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１

問題の所在

2018年度から小学校で，19年度から中学校で，「特
別の教科

道徳」
（以下「道徳科」
）の，検定教科書を

教科の場合は，抽象度の高い内容を簡潔に言語表現し
たものである。したがって，教科内容と教科書との文
章記述との間には，教科書作成者の側での解釈，工夫
の余地がそれなりにあり得る。

使用した授業が開始された。道徳「教科化」以前のい

これに対し，道徳科の場合，たとえば小学校中学年

わゆる「副読本」は教科書検定を受けないため，教材

［感謝］であれば，「家族など生活を支えてくれている

文と内容項目との関連づけについてはとりたてて規制

人々や現在の生活を築いてくれた高齢者に，尊敬と感

はなかった。

謝の気持ちをもって接すること」が「内容」となる。

これに対して，検定教科書の場合は，検定基準に即

このため，３年生，４年生それぞれの教科書の教材

していない場合には検定意見が付され，それに沿った

文に，
「尊敬・感謝の対象として家族，高齢者のいず

修正が施されないと不合格となり，教科書としての発

れかが抜けている」場合には，「学習指導要領に示す

行ができない。では，どのような基準で検定が行われ

内容に照らして，扱いが不適切である」という検定意

るのだろうか。現行の「教科用図書検定基準」（平成

見が付されることになる。つまり，教材文は往々にし

29年８月10日文部科学省告示第105号）から主な点を

て，内容項目のいささか機械的な敷衍になりがちであ

紹介しておく。

る。

全教科共通の基準として，諸法令への準拠は当然と

さらに，家族・高齢者に対する描き方も，尊敬や感

して，学習指導要領との関係では，総則や教科の目標

謝という角度からのそれに限定されてしまい，たとえ

に一致していること，学習指導要領の当該教科の箇所

ば近年話題になっているヤングケアラーのように「子

に示された「内容」
「内容の取扱い」に示された内容

どもこそがむしろ感謝の対象となるべき」ケースや，

を不足なく取り上げていること（及び，不必要なもの

児童虐待など，家族が尊敬・感謝の対象とはなり得な

を採りあげていないこと）などが求められる。

いケースは無視されることになる。これは社会のリア

この，「学習指導要領に示された内容」は，一般の

リティからの乖離であるとともに，現実にそういう
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ケースに該当する子どもにとっては，道徳科授業があ
る種の抑圧の場となる危険をもたらしかねない。
以上のように，少なくとも現状では，道徳科の教科

