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1　主題設定の理由

　夢と希望をもって一色中学に入学してきた
１年生。朝早く登校して部活動の準備を頑張
る生徒たち、教師や先輩に対して、たどたど
しい尊敬語で懸命に語る１年生。そんな生徒
たちは、思春期にさしかかり、心の変化がみ
られるようになってきた。７月に学級活動で、
担任による性教育「自分を大切にしよう！」
を実施した。そこで、命は受け継がれており、
自分の命は大切にしていかなければならない
こと、また、親や大人に反抗する時期ではあ
るが、親への感謝の気持ちを忘れないことを
学んだ。Ａ子は、その授業後の感想で、以下
のように書き綴った。

　Ａ子のような感想を書いた生徒は他にもお
り、自分の存在に自信がなく、不安に駆られる
思春期を過ごしている生徒たちがいることが
わかってきた。そんな生徒たちに、命について
じっくり考える場を設定し、自信をもって中学

校生活を送っていけるように支援ができれば
と考えた。
　そこで、兼職発令を受け、１年生の保健学習
を担当したことを機に、「心身の発達と心の健
康」の“生命を生み出す体への成熟（射精・月経・
受精・妊娠）”の知識を核にして、８年越しに
妊娠した担任の協力を得ながら、特別活動や道
徳・その他の教育諸活動で学びを広げ、命の尊
さを実感させたいと考えた。命の尊さを実感し
た生徒たちは、自分の存在を実感し、自信をもっ
て生きていこうとするであろう。以上のことか
ら、研究主題を次のように設定し、学級担任の
協力のもとに、実践を進めることにした。

　
２　研究の目標とめざす生徒像

⑴　研究の目標
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命の尊さを実感し、自信をもって生きよう
とする生徒の姿を求めて
〜中１：横断的な保健学習「担任のおなか
の赤ちゃんから学ぶ“命”」から広げた３
年間の実践〜

　心や体の成熟について知識を深め、命の
神秘性・命の尊さを感じ取ることにより、
自分の存在を実感するとともに、自信を
もって生きていこうとする心を育てる授業
展開や教師支援の在り方を探る。

　私を産んでくれた親がいるから、今の自
分がいるんだと思います。でも、自分は、
最近イライラすることが多く、親に対して
言葉使いが悪くなったし、友達ともあまり
しゃべらなくなりました。自分は、家族や
クラスで必要なのかなあ…と、考えること
が多くなりました。
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⑵　生徒の実態とめざす生徒像
　今回、研究実践をする１年７組（36 人）は、
男女共修で保健学習を行った。本学習に入る前、
命について尋ねたところ、命のバトンが途切れ
たあと、なんとなく命はよみがえると思ってい
る生徒は 24 人（66.6％）、命って素晴らしいと
感動することがあまりないと感じている生徒は
男子に６人（16.7％）いた。また、自分はかけ
がえのない存在だと思うかという問いに、13
人（36.1％）がわからない、そして、１人は思
わないと答えた。命の尊さを感じ取っていない
生徒が多い現状が浮かび上がった。
　そこで、担任の妊娠という機会を生かし、担
任の胎児への愛おしさ・わが子への思いを知
ることにより、生徒自身の誕生を重ね合わせる
ことができると考えた。そのことが、命の尊さ
を実感し、自分の存在価値を知り、自分はもち
ろん、友達や家族・地域に目を向け、日常生活
を大切にするように育っていくであろうと考え、
めざす生徒像を次のように設定した。

①�　自分たちの心や体の成熟に関心をもつ
ことができる生徒
②�　命の神秘性・命の尊さを感じ取ること
ができる生徒
③�　自分の存在を実感し、自信をもって生
きようと考えることができる生徒

