふるさとに生きる子

ども」を育成するためには，ふるさと全体

をフィールドとして，そこに生きた先人を

取り上げて教材化を図り，その上で児童生

徒の発達の段階に合った実践を積み重ねる

ことで効果が期待できます。そこで，それ

ぞれの地域のふるさとの先人の教材化によ

ってふるさとを愛し，ふるさとに生きる子

どもを育てていくことを改めて提言します。

各地域の先人を洗い出すことや多面的に捉

え直してみることから始めてみてはいかが

でしょうか（図38）。

まずは，この道徳資料集を活用して各地域で実践を積み重ねていただき，次のステージに向

かってオール秋田でふるさと教育を進めていきたいと考えます。

図37

図36
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