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論文〉

「防災道 徳 」 の授業 開発 に関する研 究
―「道徳教育」と「防災教育」をつなぐ授業理論と実践―
藤井 基責 =生 澤繁樹

1・

A Study on the Lesson Development in Moral Education
integrated with Disaster Education
Motokl F両 ii and Shlgekilzawa
Abstract
The purpose ofthis study is to offer original teachhg materials and lesson plans for
moral education htegrated with disaster educatlon

ln this paper,、

ve report on a

prolect focusing on classroom dlscussion based on the theory of moral dilemma and
prOpose a re宙 ew of materials development and then claritt the pOSsbility ofthis lesson

plan for develophg the thhkhg skills and judgment ofchildren during a dlsaster ln
conclusion,we examhe the sign」 hance ofthis pr● ect and the pЮ blems to beimpЮ ved

■Юm thevお wpoht of school curnculum.
キ ー フー ド :道 徳教育 授業開発

防災道徳

モラルジ レンマ

防災知 道徳知

は じめ に
東 日本大震災における 「想定外」 と言われた 巨大な
地震や津波 のなかでも、 「釜石の奇跡」 に代表 される

「ク ロス ロー ド」や静岡県内で も広 く紹介されて いる
「災害図上ヨ1練 DIG」 な どはさまざまな防災教育の場

ように、学校における地道な防災教育の取 り組みに

で活用されて いる。 これ らの教材は、行政および社会
教育 の場 とい ったノンフォーマルな教育の場で普及が

よって救われた多 くの命がある。大震災以 降、防災教

進 んでお り、そ の効果 につ いての検証も進め られて い
る。その一方 で、 これ らの教材が どのようにフォーマ

育 の要が学校教育にあることもまた社会の共通認識 と
して広が りつつ ある。そ のなかで、防災研究者か らは
従来 の 「おは しもJ式 避難訓練だけでは大規模災害 の

ルな教育の場にお いて、すなわち既存 の教育課程なか
で活用できるかが課題 となって い る。

なかで生き残れな いとい う指摘が相次 いで いる。
2012年 7月 に出された 「東 日本大震災 を受けた防

本研究プ ロジェク トでは、 20H年 4月 より、こう
した先行教材 および取 り組み の成果 に学びつつ、年間
35授 業時間が確保 されている 「道徳 の時間」を活用

災教育・ 防災管理等 に関す る有識者会議J最 終報告
(以 下 、 『最終報告 』)で は、 「現在 の学校教育 にお

した防災教育 (以 下、 「防災道徳」 )の 授業およびカ
リキ ュラム開発を進めてきた。そのね らいは災害時に

いては、防災を含めた安全教育 の時間数は限 られてお
り、主体的に行動する態度 の育成 には不十分であり、
各学校にお いて、関連す る教科等での指導 の時間が確

お ける主体的な判断力および行動力の育成にある。本
論文で は、 20H年 度 に静岡県 内の三つの小学校で実
施 した 「防災道徳」授業 の取 り組みを中心 に、これ ら
を授業実践記録 として まとめ、その課題および今後 の

保できるよう検 討する必要があるJ(傍 点 :筆 者)と
して、防災 に関する知識や災害時にとるべ き行動 につ
いて一方的に伝達す るだけでな く、児童生 徒が主体的
に判断・ 行動するた めの防災・安全教育プ ログラムの

可能性について検討する。まず 1章 において授業開発
と実践の構想につ いて藤井が論 じ、つづ く 2章 にお い

開発を求 めている。
防災教育 に関する教材 にはすでに優れたものが数多

て生澤が災害時をめぐるモ ラルジレンマ学習 に着 目し
て 「防災道徳」授業 の課題 と可能性 につ いて検討を加

くある。なかで も、阪神大震災 を契機 に開発 された

える。
(文 責 :藤 井)

ネ
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1

『防災道徳 J授 業の開発プロジェク ト

1‑1 防災教育 と道徳教育の連 携

には道徳的・ 倫理的な ジレンマを含 んだ事例が無数に
存在する。本研究プ ロジェク トでは、それ らのジ レン

日本 の小中学校の教育課程は基本的 に 「各教科」 、
「道徳」、 「特別活動」、 「総合的な学習 の時間Jの

マに注 目し、 これ らを道徳教育 の観点か ら教材化する
ことによって 「考える防災教育Jに 資する教材・ 授業

4つ に区分 されて いる。現行 の小学校 の学習指導要領

開発を進めてきた。

をみると、防災 に関す る内容は 「各教科」 の社会およ
び理科に含 まれて いる。ただ し、教 科 の授業 のなかで
児童生徒が防災 に関する一定 の知識 を学ぶ ことはでき

もともとモラフ
レジレンマ授業は、アメリカの心理学
者コールバーグ (Lawrence Kohlber3 1927 1987)が
提案 した認知的道徳性発達理論に基礎を置いている。
コールバーグは病気の妻のために薬屋に泥棒に入るこ
とは許されるかという 「ハインツのジレンマ」の事例
を用いて世界各国で道徳性の発達段階を検証した。
検証の結果、コールバーグは道徳性には世界共通し

て も、災害時 にお ける主体的・ 自律的な判断力を形成
す るための授業を実施することは実質的に難 しく、そ
の ことは『最終報告』において も指摘 されている通 り
で ある。そ のため昨今では抜き打ちの避難訓練や避難
所 生活 を体験す る防災キ ャンプな ど 「考 える防災教

て六段階に区分される発達段階があると結論づけてい
る。六段階とは 「前慣習的段階Jと される① 「懲罰志
向」、② 「快楽志向」の段階、 「慣習的段階」とされ

育」と呼ばれる取 り組みが各地で進め られている。
「考える防災教育Jと い う観点にお いて重要となる

る③ 「よい子志向」、④ 「法と秩序志向Jの 段階、
「超慣習的段階」とされる⑤ 「社会契約志向」、⑥
「普遍的な倫理的原理志向」の段階である。コール
バーグにおいて人間の道徳性は、最終段階の 「普遍的

のは、学校が児童生徒 に主体的な判断力や行動力を習
得 させるための教育内容をいか に開発・ 提案できるか
ということにある。村越 (2013)が 的確 に指摘すると
お り、災害時には 日常的な判断を超えた 「超慣習的」
な判断や行動が求め られる。基 本的な防災 リテラシー
をそなえた上で、児童生徒が 「想定外」 に対 して も柔

な倫理的原理志向」に向かいなが ら、倫理的な普遍
性・一貫性に基づく主体的な判断力を獲得 し、他律的
な生き方から自律的な生き方へと転回をとげるものと
された (コ ールバーグ、1987)。
本研究プロジェク トでは、価値の葛藤および 「慣習

軟に対応できる資質を育成することが い ま防災教育に
問われて いる。

1‑2 防災道徳の授業 構想

的な思考」か らの脱却に焦点をあてたモラルジレンマ
授業のアプローチに学びつつ、同授業を防災教育とし
て活用するための理論および実践上の課題を整理検討
して、授業デザインを構築してきた:
そのなかで改めて注目したのはコールバーグの 「プ
ラス 1方 略」と呼ばれる学習理論と晩年 の 「ジャス
ト・コミュニテイ」と呼ばれる道徳教育理論である。
プラス 1方 略とは、道徳性の発達段階において、よ
リー段高い段階の理由にふれると、一段階低いあるい
は二段階高い理由にふれるときよりも、学習者はおの

こうした問題意識 を もとに、本研究プ ロジェク トで
は 「道徳の時間」を活用 した防災教育 の開発 を進めて
きた。
現行 の学習指導要領 において道徳教育の 目標は 「道
徳的な心情J、 「判断力J、 「実践意欲 と態度Jの 三
つの道徳性を養 うことと記されている。 これ までの道
徳授業にお いては 「読み物資料」や 「視聴覚教材」を
活用 して、登場人物の気持ちを読み取 らせる 「伝統主
義的アプ ローチ」が主流をな してきた。防災 に関連 し