3　研究の仮説と実践計画

⑴　研究の仮説
　めざす生徒像に迫るために、以下の三つの仮
説を立てた。

　なお、仮説を検証するためにＡ子を抽出生徒
として、他の生徒たちとの関わりの中でその変
容を追うことにする。

Ａ子にかける教師の願い

　Ａ子は放課後、いつも一人でいることが
多く、友達と楽しく会話をしている姿をほ
とんど見ない。仲の良い小学校時代の友達
と同クラスであったが、５月後半から、そ
の友達が別の友達と仲よくなり、それから
は一人で過ごすことが多いという。また、
特別教室への移動もほとんど一人で移動し、
体育でペアを作るときも、自分から声をか
けられず、３人のグループになったことも
あった。Ａ子は「寂しいけど、仕方ないか…」
と思っていた。そんなＡ子に、この学習を
通して、自分の命・存在を実感し、自信を
もって友達と関わり、中学校生活を送って
いく姿が見られることを願う。

⑵　実践計画
　「担任のおなかの赤ちゃんから学ぶ“命”」
　（中１：11時間完了：保健３、学活+自裁７、道徳１）
　学校行事から学ぶ“生き方”（中１・中２・中３：５時間）

仮説１　＜自分を見つめる＞
　　�　保健学習で、生徒の学習意欲を引き
出す教材・提示の工夫をすることによ
り、思春期の自分たちの心や体の成熟
に関心をもつことができるであろう。

仮説２　＜命の尊さを知る＞
　　�　保健学習の知識を特別活動へ広げて、

妊娠中の担任と関わりながら新しい命
の営みを追究することにより、命の神
秘性・尊さを感じ取ることができるで
あろう。

仮説３　＜自信をもって生きる＞
　　�　自分の存在について考える場を設定

することにより、自分や友達、家族を
大切にしようとする意欲をもつことが
できるであろう。さらに、努力した人々
に出合わせることにより、頑張る素晴
らしさを実感し、行動化に結びつくで
あろう。
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4　実践と考察

⑴�　心や体が大人に近づいていっても、心配な
いね
①�　中学生になって…こんなふうに変わってき
たよ
　思春期を健全に過ごせる手立てとして、夏休
み前に、各担任による性教育を全クラスで実施
した。１年生は、命は一つしかない尊いもので
あることと、思春期の心の変化の出現について
授業を進めた。
　生徒たちは、今、ここに自分がいるのは、親
からもらった命であり、その命が受け継がれて
きたことを、相田みつをの詩「自分の番」から
考えた。Ｂ子は、“命は誰でも一つある。自分
には先祖が何人もいて、一人でも欠けてしまえ
ば、今の自分は生まれてこなかったし、心配し
てくれる人もいなかった。今、ここにいる自分
の命を大切にしていかないと、私の先のバトン
がつながらない。”と、授業後の感想をまとめた。
　思春期の心と体の変化については、２学期の
保健学習で扱うため、ここでは、“今までと違
う自分の発見”として、小学生のときと比べて
変わってきたことを考え、発表した（資料１）。
親への反抗や兄弟姉妹へのイライラを挙げた生
徒が圧倒的に多かったが、Ａ子は友達について
書いていた。異性への関心につながる容姿の変
化に気づいた生徒は、Ｃ子一人であった。意見
交流で、Ｃ子の気づきを共有することで、心と

同じように、体つきも変化し始めてきたことを
認め、授業を終えた。この学習で、自分の命や
心の変化の出現を見つめるきっかけはできたと
考える。

②�　異性に関心が出てきても自然なんだね（保
健学習 1/3 時間）「思春期の心の変化」
　自分の存在や心の変化に気づき始めた生徒た
ちは、保健学習で、思春期の心と生命を産み出
す体への成熟について知識を深めていった。思
春期の心の変化について、10 項目をチェック
した。ここでは、個人差があることをおさえた。
Ａ子は五つチェックをしており、対人関係を意
識していることがわかった（資料２）。
　異性への関心をチェックした生徒は、わずか
４人であったが、６月に実施した本校の男女交
際に関するアンケート結果を見て、１年生の異
性への関心度をグラフから読み取った（資料
３）。これにより、「ほんとは少し興味があった
けど、チェックしなかった。でも、このグラフ
を見て、恥ずかしがることじゃないことがわ
かった。」「安心した。」という発言が出てきた。
このように、自分の心の変化を肯定的に受け止
めることができた生徒は 33 人であった。この
ことから、この資料提示は新たな発見を得る手
立てとして有効であったと考える。