しかし，これまでの伝記教材，あるいは現在教科書
で使用されているそれらと上の叙述を引き比べてみ
て，筆者としては以下のような疑念を禁じ得ない。

書教材は構造的に欠陥をはらまざるを得ない。加え

第１に，「多様な生き方」が，教材文で，その「多

て，教科書には教材解釈（しかも作成者の意図に沿っ

様さ」を保った形で叙述されているか，という点であ

たそれ）や授業の進め方の例示を含む「指導書」が付

る。

属するため，こうした欠陥がそのまま授業に具体化さ

第２に，
「人間としての弱さ」が，描かれる人物の

れるリスクが高い。とはいえ一方で，法令上の使用義

人格に内在的なものとしてではなく，道徳的価値に至

務（学校教育法第34条第１項。他校種にも準用）が存

るうえでの単なる「通過点」として平板に描かれてい

在するもとで，教科書使用を全面的に拒否するという

ないか，という点である。

のも現実的でない。

第３に，上記２点の帰結として，教材が結局は生き

そこで筆者はかねてから，教科書教材の批判的な検
討の必要性を主張してきた（最近のものとして山崎，

ることについて「考えを深める」素材とはなり得てい
ないのではないか，という点である。

2020；2021）
。さらに，学校現場でも，教科書教材の

実はこれらの点については，「副読本」時代にすで

批判的検討を踏まえた授業づくりの試みがみられる

に厳しい指摘がある。たとえば宇佐美（1974：63）

（たとえば奥野，2021）
。

は，文部省（当時）編の指導資料における，野口英世

本稿は，以上のような方向性と動向の延長上に，い

に対する「高い理想を持って努力する人物」という一

くつかの教科書教材を批判的に検討しつつ，教材研究

面的な描き方を批判する。そして，他の伝記類に紹介

の視点を提示しようとするものである。

された野口のエピソードから，「名誉心が強い」（これ

以下，２では，問題をはらむ伝記教材を批判的に採

については，自身に批判的な質問をした若手研究者の

りあげるとともに，教材研究の視点を提示する。次に

名刺を破り捨てるなど，およそ「道徳的」とはいいが

３では，群馬県内で採択率の高い中学校教科書３学年

たい水準），「浪費家」といった側面を紹介した上で，

分の「いじめ」関連教材の分析を行う。最後に４で

次のように述べている（宇佐美，1974：66-67）。

は，社会動向からの乖離を急速に広げつつある内容項
目について，授業づくりの視点を提示する。

野口のこのような諸特性は，ひとつのまとまりを
4

4

4

4

なしているのです。……まとまりですから，野口

２

伝記教材についての教材研究の視点

２．
１

道徳科における「伝記教材」の推奨と批判

道徳授業の教材としては，古くから，実在の人物
の伝記が多く採りあげられている。たとえば2017年

の性格のこのようなあらわれは，たがいに適合し
あっているものであり，無関係なばらばらのもの
ではありません。たとえば，野口がもっと名誉心
がなく，節度をわきまえた淡白な人だったら，彼
にはあのような努力はできなかったでしょう。

版学習指導要領解説には，小学校分，中学校分とも
に以下のような叙述がある（文部科学省，2017a: 102;

宇佐美が指摘したこうした欠陥は，残念ながら50年
近く経過した現在でも改善していない。あるいはむし

2017b: 104，傍点引用者）
。

ろ，学習指導要領への（形式的な）適合を求める教科
4

4

4

4

4

4

先人の伝記には，多様な生き方が織り込まれ，生

書検定によって，より深刻になっているとすらいえ

きる勇気や知恵などを感じることができるととも

る。以下，具体的な教材を採りあげてみていこう。

4
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4

4
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4

に，人間としての弱さを吐露する姿 などにも接
し，生きることの魅力や意味の深さ について考
えを深めることが期待できる〔中学校＝2017bは
「～深めることが想定される」
〕
。

２．２

事例：ミレーとルソー

「ミレーとルソー」（桜井信夫）は，『小学道徳

ゆ

たかな心５』
（光文書院）所収の教材で，配当されて
いる内容項目は［友情，信頼］
（友達と互いに信頼
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し，学び合って友情を深め，異性についても理解しな