ずとより高い道徳性の段階に引き上げられるという学
習理論である。一斉授業によるモラルジレンマ授業で
は、授業者はみずから想定した指導上の 「ね らい」を

た道徳教材 については、過去 の災害における逸話や美
談 のいくつかが 「読み物資料」 としてまとめ られてお
り、それ らは登場人物 の 勇敢 さや社会奉 仕 の精神 と
い った 「道徳的な心情」を教材化 したものが 多 い。そ

児童生徒に浸透させよ うとするあまり、学習者同士の
話 し合い学習の効果を捉えにくい。というのも、教師
は学習の生成を教師と児童生徒の間でお もに想定する
傾向を持つためである。プラス 1方 略の観点に立てば、
モラルジレンマ授業の特質は、教師と児童生徒の間だ
けでなく、児童生徒の間にも学習のダイナミクスが生
じる点にも認められる。さらに言えば、授業では 「A
かBか 」だけでなく、学習者の間で第二の選択肢につ
いて吟味し、ジレンマ状況を回避 しようとする知恵が

の一方で、災害時に求め られる判断力や行動力の育成
に資する道徳教材や授業案 についてはほとんど見当た
らないのが実情 である。
開発 の切 リロとして注 目 したのは 「モ ラルジ レン
マ」授業 と呼ばれるアプ ローチである。モ ラルジ レン
マ授業 は 「進歩主義的アプローチ」 (林 、2009)の 一
つ に数え られ、 1990年 代始めか ら徐 々 に導入されて
きた授業方法である。 同授業では、道徳的価値の葛藤
を含 んだ資料 が児童生徒に示され、討議が展開される。

開かれる点も重要となる。
また、晩年コールバーグはみずか らの理論が心理学
の実験によってつくられたものにすぎず、実際の学校
現場の実践において有効に機能しなかったことを 「心

授業中は多 くの時間が話 し合 い活動にあて られてお り、
締 め くくりに際 しても教師が正答をまとめるような こ
とは しない (=オ ー プンエ ン ド方式)。 災害時 の判断
９ι

「防災道徳Jの 授業開発に関す る研究

理学者の誤謬」 と表現 し、道徳性発達理論 か ら 「ジャ
ス ト・ コミュニティ」 と呼ばれるよ り実践的な道徳教
育理論を展開 した。 「ジャス ト・ コミュニテ ィ」 (=
正義 の共同社会 )の 実践にお いて重視されたのは、抽
象的 な価値についての討論ではなく、多様な価値を含
み込 んだ現実の社会生活 に根ざした諸問題 につ いての
討論であった。 コールバー グは討論の場に子 どもたち
が 参加す ることを通 じて、カ リキ ュ ラム全体 に影響を
波及 させ、学校 の 「道徳的雰囲気」 自体 の変革を目指
した とい う。 こうした構想を参照 し、 「防災道徳」授

で意見がかわった場合 はその都度座席 は移動できる。
授業者 はパワーポイ ン トによるデジタル紙芝居 を作
成 した り、役割演技 を導入す るな どして児童生徒が実
際 の状況 を出来 るだけ想像 しやす いように工夫する。
また、授 業展開のなかで児童生徒 の立場がはっき りし
な い場合は 「ジ レンマ メー ター」 と呼ばれる図表 を黒
板 には りつ け、 どち らの立場 にどれ く らい近 いかを
ネームブレー トをは らせることで視覚化 し、討議 の活
性化を試みた。

業にお いて も、そ の社会現実を既存 の教育課程 のなか
で位置づけ、カ リキ ュ ラム横断的な授業づ くりを目指

ジ レンマ授業 の実践 において、とくに重要 となるの
は児童生徒を発間でゆさぶ りなが ら判断の根拠を育て
ることである。授業者 は 「場面転換Jや 児童生徒 の意

して い る。

見 に対 して 「切 り返 し」や 「問い返 しJの 発問を繰 り

13 教材開発および指導上の工夫
131 授業デザインと授業コンセプト

返すな どして考えをゆさぶ り続ける。その際には自分
の意見 と反対の意見 にゆさぶる 「横 のゆさぶ り」だけ
でなく、 自分 の意見をより深 く考えさせる 「縦 のゆさ

授業は、災害時の判断に迷う状況について考えさせ
る「ジレンマ授業」 とジレンマをあらかじめ回避する
ための知恵について考える「ジレンマ くだき」授業の
二段階方式で構成 した。

ぶ りJを 意識 し (立 体的ゆさぶ り)、 授業者 は発問パ
ター ンを 10種類以上準備 して授業 にのぞむ。
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家庭 ,地 域社会 との連携

学校教育を起点 とす る防災教育を家庭や地域 へ も広
げるために授業 の 「終末部」で は持ち帰 り用の防災資
料を配付 し、家庭 へ もフィー ドバ ックす る。開発 した

授業構想

教材 については地域 の防災訓練や防災イ ベ ン トにて紹
介するな どして学校 と家庭、地域 との連 携 を図って い

゛ｒしヽこ︑ 一
くだ き 授 業 一
＼

ジ レンマ授 業

る (写 真 1)。

ジ
レ
ン
マ

本授業実践 の基盤 となるのは防災科学 について の
「確 かな知識」 に裏付け られた教材で ある。教材 の開
発 にあたっては静岡大学防災総合セ ンターの専門家 に
指導助言 を受け、実際の授業 では 「導入」や 「終末」
の場面において 防災科学の基礎デー タや最新の知見 を
盛 り込み、そ の上で求め られる判断や行動を 「展開」

(写 真

1)大 浜 ピーチフェスタ 2012へ のブース 出展

部分で児童生徒 に考えさせるようにした。 「教えて考
えさせるJ(市 川、2008)と い う授業理解 をもとにし

1■

て、本研究 プ ロジェ ク トでは、基本 的な防災 リテ ラ
シー を習得 した上で、 「超慣習的Jな 判断へ と迫る授

災班、地域防災班 の三組 に分かれて、小学校高学年お
よび 中学生を対象として実施 された。以下では、それ

業づ くりを基本的な コンセ プ トとして いる。

ぞれの授業実践 の概 要をまとめる。
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授業 の工夫
ジレンマ授業では、児童生徒 が発言 しやす い環境 を

防災道徳の授業 実践

20H年 度 にお ける授業実践は家庭防災班、学校防

家庭防災班 の実践

日時 :2011年 12月 5日

(月

)

つ くりだすために、教室 か ら机を撤去 し、立場や意見

場所 :浜 松市立東小学校 6年 2組

に別れて教室の左右 に座 席を移動 させ る。議論 のなか

1限 目 :ジ レンマ授業

藤井基貴・生澤繁樹
「ガソリン泥棒」
2限 目 :ジ レンマ くだ き授業
「防災バ ッグをつ くろう !」

生徒は 7人 で、 咄 難するJを 選んだ生徒は 24人 で
｀
あった。生徒か らは 「津波はす くにくるわ けではな
いJ、 「友津 を助けなければ後悔するJ、 「自分の命
を大切にしたい」、 「自分勝手な行動 は周 りに迷惑が
「まず先生に報告するべ きJと いった意見

家庭防災班 の授業は 2011年 12月 5日 に浜松市内 の
小学校で実施 された。一 時限 目の授業では、 自動車か
らガソリンが抜 き取 られた 「ガソ リン泥棒」の事件を

かかるJ、

が 出された。
授業者は 「もし助 けて とい う声が聞 こえた らどうす
るJ、 「この学校な ら津波が くる時間はどれ くらいだ

報 じた新聞記事を配布 し、児童に避難所生活で熱 を出
した子 どもの親の立場 になって、ガソ リン泥棒 をして

と思 う」といったゆさぶ り発間を投げか け、議論は次

子 どもを病院に連れて行 くことの是非 を問 いか けた。
授業者はよ り具体 的 に状況 を理解 して もらうために、
討論 の なかでガソリンを買うためにできた行列 の写真