　授業後の感想で、命はとても大切なものだと
書いた生徒は 33 人で、クラス 91.7％を占めた。
その大切な命を、生徒自身が、どのように自分
を捉えているかを把握するため、後日、「自分
はかけがえのない存在であるか？」についてた
ずねた。13 人は「わからない」、１人は「思わ
ない」と答えた。
　Ａ子は、この学習で、友達と話をしなくなり、
一人で過ごすようになった交友関係を書きとめて
いる。また、自分の存在を、「わからない」と答え、「ク
ラスの中でも、友達と一緒にいないで、いつも一
人で行動しているし、家族ともあまり会話をして
いない。いてもいなくても、変わらないように思
う。」と、その理由を記した。
　今後の学習で、自分の存在を肯定的に受け止
められるように支援していきたい。�（教師メモ）

・�部活で帰宅が遅く、疲れるので、親が何か
言うと、うっとおしい。イライラする。親や
兄弟との喧嘩が多くなった。
・�何か言われると、逆に、やらなくなった。
・�イライラしたり、友達ともあまりしゃべら
なくなった。（Ａ子）
・�友達とあまり遊ばなくなった。
・一人で過ごすことが多くなった。
・勉強がわからないとイライラする。
・服装や髪型を気にするようになった。（Ｃ子）

●資料１／今までと違う自分を発見
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③�　ホルモンの働きって、すごい！（保健学習
2/3・3/3 時間）「生命を生み出す体への成熟」
　次に、心の変化をもたらす内分泌腺の発達に
より、生殖機能が成熟することを理解するため
の保健学習を２時間実施した。
　第１時の「内分泌腺の発達」については、脳
下垂体からの指令により、性腺刺激ホルモンが、
男女の体つきを変化させることを学んだ。目に
見えないホルモンをイメージできるように、男
女の人体図を見て、ホルモンの働きを考えた
（資料４）。「�精通と月経の仕組み」については、
教科書の資料（生殖器の解剖図）を使って、精

子と卵子の動きをたどってみたが、ほとんどの
生徒が動きを確認することができなかった。
　教師による教具の提示方法を反省し、次時で、
自作の子宮の絵と卵子・精子の絵を使って、前
時の学習内容を復習するとともに、第２時で扱
う「排卵、受精、着床、妊娠」について、卵子
と精子の動きを黒板の絵で確認しながら、現象
の説明を教師から聞いた。さらに、生徒たち
は卵子の動きを黒板の絵で確認していった（資
料５）。授業後の感想には、「自分の体もこのよ
うに変化していくんだ…」「みんなが実際に絵
を使って、先生の説明を確認したので、着床な
ど難しい言葉の意味が理解できた。」「僕はこれ
から精通を体験すると思うけど、驚かないと思
う。」と書かれていた。このような記述が 29 人

　3/3 時間の保健学習を参観したＡ教諭の感想
　「教具は、一番後ろにいた自分からも見やす
く、スティックを使ったことで、卵子と精子の
動きが、よりわかりやすかった。卵子と精子が
出合う神秘的な話をしたとき、生徒はシーンと
なり、見入っていた。Ｎ先生のおなかの中でも
…といったときの教室の空気が良く、一人一人
が受精について理解し、命を尊重する態度が生
まれていたと思う。� （教師メモ）

●資料２／Ａ子の心の変化チェック

●資料３�／一中生徒の男女交際に関するアンケート結果（19.6月）

●資料４／ホルモンのイメージ化

●資料５／卵子の動きと妊娠の仕組み

　2/3 時間の保健学習を参観したＡ教諭の感想
　一中生のグラフを見せたとき、生徒はハッと
させられていた。何でだろう？と、唖然とさせ
られる場面は、生徒に問題意識をもたせ、自ら
考え、深く見つめ、仲間と共感できる場面であっ
たと思う。� （教師メモ）
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にみられた。この学習により、自分の体が変化し
ていく過程を受け止めることができたと考える。
　これまでの実践で、次のことが明らかになった。

