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アメリカの小学校に見る品性徳 目教育とその運用

青木 多寿子 (岡山大学教育学部)

本稿は,アメリカで近年取 り組み始めた品性徳 目教育について,著者の子どもたちをアメリカの小学

校に通わせた体験,あるアメリカの小学校で実際に用いられている校内研修用資料,一般書店で販売さ

れている教師用手引きをもとに,品性徳 目教育の内容 と実際の学校での運用を具体的に紹介するもので

ある｡内容的には,アメリカの道徳教育の変遷,品性徳 目教育と従来の道徳教育との比較や学校での実

際の運用の仕方,クラス討論の仕方に関する資料を取 り上げた｡アメリカの学校で行われている品性徳

目教育は,学校やクラスごとに定められたものではなく,学校区全体で定められ,幼稚園から高校まで

共通 となっている｡小学校では.毎月一つずつ取 り上げて討論 し,道徳的思考力を高めるだけでなく,

実際に行動できる実行力を養 うことに力が入れ られている｡係 りの仕事の評価,問題行動の更正のため

にも品性徳 目がベースとなってお り,児童の問題行動について保護者 とコミュニケーションを取る際に

も役立っていた｡未来の良き市民と育成することを目標に,親切でより温かみのある,責任感ある地域

社会をつくるため,地域と学校が品性徳 目を要として連携 し,子どもを育んでいこうとする姿が窺えた｡

キーワー ド:品性徳 B,道徳教育,クラス討論,学校行事,生徒指導

Ⅰ.はじめに

平成 10年 8月から平成 11年 11月未まで,二人の

子どもたちをアメリカの公立小学校に通わせた｡子

どもたちを学校に通学させる前,私はアメリカの学

校教育には全く期待していなかった｡それは大学時

代,比較教育のゼミで読んだ本に原因があった｡そ

の本には,教育に悩むアメリカの姿が書かれていた

のである｡ しかし実際に,子どもたちが学校に通い

始めると,私の考えは一変した｡調べてみると,ア

メリカはその後,国を挙げての教育改革に取り組み,

その成果が現れ始めていたのである｡子どもたちが

通った トマホークリッジ小学校は,Boyer(1995)のベ

ーシックスクール 1の考えを取り入れた学校で,品性

徳目教育に力を入れ,地域との連携して子どもたち

を健全に育てようと努力していた (青木,1999)｡

1Boyerはアメリカで教育改革に取り組んだ研究者である｡
Boyer(1995)は､効束的な教育のためには｢connection(徳
びつき､関係性)｣ということばで表現できる4つの ｢C｣

が必要だとしている｡それは､① コミュニティ
(community)を形成するような人と人の鹿びつき､②学

校の各要素を結びつける一貫した (Coherence)カリキュ
ラム､③学習する気になる学風 (Climate)､④生涯教育と
結びつくような品性 (character)を身につけること､で
ある｡こうして､この小学校では品性徳目が学校のカリキ
ュラムと一貫性を持ち､コミュニティを結びつけるものと
して機能していたのであるC

アメリカの学校教育に感心した点は多い｡その中

でも特に感心したものの1つが,学校での教育目標

の明確さと品性徳目教育であった｡日本では,学校

ごと.クラスごとに目標と守るルールが異なってい

る｡しかし,私が住んだカンザス州,ブルーバレー

学区2では,品性徳目を教育委員会が学校区に共通で

定めていた｡つまり,小学校,中学校,高校を通し

て,学ぶ道徳価値基準が統一されているのである｡

個性を尊重し,社会に貢献できる市民を育成すると

いう教育目標の下で,個々の学校を越え,学校区全

体で統一した道徳規準である品性徳目を定める｡そ

して トマホークリッジ小学校では,それらを中心に

年間行事に組み込み,各教科と関連づけ,教科の枠

を越えて日常的に品性徳目が身に付くように工夫し

ていた｡

そこで本稿は,子どもたちが通った トマホークリ

ッジ小学校で使われていた実際の資料,校長先生か

ら頂いたこの小学校での Basicschoolに関する校内

研修用資料,一般書店で売られている教師用の品性

徳目教育ガイ ドブックを参考に,アメリカの小学校

に見る品性徳目教育とその運用を解説する｡

皇この学区の様相､学力､人種構成､教育理念などに関し
ては､青木 (1999)､佐藤 (2001a,2001b)に紹介されて
いる｡
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Ⅱ.アメリカでの道徳教育の変遷