り，単なる年長の友人ではない。とすると，彼が後輩

がら，人間関係を築いていくこと）である。上記教

を支える手段としては，絵を１枚買って金銭的に支援

科書では［友情，信頼］についてもう１点，
「ドッジ

するだけでなく，画家としての処世についてのアド

ボールを100倍楽しくする方法」という教材が収録さ

ヴァイスなどもあり得たのではとの疑問も湧く。

れているが，これは「ミレーとルソー」に欠けている

こうして考えてくると，仮に「ミレーとルソー」を

「異性についても理解しながら」を補うためであると

用いて授業をするのであれば，上述のような伝記的事

推測される。

実について情報を補足することは必須だろう。そうす

教 材 の 粗 筋 は 次 の 通 り で あ る。 画 家・ ミ レ ー

れば，児童の思考にも，単にルソーの行為を称賛する

（Millet, Jean-François, 1814-75）が経済的に困窮し

だけでなく，「ルソーの支援の仕方は本当にミレーの

ている時期に，彼の作品「接ぎ木をする農夫」を，

ためになるものだったのか」，「更によい支援の仕方は

同 じ く 画 家 で 親 友 の ル ソ ー（Rousseau, Théodore,

なかったのか」といった深まりが出てくる可能性が開

1812-67）が，買い手がついたと偽って自ら買い取

かれるだろう。

る。後年，病床にあるルソーを見舞ったミレーは，部

ちなみに井出（2014：173-190）は日本におけるミ

屋にくだんの絵が飾ってあるのを見て真相を悟り，涙

レー受容について詳述しているが，なまじ早く（明治

を流す。

20年代）に紹介されたせいで，当時の不正確なイメー

ちなみに，こうした「友の窮状を，それと知らせず

ジが修正されてこなかったという事情は，他の海外の

陰から支える」というモティーフは，子どもむけの読

「偉人」についての伝記教材を検討する際にも想定し

み物では定番である（たとえば梶原・荘司，1970）
。

てみるべき点であろう。

そして，この教材にあっても，
「友情物語」に落とし
込むための，ミレーの生涯に対する恣意的な扱いが目
に余る。以下，井出（2014）での，ミレーの生涯につ
いてのより正確な叙述に依りつつみていこう。

２．３

教材研究の視点

こうしてみてくると，伝記教材についての教材研究
の視点として，まずは，教科書の出典表記を確認した

まず，教材で扱われているエピソードは，ミレーの

うえで，
「出典の出版年が古い」
，「児童向け読み物な

バルビゾン移住後の話である。実は彼はそれ以前に，

どからの転用・抜粋である」，「筆者が『編集委員会』

パリで10年近くの画家としてのキャリアを有してお

である」などの場合，可能な限り，教科書教材とは別

り，共和国政府から絵の注文を受けたこともあった。

著者による当該人物の伝記（ないしそれに近い資料）

しかし，教科書での描写は，パリでのキャリアには触

をあたってみるということが挙げられる。

れず，「バルビゾンの村の農家の物置で，食うや食わ

前述の「ミレーとルソー」の場合，出典は『愛と友

ずの生活をしていました」
，
「その日のパンを買えない

情のものがたり

ことも当たり前のようなありさまでした」と，まるで

房，1980年）であり，一見して本格的な伝記ではない

定番教材「手品師」の主人公――手品師としてはまだ

ことが推察される。また著者についても，フィクショ

世に出ていないという点で，バルビゾン移住時点のミ

ンも含めた児童向け読み物を多数著している作家であ

レーとは決定的に違う――のような描かれ方である。

り，伝記（的読み物）だけみても，宮沢賢治，フォス

さ ら に， ミ レ ー の「 貧 し さ 」 に つ い て も， 井 出

ター，エジソン，福沢諭吉，野口英世，ファーブルな

（2014：166）は，
「本当の貧乏生活なら，ゴッホのよ

ど多数手がけている。逆にいえば，個別の人物につい

うに主食はじゃがいもでも当然だが，ミレー家は借金

て文献を渉猟して正確を期す，といった書き手である

してパンを食べている」こと，
「バルビゾン移住の時

とは失礼ながら判断できかねる。

みんな友だち四年生』（あすなろ書

点からメイド付きの生活をして，おまけに子どもを九

一方で，道徳科の教科書に採りあげられるほどの人

人も」もうけたことなどから，
「ミレーの貧乏は『贅

物であれば，新書や文庫程度のヴォリュームで，信頼

沢貧乏』である」と断じている。

に足る伝記が存在する場合も少なくない。

さらにいえば，ミレーを支えたルソー自身，「バル
ビゾン派」と称されるグループの代表的な画家であ

た と え ば 浪（2019：129-132） は，『 新 訂

新しい

道徳３』所収の「背番号15が歩んだ道―黒田博樹」

220

山崎雄介

（文・編集委員会）について批判的に検討している。
そこでも，文庫で刊行されている黒田本人の著書（黒
田，2015）を１冊参照しただけで，教科書教材の欠陥
はすぐに明らかになることが示されている。その欠陥