⑵　命がけで新しい命ができるんだ！
　自分の心や体の成熟に関心をもつことができ
た生徒たちに、担任の妊娠から新しい命の営み
を追究する場を設定することで、命の神秘性や
命の尊さを感じとることができると考え、授業
を展開していくことにした。
①�　Ｎ先生のおなかの赤ちゃん、どんどん大き
くなってるよ
　受精から出産までの胎内での新しい命の営み
を知ることにより、命の神秘性に気づくことを
目標として、担任と協力して授業を進めた。
　「Ｎ先生のおなかの赤ちゃんは、生まれてく
るまで何日おなかの中にいるでしょう？」とい
う問いに対し、答えは様々で、280 日（40 週）
と答えた生徒は二人のみであった。
　40 週までの発育過程の図を見て、胎児の成
長の様子を知ったあとに、Ｎ先生の６〜 17 週
の超音波画像を初めて見た生徒たちは、「わぁ
〜、すごい！Ｎ先生のおなかの中だ」「頭と目
がはっきり見える！」と驚嘆し、画像（資料

６）に目を食い入らせていた。Ａ子は、隣の生
徒と画像を見合って、「すごいね！」と、話し
かけていた。さらに、心音を聴いて、「心臓が
動いているんだ」と感動し、目を輝かせた。こ
の頃から、Ａ子は積極的な学習態度を示すよう
になってきた。なお、胎児の栄養と呼吸につい
ては、養護教諭から説明を聞いた。
　Ａ子は授業後の感想を、｢赤ちゃんはへその
緒から栄養をもらい、呼吸をしていることがわ
かった。Ｎ先生のおなかの赤ちゃんの写真を見
て、大きくなっていく様子がわかりました。お
なかの中の赤ちゃん、がんばって！｣ と、まと
めた。Ａ子のような感想を書いた生徒は、他に
も多くいたことから、生徒たちは、この学習で、
担任の胎児の発育への関心をもち始めていった

①�　自分の心の変化をチェックさせたり、
生徒たちに直接関係するデータを提示し
たりしたことにより、自分の体に関心を
もち、授業を意欲的に受ける姿を見せて
いる。（仮説①に対応）
②�　自作教具を活用して、実際に精子や卵
子を動かしたり、生徒にさせたりしたこ
とで、発見や関心をもち、思春期にいる
自分の体の成熟を受け止め始めた。（仮
説①に対応）
＊�　Ａ子については、心のチェックで、一
人でいる事実を見つめている。しかし、
体の成熟に関しては、授業後の感想が書
かれていない場面もあり、意欲的な態度
はまだ見られない。

　授業後の感想で、Ｄ男は、｢胎盤からへその
緒を通って赤ちゃんへ栄養や酸素が伝わるのが
わかったが、なぜ、へそから呼吸ができるのか
わかりません。｣ と書いた。彼の疑問を解決す
るため、胎児の栄養・呼吸・運動について、調
べ学習で、自分の疑問を追究させたい。調べた
内容を意見交流し、知識の共有化を図ることで、
知識が定着すると考え、次時に意見交流の場を
設定することにした。� （教師メモ）

●資料６／胎児の発育過程とＮ先生の超音波画像の一部（略）
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と考える。
②　おなかの赤ちゃんは呼吸してるの？
　胎児の発育に関心をもち始めた生徒たちは、
胎児の生活での疑問を調べ学習で追究していっ
た。「僕は自分の調べたこと以外にも疑問はあ
る。他の子でそのことを調べていたら聞きた
い。」という生徒たちの声を受け、意見交流の
場を設定した。胎児の呼吸方法に疑問をもった
Ｄ男は、積極的に調べたことを発表することが
できた（資料７）。Ｅ男は、胎児の動きに注目
し、母親の声や血流の音を聴いていることを発
表した。Ａ子は羊水について調べてきた。「羊
水はただあるだけだと思っていたけど、外から
のショックを守るクッションの役目があったり、
いつも同じ温度になるようなエアコンの役目が
あったりした。とてもすごい役割をしているこ
とがわかった。」と、発表することができ、発
見した喜びが伝わってきた。そこで、Ａ子の発
表内容を確かめるために、羊水の働きについて
卵を使った実験で実証することになった（資料
８）。水があるかないかで、卵がどうなるかを
予想したあと、班別で実験を進めた。問題意識