第に自熱 し、意見 をかえる生 徒もあらわれた。
二 時限目では、普段か ら学校環境 にはどのよ うな防
災上の危険が潜んで いるかについてイラス トを使って

を見せ、そのときどれほどの寒さであったのかを説明
した。 児童 の意見はほぼ半分に分かれて活発に意見 を
交換 した。児童か らは 「苦 しんで いる人はほかにもた

考えさせる授業 を実施 した。イラス トを使 った教材の
開発は先行教材の成果を参考 にして いる (林 ・高山

くさんいる」、 「苦 しむ子 どもを見捨てることはでき
な いJと いった意見が出され、 「車以外の移動手段 も

リス トアップし、下絵を作成 のうえ、イラス トレー
ター に依頼 して イラス ト化 した (図 1)。 生徒はグ

考 えるべ き」 といった意見 も導 き出された。授業 の
「終末」にあたって授業者は このよ うなジ レンマ状況

ループでイ ラス トのなかにひそむ危険箇所 を指摘 しあ
い、グルー プ毎に意見をまとめて発表 した。

,

2011)。 教材 の作成 にあたっては学校内の危険箇所 を

を回避するために、普段 か らどのような備 えが必 要な
のかについて 問いか けて一時限目の授業を終えた。
二 時限 目の授業 では、災害へ の備 えとして防災 バ ッ
グをつ くる授業 を行 い、バ ッグに入れる物品の選択 を
課題 とした。まず、グル ー プ毎に分かれて、防災バ ッ
グに詰める非常食や衣類、救急用品 な どをカー ドリス
トか ら選び とらせる。それ らを 「防災 バ ッグ」 シー ト
に貼 り付けて、他のグルー プに対 して選択 の理 由につ
いて発表を行 う。最後にそれぞれのグルー プが選んだ
物品の総重量を計測 し、実際 の重 さを体験 させた。
授業 のね らいは、 防災パ ッグづ くりを体験 して もら

(図

1)作 成 したイ ラス トの一例

(危 険な教室 )

う ことで、 日ごろの防災意識 の向上をはかるとともに、
授業者 は各 グルー プの発表の後で正解 をイ ラス トで
示 し (図 2)、 それぞれの箇所 について 説明を行った。

家族間 の協力 の必要性 に気づかせ ることにある。授業
での学習の成果 を家に持ち帰る ことが できるよ う最後
に非常品について まとめた 防災 バ ンフレッ トを配布 し、
各家庭 での話 し合 い を提案 した。
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学校防災班 の実践

加えて、家庭で も危険箇所 について リス ト化 した補足
資料を配付 して授業を終えた。授業 を受けた生徒か ら
は 「日常の生活環境 に対する防災意識が 高まったJ、
「災害時に近づ いて はい けな い場所がわか ったJと
い った感想が寄 せ られた。

日時 :2012年 1月 12日 (木 )
場所 :静 岡市立南中学校 3年 1組

1限 目 :ジ レンマ授業
「友人を確認する ?避 難する ?」
2限 目 :ジ レンマ くだき授業
「学校内の危険をみつ けよう !J
学校防災班の授業は 2012年 1月 12日 に静岡市内の
中学校で実施された。一時限 目の授業では、地震が発
生 して津波 が追るなかで、運動場 にぁる体育器具庫 に
入 って いった友人の安否を確認す るか、そ のまま避難
す るか を問いかけた。

(図

授業者が物語を読み上げると「確認する」を選んだ

94

2)作 成 したイラス トの一例

(安 全な教室)
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地域防災班 の実践
日時 :2012年 1月 23日

で正 しく判断 し、行動できる人材を育てる ことをね ら
(月 )、

25日 (水 )

い として いる。心理学者か らは今回の大震災にお いて

場所 :静 岡市立清 水三保第 二 小学校 6年 1組
1限 目 :ジ レンマ授業
「取材する ?助 ける ?」

判断を鈍 らせる要因となった のは、誤 った知識だけで
な く、経験則に基づ く 「正常性のパ イアス」が影響 を
与えた ことも指摘された。 「異常性がある範囲内であ

2限 目 :ジ レンマ くだき授業

れ lま なるべ くそれ をノーマルな コンテクス トで見て

「地域の防災情報を知ろう ￨」
地域防災班 の授業 は 2012年 1月 23日 および 25日 に
静岡市 の三 保半島 に位置する小学校で実施 された。三
保半島 は東海地震 において津波が来る ことが予 想され
てお り、本授業では津波か らいかに 自分 の命 を守るか、
その際にどのように防災情報 を入手するかを考えさせ
ることがテーマ となった。
一時限 目では、被災地で取材をする報道カメラマ ン
の物語 を 「デジタル紙芝居」によって説明 し、児童に
は 自分がカメラマ ンの立 場だった ら報道を続けるか、
人命救助に参加するかを問いかけた。
「報道するJ立 場か らは 「報道 して状況を全 国 の人
に伝える こ とが重要」 、 「報道カメラマ ンの自分にで
きるこ とは報道だJt「 報道はより多 くの人の命を助
ける ことにつながる」 といった意見が出された。 「人
命救助する」立場か らは 「人の命が何よ りも大切」、

しまお うとする傾向」 (広 瀬 、 2000)の ことを指す。
今後 は科学的知識や規範意識だけでな く、災害時 にお
ける人間の心理状態 について も教材開発 の視点 に加え
なが ら、 「防災道徳」授業 の 開発を進める必要があろ
う。
加えて 、 20H年 度 の実践では教材 の 開発者で ある
学生が授業も実施 して いる。今後は教材 を学校の先生
方に活用 いただ く機会を増や し、より学校や クラスの
実情 にあった実践 へ と開発を進めて い く必要があろう。
この ことについては 2012年 度 には静岡県 内・外 の学
校 と 「防災道徳」授業 の共同研究が進め られて い る。
これまでに 10校 程度 で授業が実施 され、多 くの有益
なフィー ドバ ックをいただ くことができた。成果 と課
題 については別稿に譲 りたい。
本研究プ ロジェク トでは 「防災 リテラシーJを ふま
えた上で、市 民社会 に生きる児童生徒が災害時 におい
て も 「主体的 に行動す る態度 の育成」を目指す ことを

「助けなけれ ば後悔する」 といった意見が出された
清水 三保第二 小学校は津波に対す る防災意識 の高い

課題 として い る。換言すれば、 防災 リテ ラシーか ら防
災 シテ ィズ ンシップ を展望す る教育開発である。 今後

学区であった ことと、 これまでに行った授業 の成果が

は こうした課題および問題意識 をもとに、よ り汎用性
の高 い授業実践へ と発展させ、教育 の場 への普及 をは

活 かされて、授業中は常に多 くの児童が手 を挙 げて発
言 し、活発な意見 交換がなされた。
二時限目の授業 では、メデ ィアによる報道だけでな
く普段 の生活のなかか ら防災 についての情報 を得 られ
る ことを体験 して もらうために、 「1:2,500」 の自地
図を用 いた授業 を行 った。児童たちは自地図上 に標高
をシー ルで三段 階に分けて貼 り、その上に過去の津波
の浸水域 を色づけす る。 この教材 は牛山らの研究成 果
に基づ いて作成された (牛 山ほか ,2009)。 史実 と科
学的知見 に基づ いた図上ヨ1練 を行 い、地域 の 「標高 +
建築物 の高 さJを 理解 して、 防災意識 を高める ことを

か りた い と考 えて いる。以下では、本研究プロジェク
トの助言者である生澤が 「防災道徳」授業 の課題 と可
能性 について検討を加える。
(文 責

2

藤井)