各学年に「いじめ問題対応ユニット教材」として３本
の教材を収録している。
まず，表３.１.１は各学年の教材名と，教科書会社
が配当している内容項目の一覧である。

とは，黒田本人のキャリアでのいくつかの岐路につい

表で全学年にある「複数内容項目」は，資料を与え

ての，「選手としてのプレイスタイルや体力・精神力

て生徒たちに話しあいをさせるなどのアクティヴィ

との関係での活躍の場の選択」
，
「家族の状況と自身の

ティ型の教材である。たとえば３年生用の「いじめか

キャリア選択」といった，
「多様な生き方」から「考

ら目をそむけない」は，ある市の各中学校から生徒が

えを深める」ための諸要素が捨象され，
「ファンの気

２名ずつ集まり，いじめ防止に向けた行動指針を話し

持ちに動かされて」などの美談要素で叙述が固められ

あう「中学生サミット」での，グループごとの討議，

ていることである。加えて，そうした欠陥を克服する

全体討議の記録という体で編集委員会が作成した資料

ための視点として，道徳科だけでなく「キャリア教

を提示し，実際の生徒たちに「なぜ『いじめ』をなく

育」に同教材を位置づけ直してみるという方策も浪

すことは難しいのでしょう」という問について，資料

（2019）では示唆されている。

と同様にグループ討議・全体討議をさせようというも
のである。
た だ し， １ 年 生 用 の「 ふ た つ の 心 」 は， 本 山

３．いじめ関連教材の分析
３．
１

（2012）所収の漫画（
『朝日中学生ウイークリー』―
現・
『朝日中高生新聞』―連載の，読者の体験談をも

本章での対象

周知のように，道徳「教科化」にあたり，いじめ問

とにしたもの）を素材に，各登場人物の気持ちと，状

題への対応が重点とされている。その結果，各社と

況を改善するための行動を考えさせるという組み立て

も，小・中学校全学年分の教科書に関連の教材が配置

になっているので，次節以下の検討では読み物教材に

されている。

含める。

しかし，山崎（2021）でも指摘したように，いじめ
防止対策推進法やそれにもとづく学校現場への行政的

３．２

読み物教材での主人公の立場

指導によって，
「苦痛が少しでも・一瞬でも発生した

次に，具体的ないじめの情景が提示されている教

ら『いじめ』
」という，本来は教師等むけの「早期発

材７本について，森田の提唱する「いじめの四層構

見」のツールとしての「いじめ観」が無媒介に子ども

造」，すなわち「被害者」，「加害者」，「観衆」，「傍観

向けの「教育内容」とされてしまうなど，実践的には

者／仲裁者」に即して，主人公の立場を分類したもの

さまざまな問題もある。そこで本章では，中学校道徳

が表３.２.１である（四層構造については，たとえば

科教科書を１つ例にとり，３学年分の関連教材を通覧

森田，2010参照）。

することで，教材研究の視点を提示したい。

なお，１年生用の「傍観者でいいのか」は読み物教

具体的な対象としては，中学校道徳科教科書として
群馬県内で最多の採択実績をもつ『新訂

材ではなく，小学校と思われる教室風景の１枚絵を提

新しい道徳

示したうえで，その中でいじめに当たるものを指摘す

１～３』
（東京書籍）を設定する。東京書籍の場合，

る，その理由やいじめと遊びの違いを話しあうなどの

表３.１.１ 『新訂
１年生
傍観者でいいのか
（自主，自律，自由と責任）
いじめに当たるのはどれだろう
教材名
（相互理解，寛容）
（内容項目）
ふたつの心
（複数内容項目）

新しい道徳』
（東京書籍） いじめ関連教材一覧
２年生

３年生

あの子のランドセル
（自主，自律，自由と責任）

ある日の午後から
（自主，自律，自由と責任）

私のせいじゃない
（公正，公平，社会正義）

無実の罪
（公正，公平，社会正義）

「いじめ」
について，あなたはどう
いじめから目をそむけない
思う？
（複数内容項目）
（複数内容項目）
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表３.２.１