では,品性徳目教育はどのような経緯で生まれた

のであろうか｡この点について,Lickona(1993)は,

現在までのアメリカの道徳教育の変遷について次の

ようにまとめている｡

本来,品性徳目はキリス ト教の影響を受けたもの

で,①子どもたちを賢い良い子にし,②子どもたち

が良くなることを助ける働きがある｡これはアメリ

カの学校が始まって以来,学校に存在した徳目であ

った｡しかし,20世紀に入り,品性徳目は衰退した｡

進化論,論理実証主義が主流になると,道徳性は個

人化され,｢個人的な価値判断｣と考えられるように

なった｡つまり,学校を通して公共的に論じたり伝

えたりするものではなくなったのである｡

しかし,1990年代になって,品性徳目教育に新し

い動きが見られるようになった｡子どもたちの問題

行動を減らし,学力を付けさせ,責任感ある市民を

育成するために,品性徳目は必要なものであると考

えられ始め,これを地域とのパー トナーシップで形

成しようとする動きが生まれてきたのである｡この

ような動きが生まれたのには,次の3つの背景があ

ると言 う｡まず,①家庭における道徳性の教育力が

低下したこと｡離婚の増加,ひとり親家族の増加,

貧困層の問題など,家庭の教育力が低下したため,

学校での道徳的教育の必要性が生まれた｡家庭で道

徳性を育成しにくい事実を受け入れたとき,再構築

するには学校が中核にならざるを得なくなった｡次

に②メディア,増加 した低道徳グループの影響を受

けて】本来ならば健全に育つ若者の道徳レベルが低

下する傾向が見られたことも一因である｡さらに③

多くの人が共有する,倫理的,文化的な徳目が必要

だと考えられ始めたこともあげられる｡これらの背

景の中,キリス ト教という宗教の枠にとらわれない,

世界中,どこでも通用するユニバーサルな徳目を考

える必要性が求められるようになった｡良い行動と

はどのようなものか,良い人になるとは具体的にど

のようなことか,よい行動を実際にどのように実行

すればよいのか,これらを伝えるのが品性徳目であ

り,学校は子どもたちが品性徳目を理解するのを助

け,品性徳目の実行に関わらせ,子どもたち,若者

自身の生活を良い方向に導く援助をしなくてはなら

ないと考えられるようになった｡

Ⅱ.品性徳目教育の具体的内容と学校行事との関連

トマホークリッジ小学校は,学校区が定めた7つ

の品性徳目に ｢勇気｣という徳目を追加し,8つの

品性徳目3を明確に定めていた｡校長先生に頂いた校

内研修用の資料を見ると,この8つの徳目は,一ケ

月ごとに取り上げられるようになっていた｡1年間

10ケ月のうち, 1ケ月に1徳目を取り上げ,最後の

月に総まとめをする｡取り上げられた品性徳目は,

r品性徳目ノー ト (Fig.1,2)｣にまとめるだけでな

く,すべての教科で関連づけを強調し,年間行事と

も関連が持てるようになっていた｡またブルーバレ

ー学区の児童 ･生徒は,学区が定めた7つの徳目が

記された小さなマジックシー トを持っていた｡さら

に各教室や図書館,廊下には,品性徳目に関するポ

スターが至る所に掲げられていた｡それは一つの徳

目について1枚を使った,カラーの美しいポスター

で大判の紙面には品性徳目に関わる具体例が多く挙

げてあり,子どもたちが実際に実践しやすいように

工夫されたポスターであった｡

品性徳目に関するポスターは,小学校低学年用と

高学年用があり,次のような具体例が豊富に示され

ている｡例えば,respect(尊敬,思いやり)の場合,

｢尊敬される人とは (思いやりのある人とは)｣とい

う出だしで,次のような例が記されている｡｢自分だ

ったらどう思うかを考えて行動する人｣｢礼儀正しく

て.気配りのできる人｣｢好きな遊びや考え方が違っ

ている友達でも仲良くできる人｣｢見た目や行動,考

え方が違っていても誰にでも親切にする人｣,｢意見

の食い違いがあっても,けんかせずに平和的な手段

で解決する人｣｡さらにこのポスターには,最後に｢あ

なたはどうやって,思いやりの気持ちを表しました

か｣という問いかけまで記されている｡ほとんどの

品性徳目について,各徳目ごとにこのポスターが用

意され,教室の壁に貼られている｡品性徳目のこと

ば抽象的で難しいけれども,具体的例文を読めば,

子どもたちでも理解できる上,時々学校を訪問する

保護者の目にも留まるように配慮されていると感じ

た｡アメリカの学校の教室は,児童が目にする品性

徳目を行動に移す具体例が,大変豊富な環境を創 り

だし,学校を訪問する保護者の目にも留まることで,

児童 ･生徒の道徳性だけでなく,家庭教育の回復を

目指しているように思えた｡

aRespect(尊敬)､responsibility(責任感)､persoviarance
(忍耐強さ)､giving(奉仕)､self･control(自己統制)､

honesty(正直さ)､compassion(共感)､ corrage(勇気)
の8つである｡教師用マニュアルによると､この中で最も
重要とされているのはrespectとresponsibilityである｡
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Fig.1.品性徳目ノー トの表紙 (′J､2用) Fig.2.品性徳目ノー トの内容 (正直)

※8つの徳目の他,ページ上部の徳目欄が空欄になったページもあり,柔軟性を備えている｡

次に, トマホークリッジ小学校で取り上げられて

いた品性徳目の年間学習スケジュールとその内容に

ついて具体的に説明してゆく｡その際,ポスターに

書かれていた品性徳目の具体例は ｢ ｣を付けて紹

介する｡

① 責任感日･8月.9月 (日本では4月.5月に

相当する)

自分が引き受けた仕事,承諾した仕事は喜んで

義務を果たす気持ちを育てる｡仕事は責任を持っ

て,良心的にやる｡他者に気持ちよく,援助を求

めることができる｡

｢自分の約束を果たす｣｢間違いをしたら,秦

直に認める｣

② 尊敬 (思いやり)-･10月 (日本では6月に相

当)

他者の意見や要求を却下したり,粗末に扱 うの

ではなく,デリケー トに答える｡個人間の違いは,

社会を豊かにするものであり,祝福されるもので

ある｡個人の自由を主張する一方で,グループや

他のメンバーの立場にも敬意を払 う｡尊敬するの

は,他者だけでなく,自分自身,地球環境も含ま

れる｡

｢誰にでも親切に接する努力をする｣｢他者がど

うしたら喜ぶか想像できる｣｢他者の個性,属性に注

意深くなる｣

③ 忍耐強さ日･11月 (日本では7月に相当)

目標に向かって,心をしっかり持って,勤勉に

努力する｡いったん始めた仕事は最後までやる｡

仕事は大変なので,他のメンバーは,喜んで他者

をサポー トする｡

｢やり始めた仕事は最後までやる｣｢一生懸命

やる｣｢他者と協力する｣

④ 奉 仕-･12月 (日本では9月に相当)

人生の最大の満足感は,他者-の奉仕によって

得られることを発見する｡人の才能は,サービス

を通してみんなで共有すると豊かになれることを

認識する｡人に頼まれるのを待つのではなく,戟

酬は期待 しないで,他者の要求に積極的に答える

ことができる機会を探す｡

⑤ 自己統制日･1月 (日本では 10月に相当)