をもち、実験に取り組んだことで、どの班から
も「おー、すごい！水があると、卵が割れない。」
「予想どおりだった！」と発見に対して歓声が
上がった。
　このように、疑問を解決するための調べ学習
や、予想して実験で確かめることは、生徒たち
の新しい命の営みに関する理解がより確かなも
のになるのに有効であったと考える。
③　僕らは３億分の１のエリートなんだ
　胎児の発育過程から胎児の生活の仕方へと関
心が高まった生徒たちなら、卵子・精子の仕組
みから受精・胎児の発育までの実際の映像を視
聴することで、命の尊さにまで気づくと考えた。
生徒たちは、初めて見る神秘的な映像に目を見
張った。そして、担任から妊娠やわが子への思
いについての話を聴いた。「苦しい検査を幾度
も味わい、ついに妊娠という事実を知った時は
言葉にならなかった。」と、涙を流しながら切々
と語った担任の姿、また、「妊娠６ヶ月になろう�
という時期でもつわりが続いて思うように食事
がとれない、それだけにわが子をより大事に、よ�
り愛おしく思う。」という、担任の言葉に生徒た
ちは引き込まれていった。授業後の感想では、
「すごく大変な道のりをたどって命ができる。」
「新しい命は大事に育てられてきた。」のように、
Ａ子をはじめ、生徒全員が尊さを感じとって
いた。さらに、Ｅ男のように自分の誕生や自分
の母親に思いを寄せた生徒もいた（資料９）。

●資料 8／羊水の働きの実験

実験１　透明な密封容器に
水と卵を入れて衝撃を与える。
（容器を上から落とす）

�卵はどうなるか？（水で
守られる）

実験２　透明な密封容器に
卵だけを入れて衝撃を与える。
（容器を上から落とす）

卵はどうなるか？（割れる）

●資料９／Ｅ男の授業後の感想

●資料７／Ｄ男の調べ学習
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　この学習により、命はかけがえのないもの・
尊いものであると感じとることができた。
　これまでの実践で、次のことが明らかになっ
た。

⑶　かけがえのない命を大切にしたい！
　妊娠中の担任と関わることで、命の尊さを感
じとった生徒たちは、自分が生まれてきたとき
はどうだったのだろうと、自分や家族に目を向
け始めた。その思いを深め、自分を見つめるた
めに、今を大切に生きることを考える授業展開
をしていくことにした。ここでは、学習指導要
領にある道徳の中学校の内容「生命の尊さを理
解し、かけがえのない自他の生命を尊重する。」
の指導を担任と行うことを取り入れた。また、
この学習を通して、Ａ子が自分の存在価値を知
り、自信をもって毎日を大切に過ごそうとする
姿を願う。

①�　私たちも、母のおなかで大切に育てられて
きたの？
　はじめに、前時の授業で自分の誕生に目を向
けた生徒の感想を聞き合った。「Ｎ先生が、と
てもおなかの中の赤ちゃんを大事にしているこ
とがわかって、自分もそんなふうに大事に思わ
れていたのかなあ…と、思いました。」そんな
生徒たちの思いは、親からの手紙を読んで、確
信に変わっていった。「すごくドキドキする」｢
泣けたらどうしよう…｣ 生徒たちが手紙を開け
る瞬間の緊張が伝わってきた。手紙を読んだ今
の気持ちをまとめると、36 人全員が、親への
感謝の気持ちと、自分は大切な存在であること
を感じとっていた。
　Ａ子も間違いなく自分の存在価値を確認する
ことができた（資料 10）。今まで自分の存在を
肯定できなくて、一人で過ごしていたＡ子が、
自分の気持ちを伝えたことで、Ｆ子がＡ子の心
情を察し、自分からＡ子に関わっていこうとす
る姿を読みとることができた（資料 11）。　
　この学習で、生徒たちは自分の存在価値を肯
定的に受け止めることができたと考える。