「防災道徳」授業の可能性 と課題
前章にお いて述べ られた授業実践をもとに、防災教

育 と道徳教育 とを架橋す る本実践の可能性と課題は何
か、 ここでは 「道徳教育」 と 「防災教育」をつなぐモ

ね らい として いる。

ラルジレンマ学習 に着 目 して助言者 として い くつか考
えてみた ことを記 してお く。私の基本的な見解は、第
一 に、災害時における/の ためのモ ラルジレンマ学習

i5 2012年 度の活動およびフィー ドバ ック

は、通常 の道徳授業 における学習 とは異質なジ レンマ

中央教育審議会では 「防災・ 安全」 の教科化が検討
されて いる。同教科が設置された として も一授業時間
枠 にとどまることのない教育課程全体 を通 じた 防災教
育 の設計は必要 となる。 本研究プ ロジェク トでは今後
の課題 として、 「防災道徳J授業 を起点 として、各教
科、特別活動、総合的な学習の時間とい った全教育課
程 との横断的で体 系的な連携をとり、 「防災」 をキ ー
ワー ドとした 「クロスカ リキ ュ ラム」 を設 計する こと
を目指 して いる。
また、本研究プ ロジェク トでは災害時 において 自分

の問題に教師や子 どもたちが直面するとい う ことであ
り,第 二 に、そのことを説明す るための理論構築や実
践 上の足場づ くりが今後 い っそ う求め られるというこ
とである。まずはジレンマの質的な差異 とい う特徴か
ら簡単 に考察 してみる ことにしよう。その上で、本研
究プ ロジェク トの今後 の展開と定着 を考えて い くため
の視点、および実践上の課題 について触れてみたい。

2‑1ジ レンマの質的な差異
道徳教育 にお けるジ レンマ 学習 と防災教育 にお ける

藤 井基貴・ 生 澤繁樹

どの程度 にまで支持 され貫かれねばな らないか。動物
愛護 、遵法精神、公正 と公平、支え合 いや助 け合 い、

ジ レンマ学習 は、 ともにジ レンマ授業 という学習スタ
イル をい くらか共有 してはいるものの、 ときにそ こで
取 り扱われるジレンマ は、形式はともか くその質 にお
いて 大きく異なる場合がある。子 どもたちは、 コール
バー グの思惑 どお り、ジ レンマの学習を介 して 「高次

誠実 さな ど、平常 の道徳授業では (子 どもの本音か建
前 かは別 として )す べてが正 しく、 また 思 い"や

気持 ち"で 応答 し得たはずの価値判断 も、非常時に
おいては一旦留保 が下 され、場合によっては無効 とな
る。すべてがそ うであるとは言えな いが、我 が身/彼

の段階の思考」に触れ ることはできるか も知れない。
「高 い段階 は、低 い段階を不均衡状態 に陥れるような
矛盾 を解決」 (コ ー ルバ ー グ 1987:26)す る。だが、
道徳教育 にお いて求め られ る高次の知識、情報処理、
思考、判断の内容 は、そのまま防災上の優れた知識や
判断力 の獲得 に直結するとは限 らな い。
これ らを便宜的 に 「道徳知」 と「防災知」 と名づけ

(女 )の 身を守るための防災上の判断は一一 自らの生

命 を賭 してで も災害のなか見捨て られたクラスの友人
を救 いに行 く、た とえ自らが飢えようとも他人の食料
には手を出さない、等 々 とい った一― しばしば自己犠

るな らば、両者における 「高次 の段階の思考」の中身
は、 ともに求めるべ き思考や判断の水準 を異 にする。

牲を も辞 さない道徳教育上の感動美談や行為の模範的
動機 をその基盤か ら掘 り崩 して しまうか も知れな いの
´
である。 さらに詳 しくこの種 のジレンマの特徴 につい

たとえば、人助けをす るとい う単純な道徳行為は、非

て考えてみよう。

常時 においては防災上、む しろ 自らの生命や他者 の生
命 をいっそ う危険にさらすかも知れな い。それだけで
な く、これ ら二つの知 は互いに葛藤 をきたす ことも十

2‑2行 為の帰結 と防災知
どうして災害時における/の ためのジ レンマ学習が、
通常 の 「道徳知」を獲得する学習と異質な特徴 を持つ

分あ りうる。 とりわけ注意が必要なのは、平常時を想
定 した学校における日常的な判断力の形成が、必ず し
も緊急時や非常事態 にお ける判断力 の形成を保証す る

と述 べ るのか。その理由は、大きく論 じて二つ ある。
第 一 に、災害時や緊急時における道徳行為は、主 とし

わ けではないとい うことで ある。さ らに言えばヽ 道徳
教育 において求め られる通常の思考や判断は、災害時

て当人の動機や義務以上に、行為 の帰結や社会的な功
利性が求め られる場合があるか らである。第 二 に、心

におけるジレンマを同 じよ うに解決 して くれるわけで
もない。むしろその逆 の場合 がある ことを、私たちは
常 に想定 してお く必 要がある。

情や徳 目に基づ くいわゆる道徳上 の理解以上 に、行為
を導 くための科学的に適切な知識や判断が、生活安全
上、必要不可欠な 「防災知」 として いっそう求め られ

よく知 られたと ころでは、医療従事者や医薬品や病
床数など、著 しくリソー スの不足 した大規模災害時の

るか らである。もちろん これ らの場合や要請 は、 日常
的な道徳 にお けるジレンマにお いて もいくらか連続的

医療や戦場医療 の場面にお いて、識別救急 として患者
に トリアー ジがなされることがある。原則 としてすべ

に課題を共有する ものであるが、災害時や緊急時 にお
ける ジレンマにお いては このことが とくに顕在化する
と思われる。まずは、第一 の点か ら考察す る。

ての人命は等 しく価値があ り尊重されるべ きである、
と私たちは通 常道徳授業 のなかで学ぶ。だが極限的な

2‑2‑1ジ レンマの構造 :「 義務」 と 「功利」

事態やよ り切迫 した緊急時 にお いては、 ときに即座 の
半」
断や決定 、人命救助 の優先順位づ けが 強 く求め られ

災害時や緊急時 におけるジ レンマ教材 の構造 を分析
す る際に、私たちが哲学的な理論枠組み としてなによ
り参照可能であるのは 「義務 (論 )」 と 「功利 (主
義 )」 の対立 ・ 葛藤であ ろう。 これ らは 「動機 Jと

る場合がある。そ こでは普遍的な生命尊重 の原則 をた
だ形式的 に、教科書的 に模範解答す ることがかえって
災害時 の判断や行動を鈍 らせ、よ り多 くの人命救助を
結果 として妨げて しまうこともある。
トリアージタッグの事例 も含めて、今回の 「家庭防

「帰結」 と捉えて もよい。 ごく有 り触れた解釈 に沿 え
ば、すべての生命 を等 しく尊重 しなければな らな い、
嘘をつ いた り、人を見殺 しにした り、ガソリンや ラジ

災」 、 「学校防災」、 「地域 防災」 に関する授業実践
にお いて取 り上げ られたい くつかのジレンマ学習 もま
た、 トリアー ジタ ッグの事例 も含めて、 同様 の質 的葛

オや衣類な ど盗みを犯 した りしては いけな い、等 々 と
い った一―ある面で常識的な一―道徳規範は、決 して

藤 が生 じ得る教材を考案 し、取 り扱 って いた ことは印
象深 い。たとえば、災害時に避難所 へ愛犬を連れて行

何か の手段 としてではな く、それ 自体が 目的 であるよ
うな普遍的立法、義務に他な らない。そのように私た

くか、それとも置 き去 りにする しかな いのか。 自らが
生き延びるために、すでに倒壊 して しまった家屋のな
かか ら食料や衣服や ラジオを持 って くることは悪 いこ