最も単純なレベルでは,よい生活習慣を身に付

けること｡また,誰もみな,成長段階による制限,

個性とい う制限の中で生きていることを理解する｡

｢自分の手,足,物を自分で統制できる｣｢順番

を守り,他者を待つことができる｣

⑥ 正直さ-･2月 (日本では11月に相当)
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他者の仕事にけちを付けずに,自分の責任を注

意深く,誠実に果たす｡悪いところがあれば進ん

で認める｡ どんな人も,人はすべて頼れる人であ

るとい う確信を持って,自分自身をオープンにし

て,みんなで共有する｡

｢誰にでも,完全,真実な情報を与える｣｢自分

の誤 りを認め,悪いところは良くなるように努力

する｣

⑦ 思いやり (共感)-･3月 (日本では12月に

相当)

人はみな,思慮深 く,注意深い｡過去から現代

まで,人は傷つき,混乱し,膜を立て,悲しんで

きた事実がある｡このような面を無視するのでは

なく,互いに手を差 し伸べある｡葛藤がある状態

では,とにかく和解の方法を捜 し求め,たとえ相

手が悪い場合でさえ,互いに理解 し合 うように努

める｡

｢援助が必要な人を助ける｣｢他者をからかわ

ない｣｢違いがあってもよく,それは何の問題もな

いことを忘れない｣

⑧ 勇気-･4月 (日本では1月に相当)

反省する勇気を持つ｡

｢それが簡単なことでなくても,正しいことを

やる勇気を十分に持っている｣ ｢他者に同じだ

と励ますことができる｣｢他者のよいところを探す

ことができる｣

⑨ まとめ-･5月 (日本では2月.3月に相当)

には,もう一度,全体の総復習をする｡

この品性徳目のすぼらしさは,その内容が文化や

人種を超えてどんな人にも役立つものであることで

ある｡加えて,どの内容にも,｢自己主張｣に加えて,

｢他のメンバーの立場にも敬意を払 う｣｢喜んで他者

を援助する｣とい うような,r他者-の配慮の仕方｣

が記載されている点が特徴的である｡これらの品性

徳目は,地域のコミュニティだけでなく,家庭の中

でも,毎日の生活で子どもたちに毎日少しずつ教え

込む人格特性と同じものである｡ したがって,学校

で品性徳目を教えることは,より親切で暖かみがあ

り,より責任感ある社会を作るという大きな目標の

ために,児童の両親と児童の家族と,一緒に助け合

って働いていることになるのである｡

｢よい市民｣を育てるという教育目標は,子ども

自身の成長,発達の目標になると同時に,子どもを

育てる親の教育方針を方向付けるのを助ける｡また,

よい市民を育てることは地域の人たちが良い地域社

会に住めることにもつながる｡こうして,一人の子

どもの教育は,子どもとその家族に限られたもので

はなく,地域の人にとっても ｢われわれ｣のことに

なるのである｡このように,この品性徳目は,学校

と地域と家庭が連携する要になっていると言えよう｡

ところで著者は トマホークリッジ小学校では品

性徳目を月割 りで力点を置いて学ぶシステムになっ

ていること,Boyerの考えを取り入れて,品性徳目

をカリキュラムと一貫性をもたせる工夫をしている

ことを,帰国前に校長先生に頂いた校内研修用の資

料を見て知った｡後になって学校行事をふり返って

みると,確かに品性徳目はBoyer(1995)が提案してい

るとおり学校行事と関連 して組まれていた感がある｡

例えば,5年生の9月に行われた音楽発表会は,5

年生が ｢責任感｣に関連した歌をいくつか発表した

ものであった｡奉仕の月である12月には,自分自身

が働いて得たお金の一部を寄付する募金活動が行わ

れていた4｡勇気の月の4月には ｢テレビを見ない 1

週間｣という行事があり,｢今日はテレビを見るのを

止めて ( )をしました｣とい うシー ト (親

の証拠サインが必要)を貯めて景品をもらう行事も

あった (Fig.3)｡これは,正しいことをやる勇気を

磨く行事だったのかもしれない｡忍耐強さの月,ll

月には健康増進のために,帰宅後,多く歩く習慣を

付けるためのLapitupという行事もあった｡これは

例えば,400メー トルを1ラップと決め, 2週間程

度でなるべく多くのラップを歩くように努力するも

ので,前もって 30ラップ以上は銅メダル,50ラッ

プ以上は銀メダル,80ラップ以上は金メダル,と,

評価基準が公表された上でご褒美もらえる5r歩け歩

け週間｣である｡4年生の5月に行われた音楽発表

会は,品性徳 目のまとめの月だったためだろう,

proudとい うテーマのもとで ｢尊敬｣や ｢共感｣な

ど,複数にまたがる品性徳目を網羅し,自尊心を高

めようとする数々の歌6の発表会だった｡

4募金はクラス単位で総額を競争するシステムになってお
り､一位のクラスには全員にアイスクリームがプレゼント
される｡生徒はこの競争のために､一年間小遣いを貯めて
準備しており､80ドル､40ドル寄付する生徒もいる｡
6 よい行いを報酬を与えて強化するようなシステムは中
学校にも見られるQ中学校では､ゴミ袋を地域の人に販売
し､学校の運営資金にする行事もあった｡この行事では､
ゴミ袋の販売数を個人別に競い､上位者は公表され､景品
が与えられる｡景品はゲームボーイ (一位)など､中学生
が心底欲しいと思うものであった｡これらの取り組みのた
めか､中学生の中には､個人でなく会社にゴミ袋を販売に
行って､何百ものゴミ袋を売る生徒もいた8
6具体的な歌詞は青木 (1999)に紹介している｡
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Fig.3.テレビなし週間のチケット