①�　担任の超音波画像や心音で胎児の成長
を知ったり、疑問を追究する調べ学習を
したり、羊水実験をしたりしたことによ
り、意欲的に新しい命の営みを追究して
いく姿を見せた。（仮説②に対応）
②�　ビデオ視聴や、妊娠とわが子への思い
を担任から聞くことにより、命の神秘性
や命の尊さを感じとっていった。（仮説
②に対応）
＊�　Ａ子は、体験を取り入れた学習から、
意欲的に授業後の感想を書くようになり、
また、友達と関わる姿が少しずつ見られ
るようになってきた。調べ学習の発表で
は、自ら挙手をして発言した。

●資料 10／手紙を読んだあとの、Ａ子の今の気持ち

●資料 11／Ｆ子からＡ子への関わり

　ビデオを観た感想では、「奇跡的」とか「すご
い !」という表現が多くみられた。また、受精ま
での過程や胎児が動く映像についての詳細な感
想が書かれていることから、生徒たちはこの映
像で神秘性を感じとったと考える。�（教師メモ）
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②�　がんばったね！秋雪くん　「たったひとつ
のたからもの」
　自分はかけがえのない存在であると実感した
生徒たちは、道徳の授業から、毎日を大切に生
きることについて考え始めた。資料 ｢たったひ
とつのたからもの｣ を朝の読書時間に読んでか
ら、授業に入った。授業の始めに加藤秋雪くん
の６年間の姿をまとめたビデオ（ＣＭ）を視聴
したあと、生後１ヶ月でダウン症と診断された
秋雪くんが生活していく上で注意することを出
し合い、それらを守っていく両親の気持ちを考
えた。そして、｢たからもの｣ とは何かを考え、
意見を出し合い（資料 12）、自分の考えをまと

めた。秋雪くんのたからものだけを考えた生徒
は 17 人、秋雪くんのほかに自分の生き方につ
いて考えることができた生徒は 19 人であった。
秋雪くんのたからものだけを考えた生徒たちは、
自分の生き方について考えた生徒の発言を聞き、
自分の考えを深めていった（資料 13）。そして、
次の時間、今を大切にすること・一生懸命頑
張って生きていくことは、どうすることかを考
えた（資料 14）。これにより、Ａ子は自分の生
活を振り返り、友達との関わりへ目を向け始め
ていった。クラスのリーダーであるＤ男は、発
表後「感謝して生活することを実際に行動に移
してみたらどうか」と、クラスのみんなに呼び
かけた。この学習で、生徒たちの中に、今を大
切にしようとする姿が出始めた。
③�　今を大切にするって、どうすることだろ
う？
　自分がかけがえのない存在であることに気づ
き、今を大切に生きることを考え始めた生徒た
ちは、今、自分ができることを考え、行動に移
していった。
　Ｄ男の呼びかけに賛同した生徒たちは、リー
ダー会で話し合い、｢命キャンペーン｣ と題して、
１週間、命を意識して今を大切に生活すること
の提案を受け入れ、実行に移した。１週間後に、
｢命キャンペーン｣ の体験談について意見交流
をした（資料 15）。
　Ａ子も、自分から声をかけて、話をするよう
にしたら一人でいるより楽しかったことを、
発表した。Ａ子の母親からは、家庭でも一日
一日を大切に過ごしているＡ子の姿を知らせ
る手紙が届いた（資料 16）。
　この学習により、今を大切に生きることを
実感することができたと考える。・家族や友達を大切にする。

・部活を真剣にやる。
・登下校で地域の人に挨拶をする。
・�友達と助け合うこと、係りの仕事に責任を
もつ。� （Ｄ男）
・�友達の相談にのったり、力になったりして
あげる。� （Ａ子）