ちは想定してみることも可能である。 (こ こではさし
あたリコールバーグの段階 6が普遍的で一貫性を内容
とする倫理原則への志向を含んでいた ことを思い起 こ

となのか どうか。津波が発生す ると分かってお り、す

せば十分である。)
もしもこのように義務論的に考えるな ら、正真正銘
の 「道徳」とは、いわばイマヌエル・カントの言うよ

ぐにでも避難 しなければな らな い ときに、家族や友人
やお年寄 りなど、誰かを救 助す るという道徳規範 は、

96
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うな 「定言命法J(〜 すべ し)と い う形式を必然的に

る。そのため帰結や功利に対 しては、ただ理 由もな く

とるはずである。たとえどんな状況や場面に投げ入れ
られた として も一― あるいは、大地震や大火災 といっ
た どんな悲惨な災害 に見舞われようとも一―そ こには

否定的な宣告 が下 され、ときに理 由があって も紋切 り
型の非難が向けられる。 しか しここでは、行為が引き
起 こす結果や、救われる命の総和を最大化することの

無条件 に守 られ るべ き 「道徳」がある。 ここでい う
「道徳」 とは、 「ある行為を直接に命令 し、その行為

効用 についてのある種 の現実的な必要性が、非常時・
緊急時 という特殊な想定 において改 めて真面 目に問い

によって達成 され得るような何か別の意図 を

[行 為]

直 されるという点が重要で ある。

の条件 として根底 におかないような 命法」

(カ

ント

1960:74)で ある。非常時であろうが、平常時であろ

222防 災知 :行為 を導 くための科学的な知識 、判断

うが、 いずれ にして も人の命を誰 かを助 けるための手
(ex人 命 の優先順づけ)と 見た り、盗みを犯 した

第 二 に、災害時 にお けるジレンマ は、防災上の行為
を導 くための科学的な知識や判断が 求め られるとい う
点で、従来 の道徳 におけるそれ とは異なって いる。第
6学 年 1組 学習指導案 「よ り早 く、より高 くへ 逃げ

段

りする ことを状況 に応 じて許容す るよ うな判断 (ex
ガソリンの無断借用 )は 道徳的 とは言 い難 い。 (も ち
ろん窃盗はいかなる事情であって も法 に触れる。 )カ
ン トによれば、いつで も 「〜す べ し」を説 く定言的な

る」 (14‑3の 実践)が 題材 として取 り上げて い たよ
うに、災害の未然防止 とい う観点か ら見れば、地域周

命法 とは逆に、特定の場面や条件によって使 い分けら
れ、 「行為そ のもの とは別 に欲 して いる何か或るもの

辺 の標高、推定津波浸水域、指定避難区域、高 い建物
の所在、等 々の地理的情報や、地震時 に起 こ りうる二

るいはそれを欲することが、とにか く可能な何か

次災害や津波 の到達 の速 さと威力、等 々の防災 上の情
報 を得てお くことが、何 らかのジレンマ に直面 しそれ

(あ

或 る もの)を 得 るための 手段」 とな るよ うな命法は
「条件つきJの 道徳であって、 この ように他 の何かを

を解決 しようとする際、不可欠である。誤解 を恐れず
に言えば、感情や性格の問題 とい うよりも、防災科学

獲得する手段 としてだ け善 い と見なされる行為の規則
は、端 的 に紛 い ものの道徳 に過 ぎない (同 上 :69,Cf
石川 2009)。 それは 「もし……な らば、〜す べ し」

としての知識や理解 を伴 うリテラシー の問題である。
た とえば、地震災害 によ って津 波が到来す る と分
か って いるときに、それはど遠 くはないが海辺に近 い、
推定津波浸水域 に住 んでい る一 人暮 らしの祖母の家の

と説 く仮言的な命法であると説明 される。興味深いこ
とに、 コールバー グは葛藤場面における道徳的思考の
究極 の段階 6に ついて次のように語 って いる。 「第六
段階 の定義 は、生命の保存や約束 の遵守 とい った個別
的な規範 の根拠 とな り、規範同士の間に矛盾が生 じた

様子 を見 に行 くか どうか、 とい うジ レンマについて考
えてみよう。そのような状況のなかで、私たちは いっ
た いいか に行動す べ きであろうか。 この種 の 問いは、

ときには、その矛盾が解決 されるような一般 的原理 の
概念を強調 しています。カ ン トと現代の新カ ン ト学派

美 しい心 や 善意 を持 つ とい った、か つ て ジ ョン・
デ ューイがカ ン トの道徳哲学を名指 して 「内的道徳」

および ビアジェにな らって、私たちは、 この原理 の内

と呼んだ ものを説 くだけでは、決 して解けな い問 いで

容は、人格 の尊厳性あるいは人格 の価値 を等 しく尊重
す る ことで ある と考 えて い ます J(コ ー ルバ ー グ

ある。可能な解決 の糸 回は、 良心や 情緒 の持ちようで
はな く、個別的な状況 の適切な把握 、科学的知識 を通

1987:29)。

じた判断や見通 しのなかにあるか も知れない。む しろ

ところが、災害時に直面するジレンマは、その構造
上、一般的には 「仮言命法」という形式の道徳的思考
を、私たちにより多く要請するように見える。 (「 災
害時J「 防災上」といった想定自体がそもそも仮言的
である。)そ れどころか、災害時のジレンマが他方で
提示しているものは、 「功利」や 「帰結」を優先せざ
るを得ない実際的な状況や行為の選択である場合が少
なくない。たとえば、パ ンデミックのような深刻かつ
逼迫 した事態 (あ る特定のjll面 や条件)の なかでは、
医療従事者等にワクチン接種の優先順位がつけられる
ことがある。繰り返すが、どんなときでも人命は決し
て手段一―他 のよ り多 くの人命を救うための手段――
と見なされるべきではない、と強く反論する立場もあ

そのことを学ぶ ことで、私たちの道徳的な感情、考え
方 、判断は、いくらか鍛え られ練 り直されるはずであ
る。つま り 「教育は、科学 をわれわれの単なる肉体的
手足 の延長のままにしておかないで、想像力や感 情 の
習慣的態度 を修正するような仕方 で科学 を用 いるよう
に努 めなければな らな いJ(Dewey1980:232=1975:

51)の である。
見方を転換するならば、私たちの道徳的な問題は、
多 くの場合、 「全称的な」問題というよりも、す ぐれ
て 「特称的なJ問 題であるに過ぎない (Cf 大庭・安
彦・永井編 2000)。 様子を見に行く、助けに行 くべ
きかどうかといった判断の適切 さは、一般的に答えら
れる問いではない。地震や津波の規模、居住地域の地
理的状況などの一― また、本人の勇気や決意などの心
情の在りよう自体も含めて一―個別 の状況や場合に応

ろう。心情や徳目を重視する道徳授業のなかでは、ど
うも義務論的に思考することが強く求められがちであ

じて相当異なってくる。
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災的に答え られることとが混在するとい うメタ・ジレ
ンマである。だとすれば、授業 の終末に対 しては,教

れる読み物資料は、実在 しそ うな状況の複雑性や選択
の複数性 を切 り詰 め、より単純 にす る。それゆえ、よ

師は いっそ う注意を支払わなければな らないはずであ
る。両者の問 いの質的な区別を認識 し、それ らの思考
の通路を再び結び合わせるためにも、オ ー プンエ ン ド

ほど周到 に資料や授業 を準備 しないと、 この点で子 ど
もたちは当のジレンマ を文字通 り 「ジレンマ」と して
悩 んで くれな い恐れがある。つまり状況の特称性が互
いに共有 されないという問題が起 こ り得る。)

ヘ の全面委譲をい ま一度考え直 してみる ことが、モラ

けれ ども特称的な問題だか らといって、問 いの答え
は、無限に開かれて い るとは限 らな い。なぜな ら、科

ルジ レンマを通 じた防災道徳の課題であるとは言えな
いだろうか。

学的知見 や防災 上のリテラシー に裏づけ られた知識や
判断――私たちが大きく 「防災知」 と名づけたもの一
― に照 らすな ら、す べての知識 や判断がそれぞれの可