(注)5枚分のチケットと次の解説が書いた紙をもらう｡｢テレビを
見る替わりに心や体によい他のことをしたとき記入します｡4月21
日(水)から始め､づ昼間後の木曜日に図書館で返却します｡記念
品との交換に必要なものは保護者のサインがあるもので九 一日1
枚有効です｣

Ⅳ.品性徳目教育と道徳教育の違い

では,品性徳目教育は従来の道徳教育とどのよう

に違 うの か で あ ろ うか ｡ こ の 点 に つ い て

Wynne(1997)は,品性徳目教育と道徳教育には,次の

ような教育目標,教育方法の違いがあるとしている

(Egge&Kauchak,1997)｡つまり,品性徳目教育で

は,児童 ･生徒に正直さ,市民意織など,よいと思

われる考えを伝えることを重視し,それを学校や学

校外で実際に使ったり,行動が取れるように練習す

る教育を行 う｡それに対して道徳教育では,価値観

を伝えるのではなく,価値観がもっと自由であり,

児童 ･生徒の道徳的な理由付けの発達に力点が置か

れる｡教育場面では,道徳的ジレンマ問題を使って

討論を行い,道徳的な観点から問題を考えて解決し,

自分とは違った視点からものを考える価値の相対的

な違いを学ばせる｡

この2種類の道徳教育では,教師の役割や学習者

をどのように捉えるかも違ってくる｡品性徳目教育

では,児童 ･生徒は,潜在的に悪い面を持った,余

り社会化されていない教育可能なものと考える｡こ

のため,継続した道徳的なガイダンスが必要となる｡

その際,教師の役割は児童 ･生徒が適切な行動がで

きるようになるために,適切な価値を説明し,提唱

し,指示し,手本を見せ,児童 ･生徒を強化するこ

とになる｡

これに対して道徳教育では,児童 ･生徒は道徳感

やその複雑さ,合理性 という点で未発達であり,莱

達を促進する刺激が必要な存在だと考える｡教師は,

児童 ･生徒が,より複雑な問題を解決できるように

問題を提示し,議論を促進し,児童 ･生徒を援助す

る役割を取を担う (Tablel)0

これらの2種類の道徳教育-の批判としては,吹

のことがあげられる｡まず品性徳目教育-の批判は,

｢教育｣と言 うよりは ｢価値をたたき込む｣ことが

強調されていること,児童 ･生徒の認知よりも行動

を強化することである (Kohn,1997)｡それに対し,

道徳教育-の批判札 正しいものも間違ったものも

ない,道徳の相対的な価値を教えるに過ぎないこと,

ジレンマ問題が仮説的なものであり,実際の学校生

活とは帝離していることがあげられる(Wynne,1997)0

人は他者 と交流することなく生活することなど

ありえない｡そして他者と交流するときには,正直

さ,ケアリング,他者に敬意を払うことなどは不可

欠なものである｡おそらく,最も良い品性徳目教育

とは,自らすすんでこれらの核となるような品性を

身につけ,自ら進んで実行するように教育すること

であろう｡そして実際に, トマホークリッジ小学校

での品性徳目教育の運用形態は,どちらの良さをも

併せ持つように工夫されているように思えた｡

Ⅴ.品性徳目の教育方法

次に,学校でどのような徳目の授業が行われてい

るかを紹介する｡品性徳目ノー トを見ると,品性徳

目は授業では毎月 1つずつ取り上げ,ディスカッシ

ョンしながら,自分自身の生活をふり返る形式で行

われていること思われる｡では,品性徳目について

討論する日には,どのような討論が行われるのだろ

うか｡これについて,校内研修用の資料には,次の

ような討論の仕方が記されていた｡

品性徳目の授業での討論7

<クラスでの討論 ;さあ,はじめましょう>

1.あなたのクラスの仲間と一緒に,ガイ ドライ

ンに沿ってブレインス ト-ミングを行いまし

ょう｡例えば,ガイ ドラインとは次のような

ものです :

① 発表するのは一人ずつ.一度に一人しか

話さない｡

② どんな考えも大切にされる｡

③ より良い解決を目指 して一緒に考え,行

動する｡

7 この資料に含まれていた｢クラス討論を促すヒントJ｢よ
りよディスカッションのためのチェックリスト｣の全訳を
巻末資料1,2に示すC
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Tablel 品性徳目教育と道徳教育の比較 (Eggen& Kauch止,1999)