●資料 14／今を大切にすることとは？ ●資料 15／ ｢命キャンペーン｣ 意見交流場面

今を大切にする生活
� （複数実践）
・自分のため　� …16 人
・友達のため� …11 人
・家族のため　� …15 人
・地域の人へ　� …５人

Ａ子の命キャンペーン（資料略）

●資料 12／板書記録

●資料 13／Ａ子の「たからもの」についての思考の変容

Ａ�子：生きること
のつらさを乗り
越えて、幸せを
感じ、本当に会
えてよかったと
思った秋雪君の
両親の気持ち
がわかったよう
に思う。秋雪君
と過ごした毎日
が、たからもの
で、秋雪君はか
けがえのない存
在であった。

Ａ�子：友達の意
見を聞いて、私
も命があるこ
とや、普通に
生活できるこ
とに感謝して、
生活していか
ないといけな
いと思った。

Ｈ�子：私は五体
満足で苦労せ
ずに育ってきた。
今まで、一日が
ついたち、明日
があるからと先
延ばしにするこ
ともあった。で
も、いつこの世
からいなくなる
かわからない。
だから、後悔し
ないように一日
一日を過ごして
いきたい。
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④　自信をもって、頑張っていこう！　
　１年生の学習を終えた生徒たちは、２年、３
年とクラス編成が替わり、勉強や部活動に励
み、高校受験に挑んだ。その間、種々の学校行
事を通して、生徒たちの心が耕されていった。
　この学習後、本研究に関連する学校行事の内
容と、卒業前のＡ子の気持ちを次にまとめた。
　Ａ子は命の学習をもとに中学校生活を振り
返った。感想文から、今生きている実感、命を
大切にする、自信をもつ、頑張る大切さについ

て、感じとっていることが読みとれた。
　これまでの実践で、次のことが明らかになった。

①�　親の手紙を読んだことにより、自分は
かけがえのない大切な存在であることを
実感することができた。（仮設③に対応）
②�　道徳を取り入れ、毎日を大切に生きた
家族の姿や思いを考えたことにより、今
を大切に生きる方向性をつかんでいくと
ともに、友達や家族も大切にしていくこ
とに気づいていった。（仮設③に対応）
③�　命のキャンペーンで、自分が考えた生
き方を体験したことにより、今を大切に
生きることを実感していった。（仮設③
に対応）

発達障害についての理解（中１）
｢みんな違って、みんないい｣

学校医による性の指導（中２）
「思春期の性」

本物体感事業（中２）
廣瀬　誠さんとのシンポジウム

本物体感事業（中２）
「あきらめなければ、夢は叶う」

本物体感事業（中３）
「その道の達人に学ぶ会」

　自分の周りの友達
に目を向け、人には
得意・不得意がある、
できること・できない
ことがある（発達障害）
ことを理解する場とし
て、体験を交えた講
演を聞いた。

講師：
�愛知県総合教育センター
研究指導主事
� 神田　正美氏

　学校医（産婦人科
医）から、生殖器官
の解剖と妊娠のメカ
ニズム、男女交際の
性的リスク、性感染症
とその予防について、
具体物を見ながら中
学２年生全員が聴い
た。自分に責任をもつ
大切さを学んだ。

講師：学校医
� 深見　正明先生

　高２で視力を失っ
てもあきらめることな
く特別支援学校の教
員として働きながら、
パラリンピックに出場。
夢に向かって努力す
ることなど、あきらめ
ないことの大切さを学
んだ。
講師：
北京パラリンピック
７位入賞
� 廣瀬　誠氏

　小学２年で交通事
故。顔面を 540 針縫
う大けがをした。後遺
症を驚異的なリハビリ
で克服し、念願のオ
リンピック代表となる。
どんなことだって、強
く願えば夢は叶う！