オー プンエ ンドの功罪は、別段、防災道徳や災害時
のジレンマだ けに限った ことで もな い。通常 の道徳や
社会 の問題にお いて、オー プンエ ン ドを問い直す 、少
し近接 した例 として 「差別 Jの 問題 を取 り上げてお こ
う。 「社会問題には『正解 』があるもの と、ないもの

能性や選択 の在 り方 としてすべ て同等の正 しさを持っ
ているというわけではないか らである。む しろ問題が
特称的であるか らこそ、状況の特称性を分析・判断す

がある」 とい う教育学者・村井淳志 の主張を援用すれ
ば (村 井 2008:96)、 社会 の差別 問題 は現実 に根絶
されて いないか らと言 って、す べてがす べて答えの出

るために、いか に科学や防災上の知識や判断を道徳的
思考 に役立てるか ということが問われて くると言える
ので ある。

以 上のように、災害時のジレンマの諸特徴 を眺める

にくい
人間の一般的な差別心や良心 に関する義務
一
論的な一―問題であるとは言えそ うにない。 とい うの
も、差別のなかには社会や歴史 によって意図的 に作 り
出された、明 らかに間違 った差別があるか らだtこ の

と、災害時における/の ためのモラルジ レンマ学習は、
必ず しも 「答えのない」 ジ レンマを取 り扱 うわけでは
な い。 ここで重 要な のは、ジ レンマ のす べてが常 に

種 の 自明な答えを内に抱える問題 は、オープンエ ン ド
さなが ら取 りとめもな い探究やディスカ ッションを重
ねて いくとい うよ りも (つ まり、差別は人間 の心 のな

「オー プンエ ン ド」であるとは限 らな い とい うことで

か にあると片づけ、差別の問題は難 しいなどと心情的
に無限に問い続けて いくのでな く)、 そのような事実

23オ ープンエ ン ドの功罪

ある。道徳授業は、教科書 を持たず、評価 に]1染 まず、
それ とい うの も概 して 「答えのない」道徳的価値 鮮

を歴史的資料やデー タに基づき、社会科学的に正 しく

元ではな く主題 )を 扱 うか らだとい うことは、道徳教
育 の分野ではつとに強調 されてきた。ジ レンマを用意

認識 した上で、今度 はそれを解消す るための社会運動
や行動 に早 く結びつけ られるべ きものである (Cf 村

する学習は、通常、教師の意図 したね らいや模範解答
へ と導 くような、一種 の誘導的な道徳授業 の在 り方を

井 2008)。
このよ うなテーマ は、 しば しば教室 の垣 根 を越えて

反省 しようと試みる (Cf 荒木編 1998)。 だか らこ
そ、反対 に道徳へ の問 いを最後 まで開いてお くことに

いる。 リテ ラシー を育むことは可能 だが、多 くの場合、
社会 自体 が 問題 に取 り組み、責任を持って解決す べ き

よって、子 どもたちの 自発的な思考や判断を促すため

政治的、技術的な課題 である。そのように、学校の役
割 を限界 づけることも可能である。 もっ とも、そのよ
うな学習を経験 した子 どもたちが 「市民」 として社会

の授業方法が提案 されるのである。それは、迷いや葛
藤を取 り入れた 「多様な読み物資料 を生かした指導」
(文 部科学省 2008)や 、主題 と資料 の特質 に応 じて
「複数時間 の関連 を図った指導J(同 上)の ような、

に出て い くことによ り、社会は何 らかの形で改変され
るか も知れな い。だがそれはまた別の重要な問題であ
る。 いずれ にして も、こうした疑間は、 何が明 らかと

学習指導要領解説 の記述を充実 させ る面でも有効な手
法に違 いな い。
とはいえ、私たちはすべての問いを 「全称的な」間

なってお り、何が明 らかとなっていないのかが明確に
論 じられることで初めて成 り立つ 問 いである。

題 に還元 して しまう誤謬をある程度避けねばな らな い
のと同様 に、道徳上のジレンマを 「答 えのないJ問 題

24防 災道徳の展開と定着に向けて

とばか りにオー プンエ ン ドに委ねる ことにもいくらか
慎重になった方がよい。社会や道徳 の問題を扱 う際に
は、すべてを 「答えのない」問題カテゴ リー に押 し込
めるのではな く、そのなかか らいか に 「答えのある」

災害時 のジ レンマ学習の特徴 と問題については既に
述 べ た。 このことを踏 まえた上で、 防災道徳 のさらな

問題 を選 り分け、 どこまで意識的 に考え直 していける
かが思考を開 く鍵 となる。防災道徳の実践が結果 とし

研究プ ロジェク トの可能性 と今後の課題 をさ らに浮き
彫 りにす るために、互 いに関連 し合 う三つの角度 か ら

て示 していたのは、災害時にお ける ジレンマ学習のな
か には、道徳的に答え られず 悩む ことと、科学的・ 防

論 じてお こう。そ の三つの角度 とは、第 一に当事者性
の問題 、第二 にカ リキ ュラム運営上の問題、第三 に従

る展開と今後 の定着 に向けて、私たちは何を指摘する
こ とができるだろうか。以 上の考察 の結 び として、本
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来 の道徳教育 の質的改善である。

ば、答 えの出にくいものを何 とか考 え続 けていくため
に、答え られるものは答え られるもの一― 「保証 つき

241当 事者性 の問題

の言明」―― として問題整理 し、私たち の経験 を合理

第 一に、前章 の実践報告 をよりよく解釈す る限 り、
防災道徳 のプロジェク トは道徳上のジレンマを 「防災

的 に、ず っと豊か に再組織 し方向づけて い く。道徳で
取 り扱われる問いがなかで も必 要 とするのは、まさに
こうした意味での 「科学」である。思考 の方法 として

知 Jの 獲得 を通 して砕 く可能性 を含み持つ。それ に
よつて子 どもたちの思考や態度表明が問 い直される。

の広義 の 「科学」な ので ある。

けれ ども、 これ を子 どもたちの 「当事者」 としての思
考 を どのように育むか とい う試みであると読み替える

242カ リキュラム運営上 の

5題

F・

な ら、課題は決 して道徳上のジ レンマだけに留ま らな
い。 防災 上 の知識や判断 自体 に対 して も検討 の眼が
きっと向け られてよいはずで ある。
それ とい うのも、防災道徳が想定 にお く 「災害」は、
自然災害だけではないか らである。 ここには、判断や
配慮 に欠けた素人の無知による人災や、反対 に専門家

第二 に、防災道徳の定着 を図るために、今後カ リュ
キュラム をどのように組織化 し、運営して い くか とい
う課題がある。 「防災」 とい う観点が各人 に 自生的に
思考する 「当事者」であることを要請 し、 「防災知」
とい う名 のもとに狭義 の科学的知識 や専門的 な判断だ

や技 術関係者 による科学的知識を介 した人為 によって

けでな く、ひいては この知の練 り直 しを含めた広 い意
味で の 「科学」が道徳 に求め られるとい うことは、そ

生 じるリスクも含 まれる。当然のことなが ら、科学的

のよ うな主題 を取 り扱 う授業を運営 し、学習 をア レン

知識 は必ず しも万能であると言えな い し、科学や技術
に対 して規範や抑制を加える応用倫理学的な反省が不

ジする教師 にいった い何 を求めるだろうか。
この点で本研究プ ロジェ ク トは、二つの相反する意

可欠 となるのも事実である。

義 をもって いたように思われる。ひ とつは、防災を主
題 とする 「教材J(授 業案 も含む)の 開発 を行 った こ

言 つてみれば、災害 を未然に防ぐ こと (防 災 )は 、
一方で、専門知や技術知による指導や裏づけを必要と

とであ り、もうひとつはその教材の意義 を見定めるた
めに教材開発者自身が実際に 「授業」を試みた ことで

する。 しか し、それ とともに他方では、私たちが専門
知 によって支配 される 「素人」や専トヨ知を持 った とし

ある。 しか しこれ らは同時 に、方向をやや異 にする課
題や成果 を手 んでいる。
「教材」は、ときに teaching naterials"と 呼ば

て も 「傍観者 Jで あるような態度をとるとい うことで
はな く、まさに 「当事者」 として どう判断 し、行動で

teaching"と
れ る 。 けれ ど も 、 こ こで は
Ъ aterials"が しば しば別物 であるという点 に注 目
しよう。 どんなに優れた materials"を 開発・ 準備