品性徳目教育 道徳教育

目 的 価値を伝えること｡

価値ある行動が取れるようにする｡

教 授 方 払 価値に関するものを読み,価値について分析

する｡

良い評価行動を実行する練習をし,それに対

して報酬を与える｡

教師の役割 講義｡模範を示す品性徳目の擁護者｡

生徒をどう まだ社会化されていないコミュニティの市民

見るか なので,道徳的な指針と助言が必要｡

道徳的な問題に関する思考力を高める｡

道徳的な問題について討論する｡

モラルジレンマ問題が,問題解決力を高める｡

討論で道徳的な視点を共有する機会,他者や

他の視点を分析する機会を得る｡

難問を出す｡討論の促進者｡

未発達なので,複雑さを増す道徳感の中で,

よく情報を使うことができない｡

④ どんな決定でも,クラスのみんなが最大

の関心をもって決める｡

6) 向上心を持っているものはみんな誰でも

祝福される,などです｡

2.楽しい決定ができるように生徒に力を貸 し,

クラスの仲間が仲良くなるのを援助しましょ

う｡例えば :クラスの係 り,列の並び方,ク

ラスのペットの世話の仕方,クラスや学校で

徳 目がどんなところに見られ,どのように生

かせるか,などです｡

<クラスでの討論とは>

･ 生徒が主体的に行 うもの｡議題は生徒に決定さ

せよう｡

･ 朕を行 うためのものではない｡

･ 特に最初の段階では,教師も発言者として含ま

れる｡

･ 飽きない程度に短いものであるべき｡

･ グループが最も関心のあることに常に焦点を

絞る｡

･ 決まった方法はない｡

･ 問題を厳密に,批判的に解決することを教える

もの｡

<意志決定の際の重要な道具 ･･･一本指から五

本指まで>

･｢私はこの決定を妨害する｣に対して ･･･

一本指 ;私はこの決定が好きではない｡ しかし,

私はこの決定を妨害しない｡

二本指 ;私はまあ,この決定には従える｡

三本指 ;これはかなり良いアイディアである｡

四本指 ;私はこの決定が良いと思う｡

五本指 ;私はこの決定に心から賛同する｡

最後の ｢一本指から五本指まで｣は,どのように

用いられるのか定かではない｡ しかしクラスの決定

について ｢賛成｣か ｢反対｣の二者択一ではなく,

5段階で意思表示できるシステムは日本にはないの

ではないかろうか｡五段階で意思表示できれば,決

定の際もクラスの仲間の何人が賛同してくれている

かだけでなく,賛同してくれた仲間がどの程度賛同

してるのか,その程度を知ることができ,その後の

議論の発展の指標になると思われる｡

また,討論の仕方から,この討論会ではどんなア

イディアでも受け入れられる様子が窺える｡このこ

とからアメリカの品性徳目は行動や態度,価値観の

共通基準を ｢教え込む｣側面を持つが,個人の発想

やアイディアはあくまで自由であることがわかる｡

この点日本の場合,理念としては ｢個性の尊重｣を

唱いながら,自分の意見の表示方法として二者択一

的な意思表示様式しか持っていない｡これでは,ク

ラスに敵か味方しか存在しなくなるため,どんな意

見をも尊重する討論の雰囲気を作るのは難しいであ

ろう｡

品性徳目と生徒指導 さて品性徳目は,単に授業

で取り上げられたり,学校行事の中核になっている

だけでなく,子どもたちの行動の評価にも用いられ
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る｡Fig.4に,著者の娘が学校の給食係をしたときの,

給食担当の先生が下さった評価表を示す｡この評価

も,学校が定めた品性徳目に一敦している｡このよ

うな評価シー トは.各先生が持っていて,係,当番

の仕事を行ったときに下さるものである｡娘は給食

係,図書係などの時.このシー トをもらってきた｡

もちろん,学期末の通知票にも,これらの品性徳目

が記されており,教科外の評価の対象になっている｡

TO仙AM̂ WOくq28か旺 TRA札BL̂ ZER

VTJrrUECEfmFICATE

Name 2Ldj二ふノ ∠aん
⊂痛 emAb",i,D''p'ayed○ scu_,.sc.pt,ne

O Rcspct..l O rlonesLy

1⊂) PcrscvcraJ1く:C ⊂)CompassJon

Fig.4.係りの仕事の評価

さらに品性徳目は,子どもたちの問題行動を更生

する際にも用いられる｡これに関し,品性徳目の校

内研修用マニュアルには,子どもが問題行動を起こ

したときに,教師が取る対処方法についての4つの

ステップとFig.5,6に示すシー トが記されていた｡

4つのステップとは次の通りである｡

子どもが問題行動を起こしたら,次の方法を採る｡

(1) ステップ 1;言葉による説明 - ･｢どの徳

目を忘れたの?｣｢どうすべきだった?｣な

どと聞く｡

(2) ステップ2;書く- ･適切な形式を用いて

反省できできるようにする｡

(3) ステップ3;保護者のサインをもらってく

る ･･･自分の反省を家に持って帰って,両

親と内容について話し合い,保護者にサイン

をもらう｡サインをもらうのも責任｡

(4) ステップ4;この状況を理解してもらう保護

者会を開く｡

このステップとシー トは,例えば次のように使わ

れる｡もし,宿題を3日続けて忘れたとする｡その

際,子どもに反省させるのに,単にしかるのではな

く,教師はこの品性徳目をベースに反省させる｡そ

して次のステップで子どもにFig.5,6のシー トを書

かせる｡このシー トに従うと,宿題を3日続けて忘

れた場合は,具体的には次のような記述になると想

定できる｡以下にFig.5,6の全訳を併記してシー トの

用い方を具体的に考えてみる (シー トに固定的に記

述されている部分には下線を引いて区別する)｡

『宿題を忘れないためのプM

1.私がしたことは,ゲームに夢中になって3日続

けて宿題を忘れたこと｡

2.私が忘れていた品性徳目は,(宿題をする)責任

感,(宿題をする)忍耐強さ,(ゲームを止める)

自己統制,(宿題をしたと親に嘘をついた)正直

さ,である｡

3.なぜ,そのような問題がおこったかというと,

-ムが楽しくて,止められなかったから (英語

の質問内容から,他者に暴力を振るったような

場合もこのシー トが用いられることがわかる)0

4.そのことで私はどんなきもちになったかという

と,ゲームは楽しかったけど,みんなに怒られ,

反省して,自分自身が情けなかった｡

5.なぜ,そのような問題がおこったかというと,

ゲームが楽しくて,止められなかったから (英

語の質問内容から,他者に暴力を振るったよう

な場合 もこのシー トが用いられることがわか

る)｡そして最後に,自分自身でこの反省をした

証拠と次-の決意を込めて,自分自身で自分の

名前をサインする｡

ステップ3は,このシー トに保護者のサインをも

らうステップである｡校内研修用の教師用マニュア

ルによると,この保護者のサインをもらうことで,

親に児童の状況を知らせるだけでなく,親子の会話

の中に子どもの問題行動が話題としてあげることを

目的としている｡子どもの問題行動について親子で

対話してもらえば,子どももより反省する機会を得

ることができ,子どもが親の考えを知る機会をも得

ると考えている｡また,このように親のサインを求

める目的は,子どもが問題行動を反省し,問題行動

を減らすことなので.このシー トは必ず ｢翌日｣サ

インして返却してもらうように申し合わせている｡

そして,もし子どもが忘れた場合は,再度シー トを

書かせて翌日返却してもらう｡とにかく,翌日返却

してもらうまで繰 り返すとの申し合わせが記されて

いた｡

最後のステップとして,保護者会を開くとの記載

があった｡残念ながら,著者の子どもたちは,在校
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EIplanIQr

1. uJhatdidIdl)?