いじめ関連教材での主人公の立場

１年生

２年生

３年生

傍観者でいいのか
あの子のランドセル
（傍観者。仲裁者になろうとする
（加害者。のち痛切に反省）
Ｄさんをみて反省）

教材名
（ 主 人 公 の いじめに当たるのはどれだろう
立場，備考）（―）

私のせいじゃない
（加害者，傍観者）

ある日の午後から
（加害者。母に注意され反省）
無実の罪
（仲裁者）

ふたつの心
（加害者）

活動をさせるものである。
また，２年生用の「私のせいじゃない」は，さまざ

性の思いと，それをうけて取材班が捜索した結果，被
害者の知人が見つかったこととが語られる。

まないじめのエピソードを，各々１枚のイラストと簡

続いて29日付では，取材班が被害者に経緯を伝えた

単な説明文にまとめたものを９件列挙したものであ

ところ，「謝りたいという気持ちは分かった」が，「あ

る。

のころにはつらい記憶しかない。思い出したくない」

さて，一見してまず目につくのは，主人公が被害者

ので，
「謝ってほしくない」と面会・謝罪は拒絶され

という教材がまったくないことである。ただし，この

たことがまず紹介される。そのうえで，他者の目を気

点は少し考えれば説明がつく。

にし，人気をとることばかりを考えていた加害者の当

第１に，集団でのいじめが蔓延している学級でもな

時の心情があらためて回想される。

い限り，圧倒的多数の生徒は被害者でも加害者でもな

ただし，この新聞記事でも，28日付の方には加害者

い。したがって，これらの生徒が加害者，観衆，傍観

の行為が具体的に記載されているので，この点につい

者にならないために，というのが多くの場合，授業の

ては授業でそのまま紹介するかどうかなど，一定の配

中心的な目標となるのは理の当然である。

慮は必要になる。とはいえ，被害者側の心痛や加害者

第２に，授業が実施される学級に実際にいじめがあ

側の罪悪感がいかに永続的なものであり得るかという

り，被害者が存在する場合，被害者の立場に自我関

点への認識は，重要な「教育内容」であると考えられ

与・感情移入を求めることには，現実の被害者の心理

る。教科書によっては，文科省編『私たちの道徳』に

的苦痛を増幅させるおそれがある。

も収録されており，現在も数社で採用されている「卒

第３に，被害者を主人公とすれば，当然彼・彼女が

業文集最後の二行」（一戸冬彦・作）で加害者側の永

された行為，それによる心理的・肉体的苦痛について

続的な悔恨に触れることはできる。しかし，これは加

の描写が詳細とならざるを得ず，それは，現実に学級

害者側の一方的な懺悔であり，被害者側の「その後」

にいるかもしれない加害者とその予備軍に対して「い

が欠けている憾みがある。

じめの手口の教唆」となりかねない危険もある。
このように，とくに，いじめの渦中での被害者の状
況や心情を詳細に描写する教材文というのはかなりに
実現困難なのであるが，しかしそこを避けて通ること

３．３

読み物教材での被害者の描写

次に，教材での被害者についての人物像・描写をま
とめたのが表３.３.１である。

によって，教材がパターン化・マンネリ化する可能性

まず指摘しておかなければならないのは，被害者側

が多分にある。そこで，こうした困難をある程度カ

がいじめのきっかけとなる行為を行ったのは「ふたつ

バーしうる例を１つだけ紹介しておく。

の心」
，
「ある日の午後から」のみであり，それ以外

それは，「道徳の時間」時代の副読本に収録されて

は，被害者には何の落ち度もなく，いじめる側が全面

いたこともある，
『中日新聞』のかつての連載記事

的に理不尽で悪いとしか読めないケースとなっている

「いじめと生きる」の，1997年４月28日付・29日付掲
載分である。

ことである。
この点については，いじめについての「指導」でし

まず28日付では，小学生時代にいじめ加害者とな

ばしばいわれる，
「いじめは絶対に許されない」
，
「いじ

り，当時のことを被害者に直接謝りたいという30代女

めてよい理由はない」といったメッセージの影響力が
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表３.３.１

いじめ関連教材での被害者についての描写

１年生

２年生

３年生

傍観者でいいのか
（「何を言われてもにこにこ笑って
ある日の午後から
あの子のランドセル
いる」のをいいことに，命令され
（いじめられている場面は台詞や （遊びの誘いを素気なく断ったた
たり嫌がらせを受けるようにな
内面の描写なし。いじめの原因も めに仲間外れにされる。周囲を気
る。おどけてごまかそうとするが，
不明。
いじめ解消後の描写が中心） にする，表情が暗くなるなど）
心身の不調が出て早退・欠席が増
教材名
（ 被 害 者 の 加）
無実の罪
描写）
いじめに当たるのはどれだろう
私のせいじゃない
（主人公の励ましで徐々に立ち直
（１枚絵のため，外見のみの描写）（顔を覆って泣いている絵のみ）
り，いじめも解消）
ふたつの心
（他者を傷つけたり，不快感を与
える言動が目立つ）