きるか という思考態度 を要請す る。誰 もが災害に遭遇
す るか も知れないという一 般的な想定は、誰 もが この
「当事者」にな り得る ことを求めて いる。 これは防災
道徳 が何 を育てようとするのか 〈
防災科学 の専門家か、
科学 リテ ラシー を身につけた市民か、素人的無知や無

して も、それが うまく活用 されるか どうかは、良 くも
悪 くも、結局

teaching"次 第である。逆か ら見れば、

関心 の克服か)と い う目標設定 とも大 い に関係す る。
防災道徳 の可能性 を 「当事者」 に照準を合わせるな ら

で子 どもたちの学習 の幅は大きく広がる可能性を持つ。

ば、また違った足場づ くりや理論化の道が切 り拓かれ

けれ ども、

て くるように思われ る。
この当事者性 とい う点か ら判断すれば、災害時 のジ

徳のカ リキ ュ ラムが特殊で高度 に専門的であればある
ほ どに、それだけかえって materials"を いか に開

レンマのなかで科学上、防災上答え られることもまた

発 し用意 してい くかが鍵 となる。
そ こで高度な専門知や技術知 を有 した教師や専門家

どんな素材や題材であって も、授業 の運営や運用次第

―― それ を情緒や心の迷い といった従来の道徳上の答
えにくいジレンマ と質的に区別 しようという主張 にも

teaching"次 第であるとは言え、防災道

が ‰ aterials"の 開発 を リー ドするとい う ことは十
分考 え られる。 しか し誰 もが 「当事者」であると考え

かかわ らず―― 常 に私たち の吟味 に 開かれて い る と
言 ってよ い。道徳の思考に 「科学」を役立てようと述

るな ら、彼/彼 女たちだけが教授可能で 、利用可能な

べ たデューイの言葉 を ここで再度紐解けば、科学的知
識 といえども決 して絶対的な正 しさ (私 たちがそれ 自

素材であってはな らな い。 自然 と技術によって織 り成
され る高 度な危険 とリス クを有す る社会 にお いて、

体 として鵜呑みにするような知識)を 示す ものではな
い。それは科学的な仮説と検証の手続きによって当面

「防災知Jは 、誰 にとって も、 どんな学級にお いても、
よ り広 く共有 されるべ き内容を持つに違 いな い。それ

の正 しさを示す もの、あくまで未来 において反駁 され
る可能性 を含み持つ 「保証 つきの言明」であるに過ぎ
な い。 「知識 とは、その最 も厳密かつ最 も敬称を込め

ゆえ、誰であって も一― どんな教師であって も――幅
広 くアクセス し利用できるような教材を用意する こと

た 意 味 にお い て 保 証 つ き の 言 明 と同 じで あ る J
(Dewev1986:145=1980:530)。 別 の表現 を用 いれ

も重要であるが、利 用する こともそれ以上に大事であ
る。防災上 の指導的立場にあたるような 「防災教育推

がいっそ う重要となるだろう。教材は、開発する こと
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進教師」
の

)だ けでな く、それ ら

学、地理、歴史、倫理 といった 自然・ 社会・ 人文諸科
学 の発見 を、道徳授業 のなかにどのように取 り入れ役

(と 仮 に呼んでお こう

naterials"を 用 いる ことで、できる限 り多 くの

教師 が、できる限 り多 くの学校・ 教室のなかで、 どれ
だけ継続的に教育することができるだろうか。そのた
めの教材の整備 とアー カイヴ化 の議論 が必 要 になると

立てて い くか とい うことだけではな い。子 どもたちが
災害時 のジレンマを学習 し、科学を道徳 のなか に結び

付 け加える こともできる。

の歴史、被災時にお ける救急医療 の現場 の実情等 を知

つ けるばか りでな く、たとえば周辺の地理情報や地域

ところでそのとき、想定 される教師の多 くは、 ごく

ることで、改めて社会や理科やその他の教科のなかで

基礎的な科学 リテ ラシー を有する市民であるかも知れ
な い。だが、防災 の専門家や科学者であるとい うわけ

取 り扱われて いる課題 の深 い学習へ と間接、直接的 に
接続 していくということがいっそう期待 されている。

ではな い。 とすれば、教師は教材を日常的に利用する

諸科学に基礎づけ られた各教科等の知見か ら道徳の授
業へ と向か い、そ して道徳 の授業か ら再び各教科等 の
学習へ と向かって い くことこそが、道徳教育 をよ り生

なかで、そ うした専門家たちとどのように連携を図っ
て い けるだろうか。そ して教師の基礎的な リテ ラシー

産的な改善へ とつ なげて いくと考え られる。
モ ラルジレンマ学習 に用いられる次のような資料を

を高めるために、今後 どのような研修や養成のプ ログ
ラムが考え られるか。 防災教育 の展 開 には、 こう した

考察 の締め括 りに引いてお こう。資料は主に中学生を
対象 とした物語であり、 コールバー グ監修によるジレ

カ リキュラム運営上に関わる大局的な視野と中長期的
な制度設計の視点が求め られると言えるだろう。

ンマ物語 に独 自にアレンジが施 されたものである。タ
イ トルは 「これでよか ったか (こ の子 のために)」 と
い うものだし 関連する価値内容 の項 目は 「生命尊重」

2‑43道 徳教育 の質的改善
最後 に、第 三の角度 として、道徳教育の質 的改善 の
問題 にっ いて も論 じて お こう。以上 に述 べた ことは、
従来 の道徳教育 に対 して どのような影響や見 方 の転換

および 「遵法 の精神」 とされて いる。

を促すだろうか。
道徳 の思考や判 断 に、狭 い意味で の 「科学」だけで

これ は、 自宅 で傷 害事 件 を起 こ した ジ ョー ンズ氏 の裁
判 の記録で ある。

な く、科学的な知識や判断の問い直 しをも射程 に収め
る思考の 「方法」 とい う広 い意味で の 「科学」を役立

息 子 の マ イ クが胸 に 大 けが を した 。流 れ で る血 のた
め ,着 て い る服 もズボ ンも靴 もみ るみ る真 っ赤 に染 まっ

て るとい う議論は、道徳と科学、性格 と知性、心の内
的状態 と外的な行動結果といった諸 々の二項 をむやみ

た。 マ イ クは泣 き叫んで、 つ いに失神 して しまった。
両親 も驚 き、 と りわ け母親 はお ろお ろ と泣 きだ し、マ

に対立 させる議論の狭限さを反省するばか りでな い。
それは従来 の道徳教育の在 り方 に対 して も再考 を促 し、
質的改善 の手がか りを与えて くれるはずである。なに