2･ uJhtLIlRTuEdidJforget?
E)JIespect
E)ResptlnSiMllty
QPtrstMtratlCC
E)GfLIing
E]SelトEHscJpliJle
bHl)lleSly
ELCompassIt)ft

5･ DJ-dImakeaprl)bJem Tl)rm!lSelfl)r
soITtet)ne else7 IJJhq?

41''ee' @@@@happgsadmadafraid

5.∫neetltost叩

and JLLliJltryto

Fig.5.生徒指導用シー ト (低学年用)

中,問題行動を起こさなかったので,この保護者会

がどのようなものなのか,どの程度の規模なのか,

どの程度の問題行動の際に開かれるのかは不明であ

る｡ しかしいずれにしろ,日本でこのようなシステ

ムを導入する場合,保護者に対するある程度の説明

は必要なのではないかと感じる｡

Ⅵ.｢患いやり｣概念の日米差

では,日本でアメリカのような品性徳目教育をそ

のまま取り入れてうまくいくであろうか｡この点に

ついて,一般的に日本で最も重視される徳目である

｢思いやり｣を中心に考察してみる｡ トマホークリ

ッジ小学校の品性徳目の中には,日本語で ｢思いや

り｣と訳したほうが良さそうな語が2つ含まれてい

る｡Respectとcompassionである｡この2語につい

て,どのような訳語が適切なのかを検討するため,

品性徳 目についての教師向け解説書を参考にした

(cicciarelli,et.al,1997a"b.,Schiller,&Bryant,1998)O

その結果,respectは日本語の他者 (特に目上の他者)

に対する ｢尊敬｣とは少し意味が異なり,① ｢決ま

りを守って遊ぶ｣｢たとえ外見や振る舞い,信仰が異

なっていても,誰に対しても敬意を持って横するこ

とができる｣など,コミュニティのルールや配慮だ

Name:

1.WhatdldIdo?

MyPlan

Step 1 2 3 4

TezICher:

2.WhatvlrtuEPdEdJforget?

3.HowdidJJllakeaproblernfor90meOneeJsoor
myself?

4.HowdJ'dthatmakemefee(?

Fig.6.生徒指導用シー ト (高学年用)

けでなく,すべての他者を大切にする態度,② ｢自

分の考えを大切にする｣｢世界中であなたの代わりは

いない｣など,自分自身を大切にする態度,③ ｢花

をむやみに摘まない｣など,自然界の動物を大切に

する態度,㊨ ｢缶をリサイクルする｣など,自然環

境を大切にする態度が含まれることが窺える｡つま

り,意識の対象が他者でしかない日本語の ｢尊敬｣

｢敬意｣より,意識の対象がかなり広い｡

Compassion (共感)札 Table2 に示すように,

sympatllyandconcem (理解と気遣い),careingf♭r

others(他者の世話),beingkindandthoughtful(相手

の気持ちを考えて親切にする),helping仇Oseinneed

(困っている人を助ける)など,内容的には4種類

あり,発揮する場所としては家庭,学校,コミュニ

ティの3種類が想定されていた｡日本の ｢思いやり｣

概念の場合,思いや りは主として ｢他者｣に対して

持っものであり,自分自身-の思いやりは考えにく

い｡人が対象でなく,家庭-の思いや り,学校での

思いやりはさらに考えにくい｡ましてやコミュニテ

ィ-の思いやりとは一体どのような行動であるのか,

想像することすら難 しい｡このことから,アメリカ

の思いや り概念は,日本語の思いやり概念より,請

の対象が広く,内容が多様であることが窺える｡
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このことを,教育現場に置き換えて考えたとき,

日本での ｢思いや り｣教育の難 しさを痛感する｡ 日

本語の ｢思いやり｣は,英語に比較して,内容的に

は多くのことを含みすぎており,発揮する対象とし

ては小さすぎるのである｡このことからもし仮に,

日本の小学校に トマホークリッジ小学校のように,

一ケ月に一つの徳目を取り上げて年間行事を組むシ

ステムを導入した場合,｢思いや り｣は一ケ月で取り

上げるには大きすぎる徳目だと考えられる｡このよ

うに考えると,品性徳目教育を日本に取り入れる場

令,日本語の徳目の持つ意味内容や対象をよく考え

て取り上げ,本質を深める努力が必要であろう｡

最後に,品性徳目教育は学校行事や生徒指導だけ

でなく,教科教育の内容とも関連している｡この点

については次回に報告したい｡

Table2 Compassion(共感､おもいやり)の具体例

家庭 学校 コ ミュニテ ィ

相手を理解 し､気遣ってあげるこ ･弟を元気づけるた ･悩んでいる友達の ･ホームレスの人に

と(showingsympathyandconcem) めに面白いジョーク 話 を聞い てや った 配 る缶詰 を集 めた
を言ったよo よo よo

他者の世話をすること ･寝る前に妹にお気 ･けがをしている友 ･老人ホームのお年

(CarinSforothers) に入 りの本を読んで 達のお手伝いをした 寄りに本を読んであ
やったよ○ よo げたよo

相手の気持ちを考えて親切にす ･入院しているおば ･転校生の友達に昼 ･荷物を運んでいる

ること(beingkindandthoughtfu1) あちゃんにお花を持 休み ｢一緒に遊ぼう｣ 人に ドアを開けてあ
つていったよ○ と誘ったよo げたよo

困っている人を見たら助けてあ ･お母さんが病一気で ･学校の仕事で困つ ･チャリティ募金に

(注)この表は､品性徳目の教育方法や具体例から､著者が独自に作成 したものである
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<資料 1:クラスの話し合いためのチェクリス ト>

教師がクラスでの話し合いを計画し,実行し,秤

価する際,考えなくてはならないポイン トを次に示

します｡実際の話 し合いでは,これらのチェックリ

ス トのいくつかに焦点を当てて選んでください｡

話し合いを始める環境設定

･生徒はお互いに差別,区別されず,各自が発表す

る適切な機会を持っているか?