やや機械的に反映されていないかという懸念がある。
たとえば，「ある日の午後から」の，遊びの誘いに

されたりといったリスクが生じかねないことは認識し
ておくべきだろう。

対し「
『行かない。
』と，冷たい一言」で返答する，さ
らに「どうしたの？」との問いに「
『別に。
』と，目も

３．４

いじめ防止等の「システム」への認識の不在

合わさずに」応える，という被害者・沙希の行為が，

もう１点，いじめ関連の教材について指摘しておく。

主人公たちに不快感を与えたことは事実である。それ

山崎（2021）では，いじめ防止対策推進法やそのも

が仲間外しをしていい「理由」にならないのはもち

とでの教育行政について，「苦痛を一瞬でも／少しで

ろんだが，といって，沙希の行為に不快感を覚えるこ

も感じたら『いじめ』」との見方の過度の―教師等む

と自体は，道徳的な「悪」とまではいえないはずであ

けの，早期発見のツールという本来の目的を超えた―

る。もっとも，その程度のことで傷ついてしまう人間

教条化・一般化を中心に，弊害を主に指摘した。しか

関係の脆さに，当人たちの人間的成長にとっての課題

し一方，
「法」やそれにもとづく制度の，積極面（実

はみてとれるかもしれないが。

際の現場での運用によっては，という留保付きではあ

また，家庭の事情や本人の発達上の課題などから，

るが）として，いじめ防止や対処にあたっては，「担

身辺自立が不十分で，清潔を保てないことがいじめの

任による抱え込みを排し，組織的な対応を推進する」

きっかけになるというのはよくある。しかし，これに

という点はみておかなければならないとも考える。

しても，いじめが「悪」だからといって，周囲の子ど

ところが，教科書教材にあっては，上述の「いじめ

もたちが一方的に不快感を受忍しなければならないと

観」の影響のみがもっぱら反映され，実際に生じたい

いうわけでもないだろう。

じめへの対処にあたっては，もっぱらひとりひとりの

こうして考えてくると，少なくない（今回みた東京

子どもの「勇気」，「心」に訴えるという旧態依然の発

書籍の中学生用教科書では相対的に多数の）教科書教

想が支配的である。そこには，学校に存在するはずの

材での，被害者を純粋無垢な存在としてのみ提示す

「いじめ防止基本方針」
（法第13条）
，
「相談体制」（第

る描写には，一考の余地があるのではないだろうか。

16条第３項），「いじめの防止等の対策のための組織」

もっとも，東京書籍の教科書でいえば，
「ふたつの心」 （第22条）はいっさい視野に入っていない。
は，被害者側の言動についての改善の余地を考察させ
るものになっていることには注目しておきたい。
もちろんここで指摘したようなことは，教科書を
使った学習よりは，現実の学校生活を通じて学ぶこと

ここで検討している東京書籍の教科書でいえば，
「複数内容項目」が配当されているアクティヴィティ
型教材において，そうした問題点は顕著にあらわれて
いる。

だという反論はあり得る。とはいえ，被害者を過度に

まず２年生の「
『いじめ』について，あなたはどう

純粋無垢に描く教材が多用されることで，生徒から

思う？」では，「いじめがあるとき，そこにはどのよ

「現実離れしている」と捉えられたり，さらには反発

うな『心』があるのだろう」という問いを立てたうえ
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で，いじめ被害者の経験談が３つ紹介される。そして