講師：�
北京オリンピックシンクロナ
イズドスイミング日本代表
� 石黒　由美子氏

　日本を支えるもの
づくりや伝統・芸能な
ど、その道に秀でた
｢達人｣ と一緒に活動
した。一つのことを成
し遂げる大切さを学
んだ。（Ａ子は無限の
魅力をもったガラス工
芸に参加した。）
講師：�
３年シンポジウム
自助具の発明家
� 加藤　源重氏

●資料 16／Ａ子の母からの手紙

Ａ子の思い
＊　卒業を前にして…命の学習を通して思ったこと
　命の学習をしてから、ふとしたときに「あ、生きてる」と
思うことが増えた。柔道の廣瀬さんは、「目が見えなくて不
便だけど不幸ではない」と言われたことを覚えている。五
体満足なのに頑張らないのは、自分に甘いと気づいた。今
の自分は、３年前より体も心も成長していると思う。もう
すぐ高校生になる。知らない人が多いけど、頑張って友達
をたくさん作って楽しい高校生活を送りたい。大人になり、
自分の子どもができたら、おなかの中からしっかり育てて、
新しい命を大切にしていきたい。

Ａ子の思い
＊　講演「あきらめなければ、夢は叶う」を聴いて
　今日は、オリンピックのシンクロ選手、石黒さん
から計り知れない感動をもらった。大きな交通事故
から一つの命が生還した。事故で顔面すごい傷を
負ったにもかかわらず、多くの挫折を乗り越え、前
向きに生き、努力し続けてきた石黒さん。どんなと
きでも自分に自信をもって、あきらめないで頑張る
姿は、自分（命）を大切にしている証拠かな…と思っ
た。
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5　研究のまとめ

　本研究における成果として、以下の４点が挙
げられる。

　課題としては、命の大切さを実感し、毎日を
大切にして生活し、自信をもって頑張ろうとす
る姿の変容が、２年・３年のクラス編成替えで
追跡調査および継続指導が難しく、Ａ子中心の
個別支援となってしまった。
　残された課題解決のため、今後も、養護教諭
として心身ともに健やかな生徒を育む支援の
在り方について取り組んでいきたい。

＜参考文献＞
・�「命を大切にする教育」研究報告書�（愛知県・
平成 18 年３月�）
・�悠＋［はるか・プラス］（ぎょうせい・2007
年９月号）
・道徳教育（明治図書・2005 年５月号）
・�子とともに　ゆう＆ゆう（愛知県教育振興
会・2007 年 12 月号）

④�　講演会や体感事業などの学校行事を
通して多くの人と出会ったことで、今の
自分を見つめ、これからの生き方を考え
るヒントとして生徒たちの心が培われて
いった。

①�　生徒自身の心の変化のチェックや、視
覚による体の中の変化を確認したことに
より、心や体の成熟に関心をもち、それ
が担任の新しい命の誕生の追究へと学習
を拓いていくことができた。
②�　羊水実験をしたり、神秘的な受精から
出産までの映像を見たり、担任の胎児を
愛おしく思う気持ちを感じとったりした
ことにより、命の神秘性や尊さを感じと
り、さらに、自分の誕生や自分の母親に
思いを寄せることで、命をより身近なも
のにしていく手がかりをつかむことがで
きた。
③�　親からの手紙を読んだことにより、生
徒自身がかけがえのない存在であること
を感じとることができた。そして、道徳
で扱った「たったひとつのたからもの」
から、一生懸命生きる姿を参考にして、
命を大切にする気持ちを深め、毎日を大
切に生きようと動き出すことができた。

④�　講演会などで多くの人から話を聞いた
ことにより、自信をもち、あきらめない
で頑張ることの大切さを感じとることが
できた。（仮設③に対応）
＊�　Ａ子は、自分がかけがえのない存在で
あることを知り、自信をもち、自ら友達
に声をかけるようになってきた。友達と
いるときの楽しさも実感したことで、放
課後は友達と楽しそうに話をしていたり、
特別教室への移動で友達と一緒に歩いて
いる姿が見られるようになった。中学３
年間の学校生活を基盤に、努力すること
を続け、自信をもって志望高校に入学す
ることができた。