･生徒は話 し合いの一般的なルール 8を理解 してい

か?

･生徒はどんな考えでもすべて敬意を払 うことが重

要であること,他者の意見に賛成できないときで

8話し合いのルールとは､次のようなものだと推察できる.
この小学校には､麻薬､暴力に抵抗する教育として､スク
ールポリスが授巣を行う際に用いる5,6年生用のワークブ
ックがあるoその最初に､話し合いのため具体的ルールが
記されていた (D.A.R.Eリ1996)｡参考までに記すと､そ
れは次のようなものである｡｢常にひとりがしゃべれるよ
うに､手を挙げてから発表しましょう｣｢積極的に振る舞
い､他者に敬意を払いましょう｡けちを付けることは他者
の感情を傷っけることのなります｣｢他者の発言だけでな
く､態度も監察して､気持ちをくみ取りましょう｣｢話を
するときは､個人名を出すのではなく ｢私の知り合いが｣
ということばを用いましょう｣｢自分が答えて嫌にならな
い質問だけを考えましょう｣

も,相手の意見に敬意を払いながら賛成できない

気持ちを伝える方法を知っているか9?

･生徒は:.互いに好意的に相互の意見を聞き合 うこ

とができるか?

･生徒が ｢切 り捨てられた｣と感 じたり,｢急かされ

ている｣と感 じたりすることがないよう,教師は

話 し合いに十分時間をかけているか ?余 り興味

がない とき,早 く終わるようにし向けていない

か?

･生徒はクラスのことはどんなことでも生徒が決め

るものであり,教師が決めるつもりがないことを

理解 しているか?

･生徒は話し合いには多くのスタイルがあること,

例えば,予定されていたものや臨時のもの,輪に

なって座って話 し合 うことや机に座って話 し合

うこと,短いものや数 日にわたるものなど,を理

解しているだろうか?

･生徒は話し合いで用いてる青葉を理解 しているだ

ろうか?私は,生徒が言葉を理解 していないとき,

教師はどのように援助するのが適切だろうか?

計画や意志決定の話 し合い :全篇事項を設定する

･この議題はオープンエンドであるか? (教師は,

あらかじめ決めた結論を持っていないか?)

この議題は重要であり,生徒が興味を持つもの

であるか?

･教師は喜んで生徒の考えを取り上げ,生徒に実行

させることができるか?

チェックのための話し合い

･生徒は,これは自分たちが学ぶこと,自分たちが

学びたいことを振 り返る時間であると理解 して

いるか?

･生徒は,これは反省の機会であり,場合によって

は,以前の決定や計画を練 り直すこともあること

を理解しているか?

9 この学校区では､小学校にライフスキル トレーニング
(Botvin,1998)の授業を取り入れている｡その授業の中

に相手の気持ちに敬意を払いながらも自己主張する練習
がある｡小学校3年生用テキストによると ｢No｣の言い
方は8種類あるC｢"いや"と本気で言う｣｢"いや"と言い
続ける｣｢断る理由を言う (父が知ったら怒るから)｣r断
る事情を説明する (他の約束があるから)｣｢その場から離
れる (ごめんなさい｡行かなくてはならない所があるん
だ)｣｢他のことを提案する (映画じゃなくてゲームにしな
い?)｣｢聞こえなかったふりをする｣｢ジョークを言う(浴
金を貸して欲しいの?私のことどう患ってる?銀行?)｣
などである｡
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･生徒はうまくいっている場合,成功している場合

でも,点検,反省の話し合いは時間をかける価値

があることを理解しているか?

･生徒は,自分たちは点検,反省の話し合いで提案

したり,質問したりできることを知っているか?

問題解決,意織性を順序づける話し合い ;会読事項

を設定する

･この議題は ｢安全｣か?生徒はみんな,話し合え

る程度に十分な経験を持っているか ?私も参加

できるものか?

･この嵩題は小グループによって改善できる内容

か? (この議題は,直接関係あるものか?)

･あるグループが関心を持っている議題について,

それをクラス全体のものとして取 り上げること

に同意 しているか?そしてその議題は全員が参

加できるものであるか?

･話し合いの時期は適しているか?

･生徒は,直接的な問題ではなく,潜在的な問題を

解決する時間であることを理解しているか?

･これは一回の話 し合いで解決できる問題である

か?もしそうでないなら,私は続きの時間を喜ん

で設けることができるか?

出会いのための話し合い

･生徒は,聞いてもらいたい自分の意見を公表する

ことを安全だと感じているか?

･生徒は,自分の考えは先生に聞いてもらうもので

はなく,互いに聞き合 うものであることを理解し

て いるか?

･生徒は,意見を言 うことで困った立場に立たされ

ること特ないことを把握しているか?

･生徒は ｢プレインス ト-ミング｣のルール (例え

ば,どんなアイディアでもよく,アイディアにコ

メントはしない.など)を知っているか?

･生徒は話し合 う相手と互いに気持ちよく話が出き

る関係であるか?または,小さなグループの場合

は,自分たちの考えをつなぎ合わせて考えること

ができるか ?クラス全体で話 し合 うにはアイデ

ィアが多すぎるのはどんな時か?

合意 (総意)を形成する

･生徒は合意とは何かを理解しているか?

･生徒は,なぜ単に投票するだけでなく,合意に到

達するように努力するか理解しているか?

･生徒は,考えを保留するより合意に到達した方が

よいのはどんな時かを理解 しているか?生徒は

アイディアの結合の仕方,歩み寄り方を知ってい

るか?