ることは否定できないが，ここでみた教材での「自

本文が「からかわれたり笑われたりした人は，どのよ

立」観は，
「いっさい他人には（あるいは大人には）

うな気持ちで毎日を過ごしていたのか。また，なぜこ

頼らない」といった，いささか卑俗なものに傾斜して

のようなことがなくならずに続いてしまうのか。一緒

いる。しかし，大人であっても，生活上の諸課題をす

に考えてみよう」と結ばれた後に，
「
『いじめ』は，い

べて自力のみで解決できるわけではなく，しかるべき

4

じめられた人の心に，どのような傷痕を残すものなの
4

だろう」，「『いじめ』を止めるのは，どのような心な

他者やシステムを活用することを含めて「自立」は捉
えられるべきだろう。

のだろう」（傍点引用者）という，生徒自身が記述し
たり話しあったりするためのテーマが提示される。

したがって，これらのアクティヴィティ型教材を使
用するのであれば，２年生用であれば「個人の『心』

しかし，言葉なり行為なりが具体的に表出されない

に問題を還元することの限界」，３年生用であれば，

限りいじめが成立し得ない以上，
「心」だけをとりた

「『自分たちで問題を解決すること』イコール『自分た

てて問うてみたところで，実りのある思考なり議論な

ち以外の他者には頼らない』ではない」といった点に

りを生徒たちができるのかは多分に疑問である。

生徒が思い至ることができるような，教師からの投げ

一方，３年生の「いじめから目をそむけない」で

かけは不可欠だろう。３年生用については加えて，自

は，いじめ防止・解決のための「中学生サミット」で

校のいじめ早期発見・防止にかかわる「システム」は

の発言という形で，さまざまな意見が紹介されてい

機能しているか（とくに，生徒側からの「活用」の方

る。その中には，
「先生や周りの人など，一緒になっ

途が明確に設定され，周知されているか），との省察

て止める人を増やせば……」といった形で，ごく抽象

も，これは教師側の課題となろう。

的には教師の支援を視野に入れた発言も１つだけあ
る。とはいえ，校内での「システム」の存在を想定し
た発言だとは読みようがない。

４

視点

さらに問題なのは，「生徒発言」で支配的なのは，
「本当に困っている人は……なかなか目安箱に入れた

内容項目自体の妥当性の喪失と授業づくりの

４．１ 「家族」をめぐる内容項目の問題点

り先生や友達に相談したりできない」
，
「そもそも目安

本稿の最後に，社会状況からの乖離が大きくなり

箱に入れたり先生に相談したりするということでよい

つつある内容項目として，
「家族」
，「高齢者」が関連

のか。自分たちの問題は自分たちで解決しないとなら

するもの，具体的には小学校［感謝］
，中学校［思い

ないのではないか」
，
「大人の助けを借りてもよいけれ

やり，感謝］，小・中学校［家族愛，家庭生活の充実］

ど，自分たちで自分たちの問題を解決していこうと

を採りあげる。内容項目自体が問題をはらんでいれ

いう気持ちがないと何も変わらない」といった意見で

ば，それをうけた教科書教材は当然その問題を反映せ

ある。いきおい，これを素材にした教室での討論なり

ざるを得ないからである。表４.１.１は，上記内容項

ワークシートの記述なりも，
「自力解決」の方向に誘

目についての一覧である。
一見して明らかなように，
［感謝］
，
［思いやり，感

導されると予測される。
中学生の発達課題として，人としての「自立」があ

謝］では，家族（しかも親・祖父母といった年長の）

表４.１.１ 「家族」関連の内容項目一覧
感謝（小），思いやり，感謝（中）

家族愛，家庭生活の充実

小学校
低学年

家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。

父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家
族の役に立つこと。

小学校
中学年

家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いて
くれた高齢者に，尊敬と感謝の気持ちをもって接すること。

父母，祖父母を敬愛し，家族みんなで協力し合って楽しい
家庭をつくること。

小学校
高学年

日々の生活が家族や過去からの多くの人々の支え合いや助け
合いで成り立っていることに感謝し，それに応えること。

父母，祖父母を敬愛し，家族の幸せを求めて，進んで役に
立つことをすること。

中学校

思いやりの心をもって人と接するとともに，家族などの支え
父母，祖父母を敬愛し，家族の一員としての自覚をもって
や多くの人々の善意により日々の生活や現在の自分があるこ
充実した家庭生活を築くこと。
とに感謝し，進んでそれに応え，人間愛の精神を深めること。
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は一貫して子どもたちを「支えてくれる」存在として