イ クが死 んで しま つた と思 った。父親 は取 り乱す ことは
なか った。彼 は 病 院 に連れ て行 くことを考 え、 マ イ クを

よ り、道徳授業の外部にお いて繰 り広げ られる学習と

抱 きかかえ るや 階段 を駆 け お り、表 へ 出てタク シ ー をひ
ろお うと した。 しか し、運 悪 くタ ク シ ー は 走 って お ら

の関連 の在 り方 と、 内部 にお ける恩考 システムの拡

ず 、マイクの出血 はます ます ひ ど いよ う に見 えた。

張・深化を問 い直す。
結局のところ、道徳教育 の充実は、道徳授業 の外部

た。突 然父親 はそ の 車 の所 に駆 け寄 り、運転 席 の 男 に病

で展開される各教科め指導や総合的な学習 の時間、地

院 に連 れて行 って くれ るよ うにたのんだ。そ の 男 は大切

域や家庭 の教育とどのような接続を持って展 開できる
かにもかかって いる。改めて指摘す るまでもな く、防

な 仕事 の 打 ち合 わせ で 人 を待 って い る のだ と言 って、
「今 、 忙 しい 。助 けた いが、それ はで きな い。」 と断 っ

災道徳 とい うテーマ の広が りと守備範囲は、今回のプ
ロジェク トの作業班 の区分け、すなわち 「家庭防災」 、
「学校防災」、 「地域防災」のワー キング・ グルー プ

た。そ こで、 ジ ョー ンズ は 「それ な ら草 を貸 して も らえ
な い か。」 と尋ね る と、そ の 男 は 「わ た しはお た くを知

が取 り扱ったテーマの違 い にも見 られる。 防災を考え

ジ ョー ンズ は 妻 にマ イ ク を抱 かせ る と、そ の 男 をお も

そ の時 、 父親 は路 ば た で 止 ま って い る車 に気 が つ い

るということは、学校 の教育活動、保護者や地域住民、

地域行政における協力と協同の必要性を投げかける間

らな いか ら、 そ ん な こ と は で き な い 。 」 と答 え た 。

いっき り殴 りとば し、キー を取 り上げる と、車 を運転 し
て病院 に息子 をかつぎ込んだ。
殴 られた男は、その後 、警官 を連れて病 院まで追 いか
けてきた。警官は、 ジョー ンズを車 の窃盗 と暴行 の罪で

題提起 となるだろう。
とりわけ、学校での学習に注意 を向ければ、そ こに

逮捕 したのである。
ジ ョー ンズのとった行為 に賛成か、反対か。 また、そ
【

は、理科や社会科や国語科 に代表されるような各教科
の学習 と道徳の学習の関連性を教師や子 どもたちが新

の理由はなぜか。】

たに発見 し再認するための契機 が隠 されているように
思われる。防災道徳のカ リキュラム上のね らいは、地

(荒 木編 1998:192)
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実 のところ、 このジ ョー ンズのジレンマに見て取れ

Johll Delvey,

るように、従来の道徳教育やモ ラルジレンマ学習で扱
われる素材をつぶ さに検討すると、災害時や緊急時に

1899‑1924,

vo1

9,

Carbondale:

Southern lllinois University Press
ン ・ デ ュ ー イ (1975)、

おいて直面す るジ レンマと類似 のものが決 して取 り上

=

ジョ

『 民 主 主 義 と教 育

(下 )』 松 野安 男訳 、岩 波文庫。

げ られて こなかったわけではな い。少 し大袈裟に言え
ば、 この資料 のね らいが 「生命尊重 」 と 「遵法 の精

」ohn llewey (1986) . Logic: The Theory of lnquiry,
in Jo Ann Boydston (e■ ), The Later Torks of

神」 のジ レンマであると予め設定されている通 り、た
だ義務論上の原則 や′
さ情的な理 由づ けが容易 に確認可

Johll Dewey,

能であるような、限定 された情報 と少ない選択の範囲
で思考が巡 らされて いただけなのである。要するに、

ン・ デ ュー イ (1980)『 論理学――探究の理論』
魚津郁 夫訳 、上 山春平編 『世界 の名著 パー ス

現実的な状況 の分析、科学的に起 こ り得 る知見や帰結
を加味 した状況判断、等 々の多様な検証作業 の付け入

ジェイムズ デ ューイ』中央公論社。
林泰成 (2009)『 新訂道徳教育論』,放 送大学教育振

る余地が十分 になかったということであろう。たとえ
ば息 子 の負傷 の度合 い、 自宅 と病院 との距離 、タク

興会。
林能成・ 高山みほ (20H)、 震度による被害状況の違
い を視覚化する教材 〜震災 前状況 を設定 した被害

1925‑1953,

vol

12,

Carbondale:

Southerll lllinois Univeぃ ity Press

シー と待ち合わせ をして い る男以外の周 囲のその他 の

=ジ ョ

情報、そ の国や州 の刑法、殴 られた男 の被害 の詳rIE、
行為 の他 の選 択肢な ど、個別的な状況設定 の違 いに

状況イ ラス トの作成、『 日本地震学会 2011年 度

よって考え方や行為の帰結 は異なって くる。限 られた
情報 のなかで考える ことも思考割1練 としては興味深 い

広瀬弘忠 (2000)、 リスク認知 と受け入れ可能な リス
ク、 『 リスク学事典 』日本 リスク研究学会 (編 )、

秋季大会講演予稿集 』 。

268269頁 。

が、もしも情報 が限 られて いるのであれば、 どのよう
に情報を集めるか、 どのような情報が判断する際不足
しているか、新たな情報 を加えた上で どのような仮説、
判断、帰結 の検証が可能 となるかを考える ことが現実
的 には有益で ある。道徳が思考の方法 として の 「科

市川伸一 (2008)、 『「教えて考え させる授業」 を創
る』、図書文化。
石川文彦 (2009)、 『カン トはこう考えた一一人はな
ぜ 「なぜ 」 と問うのか』ちくま学芸文庫。
イマヌエル・ カ ン ト (1960)、 『道徳形而上学原論 』

学」を必要 とす る所以である。
デ ュー イが 説 いたように、 「われわれが性格 の発達

篠田英雄訳、岩波文庫。
ロー レンス・ コールバー グ (1987)、 『道徳性 の発達
と道徳 教育― コー ルバ ー グの理論 の展開と実践』

を最 高 の 目的 として掲 げ、また同時 に、知識 の獲得や
理解力の発達を一―それは必然的に授業時間 の主要な
部分を占めるのだが一一性 格 とは何の関係 もない もの

岩佐信道訳、麗澤大学出版会。
文部科学省 (2008)、 『小学校学習指導要領解説

と見なすな らば、学校 にお ける道徳教育は、事実上、
望み のな い ものとなる。そのような根拠 に基づいて、

道

徳編 (平 成 20年 8月 )』 東洋館出版社。
村井淳志 (2008)、 社会問題に正解 は あるのか ?か ら

道徳教育 は、不可避的 にある種 の教理問答的な授業や
道徳 に関する説教 に切 り詰め られる」 (D"ey1980:
364=1975:237)。 だか らこそ と言 うべ きか、道徳は
や は り広 い意味で の思考 の 「科学」 へ と、今 こそス

考 える 習慣 、『社会 教育 』No 587、 明治 図書、

9697頁 。

テ ップアップす べ きである。そのように結論づけるの
は、道徳的な教説や目1戒 、理由づけの弱 い情緒や共感

村越真 (2013)、 KYTシ ー トを使った中学生 と教員養
成 系大学生 の教科活動にお けるリスク特定 ・ 評価
スキルの実態調査 、 『共同教科開発学論集 』第 1

の学習が大きく優勢を誇る場面 においてはますます有
効な主張 となるであろうし、それほ ど的外れな見解で
もあるまい。防災道徳 のプロジェク トは、 このよ うな

号。
大庭健・ 安彦一恵・永井均編 (2000)、 『なぜ悪 いこ
とを してはい けな いのか―Wけ be moral?』 ナカ

主張を支持するため のひとつの有用な素材 と手がか り
を、私たちに示 して くれると思われる。

ニ シヤ 出版。
大 田好乃・ 牛 山素行 ・ 吉 田亜里砂 (2009)、 地形認
知 と津 波 リスク認知 の 関係 につ い て 『 災害情
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報 』,No 7,pp 101‑110,2009。
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