･私は生徒が合意に達するのに十分な時間 (例えば

多くの要素を含む話 し合いなど)を取っている

か?

･成果の上がらない話し合いでも気持ちよく終われ

るか?そして,後日その議題に戻ることができる

か?

･生徒が合意に達したとき,生徒が適切に実行でき

るようにを壌助してやれるか?

前回の話し合いを評価する

･生徒は,いつも前回の話し合いをふり返ることの

意味を理解し,必要があれば前回の決定を修正で

きるか?

･その決定が最後に確認されたのはいつだったか?

反省を奨励する

･話 し合いをふ り返るための時間を十分に残 した

か?

･生徒たちに,話し合いの経過や結果を反省するよ

うに.そして修正を提案するように促したか?

<資料2 ;話し合いを促進するヒント>

教師は,クラス会嵩が楽しく,刺激的になるよう

配慮し,子どもたちに発言の機会を多く与える｡同

時にクラス会議が活発になり,そのプロセスや課題

が快適になるように働きかける｡クラス会嵩を一層

促進するために,次のようなヒントをあげる｡

クラス会議を促進するヒント:

･話し合いのための大前提のルールを理解してもら

う｡

｢どうすればよい決定ができるだろう?｣｢クラ

ス会議をどのように運営したらいいだろう?｣

*もし生徒がすでに前提を理解しているなら,再

度内容を確認し,その前提がクラス会議とどう関わ

っているかを話し合いましょう｡

･クラス会読の最初には,答えが決まっているよう

な問いかけでなく,オープンエンドクエツション

を投げかける｡

｢今 日は,何を学んだ?｣｢**についてどうす
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ることができる?｣｢何が役に立って,何が役に

立たない?｣ ｢**について何をすることがで

きる?｣

･決定するとき,問題が明らかになったときは,｢私

たちのクラス｣というように,｢私たち (we)｣と

いう言葉を用いる｡

｢私たちのクラスの**について,ほかに意見

はありませんか?｣｢これについて,私たちは何

ができる?｣

･いつも ｢正直｣な質問をするように心がける｡質

問は,生徒たちの考えていること,感じているこ

とについてあなたの潜在的な興味を反映してい

ることに注意する｡

｢あなたが考えていることをもう少し知りたい

んだけど｣｢あなたはどう感じるの?｣rなぜ,

そのように考えたの?｣ ｢そのように考えたの

はどうして?｣

･子どもたちの手本となるように,評価をするので

はなく,敬意をもって子どもたちの意見を支援す

る｡

｢意見,ありがとう｣｢なるほど!｣

･一部の人の意見を聞くのではなく,みんなの意見

を聞くように励ます｡

｢何人かの人の意見を聞きました｡でも,まだ

意見を聞いていない人がいます｡待ってみまし

ょう｡**が何かを書いたそうだから｣

･難しい意見,少数派の意見や感情,コミュニケー

ションスタイルが違 う生徒 (外国人等)は,特に

意識的に支援する｡

｢急がなくてもいいよ｣｢続けて｡みんな聞いて

いるから｣

･詳しく聞いてみる｡

｢もう少し,教えてくれる?｣｢わかっていない

かもしれないから聞きたいんだけど｣｢**と

いうことかしら? (生徒の立場を尊重しながら

聞く)｣

･議論を発展させるために聞いてみる｡

｢このアイディア,みなさんはどう思います

か?｣｢誰か,似たような考えを持っていません

か?｣｢違 う意見,他の意見はありませんか?｣

･生徒たちは,近くの席の生徒と数分,話す時間を

持たせる｡

｢近く人と**について話してごらん｣｢パー ト

ナーと1分,話し合ってごらん｣

･クラス会歳が前に進むように情報を提供するとと

もに,誤った情報は違っていることを明らかにす

る｡

｢私は**ということを知っているんだけど｣

｢私が持っている情報を付け加えさせて｣

･不公平にならない配慮をする｡決して一方の味方

をしない｡

｢誰にもわかりません｡私は決められません｣

｢どちらの解決方法にも納得できません｣

･もし必要なら,そのとき誰が話したかがわかるよ

うにしましょう｡

｢ここにアイディアのリストがあります｡**

から聞いてみましょう｡それから**にも｣｢多

分,この話は**と**とに関係があると思い

ます｡｣

クラス会嵩のたびに自分の進め方を反省 しましょ

う
･よかったのはどんな点か

･次回,気をつけた方がよいのはどんな点か｡
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Title:CharacterEducationandItsManagementinanElementarySchoolinKansasCity,U.S.A.

TazukoAOKI(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)

Abstract:ThispaperistointroducetheactualmanagementofCharacterEducationinonepublicelementary

schoolinKansasCity,U.S.A.,accordingtotheteachers'managementplansofthisschool,printedmattersfor

studentsandsometextbooksaboutcharactereducationforteachers.Additionallythispapershowsthechangeof

moraleducationintheU.S.A,thecomparisonoftraditionalmoraleducationwithcharactereducationand

teachers'Checkliststofacilitateclassdiscussion.Charactereducationmanagesinschooldistrictunitsbeyond

class,gradeandschool.Asaresult,allelementaryschools,middleschoolsandhighschoolsorthisdistricthave

thesametargetcharacters.Theystudyeight-targetcharactersforaschoolyear.Thisdiscussionaimstodevelop

notonlythemoraljudgmentabilitybutalsothepracticalone.Thesecharacterswereusedtoestimatechildren'S

extracllrricularandvolunteeractivitiesandtocontacttheirparentsaboutstudents'problembehavior.Theymight

believethatcommunitiesandfamiliesworkeverydaytoinstillthesamekindsofcharacterinchildren.Therefore

charactereducationfunctionsschools,parentsandcommunitiesworktogethertofurthertheirgoalsastheywork

tohelpbuildakinderandmoreresponsible.
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