える』ことが，はたして正当化され得るか？」との原

想定されている。一方で，
［家族愛，家庭生活の充実］

理的問題は措くとしても，
「家庭生活の充実」を「家

では，子ども自身が家族の一員として，発達段階相応

族愛」で根拠づけるというロジックは破棄されるべき

の一定の役割を果たすことが想定されているが，冒頭

である。学校現場では，内容項目自体の修正が行われ

で全学年段階とも「父母，祖父母を敬愛し」の句が付

るまでは，ここで述べてきたような視点をふまえての

されていることから，家庭生活を主要に支えているの

授業づくり，すなわち，自分自身の生活に支障をきた

は大人であることが前提となっている。

すような「家事」を子どもが強いられるのは本来不当

しかし現実には，こうした想定があてはまらない子

であること，「介護」については必ずしも家族のみで

どもも相当数存在する。たとえば2020年から21年にか

担わなければならないものではないことなどについて

けて実施された「ヤングケアラーの実態に関する調査

教師から補足的に情報提供するといったことが求めら

研究」
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング，2021）

れる。

では，中学２年生の5.7％，全日制高校２年生の4.1％
が「世話をしている家族がいる」と回答しており，
さらにその「家族」には，父母・祖父母といった年

おわりに

長者が相当数含まれている。具体的に，
「世話をして

以上，道徳科教科書が，とくに教科書検定との関係

いる家族がいる」中２では，その対象が父母23.5％，

ではらまざるを得ない欠陥について，それを克服する

祖父母14.7％，同じく高２ではそれぞれ29.6％，祖父

ための方途を，ごく限られた範囲ではあるが提示し

母22.5％となっている（三菱UFJリサーチ＆コンサル

てきた。もとより，こうした欠陥の根本的な克服のた

ティング，2021：92。複数回答あり）
。

めには，学習指導要領の内容項目自体，さらには教科

さらに注目しておかなければならないのは，こうし

書検定基準の抜本的な見直しは不可欠である。とはい

た子どもたちが，
「中高生であっても福祉機関や介護

え，そうした制度改革を座して待っているわけにはい

職から『介護力』と見られてしまい……ヤングケア

かない現場での授業の改善には，個々の教師，教師集

ラーによる介護がなされることを前提とした福祉サー

団レベルでの批判的な教材研究は欠かせない。

ビス等の利用調整〔要するにサービス切り下げ〕等が

２．３で，伝記教材について，文庫・新書１冊程度

行われるケースがある」
（ヤングケアラーの支援に向

を読むだけでも，その欠陥や克服の方途を見出すこ

けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチー

とは可能であると述べた。しかし，
「働き方改革」が

ム，2021：６）ことである。

遅々として進まず，一方で新たな課題（たとえば中央

もとより，子どもが家庭生活の中で一定の役割・貢

教育審議会，2021参照）が続々と持ち込まれる学校現

献を果たすことは否定できない。しかし，そのことの

場にあって，その「文庫・新書１冊程度を読む」程度

根拠づけに「愛」という，
「無償の奉仕」と結びつけ

の時間と労力の捻出が困難であることは想像に難くな

られやすい概念を持ち込むことには，子どもを「介護

い。

力」として搾取する発想と通底するものがあるのでは
ないだろうか。だとすれば，内容項目や教科書教材に

その意味で，本稿のような試みにも，なにがしかの
意味はあるのではと考える。

無批判な道徳科授業は，こうした搾取に加担するとい
う不道徳に陥ることにもなりかねない。
さらに，「大人」についても，たとえば近年大きな

本研究はJSPS科研費JP20H00103の補助を受けたも
のです。

社会問題になっている「介護離職」などをふまえれ
ば，介護が必要な高齢者が登場する教科書教材の多く
について，「介護を家庭内の問題としてのみ描いてい
ないか？」との問い直しも必要になってこよう。
以上の検討からすると，とくに［家族愛，家庭生活
の充実］については，
「
『愛』を授業で全員共通に『教
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