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広島県教育委員会豊かな心育成課広島県教育委員会豊かな心育成課広島県教育委員会豊かな心育成課広島県教育委員会豊かな心育成課

1



説明の流れ

１ 改訂の発端となったいじめの問題

・これまでの経緯

・広島県いじめ防止基本方針

・小学校中学校学習指導要領解説 総則編

２ いじめについて考え，議論する具体的な

授業例

３ 「私たちの道徳」

４ 文部科学大臣メッセージから
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１ 改訂の発端となったいじめの問題
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広島県いじめ防止基本方針

平成26年３月19日 広島県教育委員会

１ 改訂の発端となったいじめの問題

4



平成26年３月19日策定

「広島県いじめ防止基本方針」より抜粋
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平成26年３月19日策定

「広島県いじめ防止基本方針」より抜粋
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いじめを許さない学校づくりいじめを許さない学校づくりいじめを許さない学校づくりいじめを許さない学校づくり

学校の教育活動全体を通して組織的に学校の教育活動全体を通して組織的に学校の教育活動全体を通して組織的に学校の教育活動全体を通して組織的に

いじめの問題の未然防止いじめの問題の未然防止いじめの問題の未然防止いじめの問題の未然防止

いじめのサインをいじめのサインをいじめのサインをいじめのサインを

早期に発見し，早期に対応早期に発見し，早期に対応早期に発見し，早期に対応早期に発見し，早期に対応

生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導

体制の充実体制の充実体制の充実体制の充実

個性や差異を個性や差異を個性や差異を個性や差異を

尊重する尊重する尊重する尊重する

価値観の形成価値観の形成価値観の形成価値観の形成

道徳教育等道徳教育等道徳教育等道徳教育等

平成18年12月 生徒指導資№28

「いじめの問題への取組みの徹底のために 広島県教育委員会」を参考にする
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学習指導要領の一部を改正する

省令の制定，告示，並びに移行措

置等について（通知）

平成27年３月27日 中央教育審議会

１ 改訂の発端となったいじめの問題
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１ 改正の概要

（２）学習指導要領の一部改正の概要

③内容については，いじめ問題への

対応の充実や，児童生徒の発達

の段階を一層踏まえた体系的なも

のとする観点から改善を図ったこと。

平成27年３月27日 中央教育審議会

「学習指導要領の一部を改正する省令の制定，

告示，並びに移行措置等について（通知）」
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小学校中学校学習指導要領解説

総則編（抄）

平成27年７月 文部科学省

１ 改訂の発端となったいじめの問題
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第６節 道徳教育推進上の配慮事項

２ 指導内容の重点化

（２）各学校においては，児童生徒の

発達の段階や特性等を踏まえ，指導

内容の重点化を図ること。

平成27年７月 文部科学省

「小学校中学校学習指導要領解説 総則編（抄）」

（１）指導内容の重点化

11



その際，各学年を通じて，自立心や

自律性，生命を尊重する心や他者を

思いやる心を育てることに留意する

こと。

平成27年７月 文部科学省

「小学校学習指導要領解説 総則編（抄）」

小学校小学校小学校小学校
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各学年を通じて配慮すること

他を思いやる心

児童生徒が自立した一人の人間とし

て人生を他者と共に，よりよく生きる人格

形成を図る道徳教育の充実を目指す上

で不可欠なものである。相手の気持ちや

立場を推し量り自分の思いを相手に向

けることは，よりよい人間関係を築くため

に重要である。
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ア 第１学年及び第２学年においては，

挨拶などの基本的な生活習慣を身に

付けること，善悪を判断し，してはなら

ないことをしないこと，社会生活上のき

まりを守ること。

イ 第３学年及び第４学年においては，

善悪を判断し，正しいと判断したことを

行うこと，身近な人々と協力し助け合う

こと，集団や社会のきまりを守ること。

学年段階ごとに配慮すること
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ウ 第５学年及び第６学年においては，

相手の考え方や立場を理解して支え

合うこと，法やきまりの意義を理解して

進んで守ること，集団生活の充実に努

めること，伝統と文化を尊重し，それら

を育んできた我が国と郷土を愛すると

ともに，他国を尊重すること。

学年段階ごとに配慮すること
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中学校中学校中学校中学校

その際，小学校における道徳教育の指導内

容を更に発展させ，自立心や自律性を高め，

規律ある生活をすること，生命を尊重する心

や自らの弱さを克服して気高く生きようとする

心を育てること，法やきまりの意義に関する」

理解を深めること，自らの将来の生き方を考

え主体的に社会の形成に参画する意欲と態

度を養うこと，伝統と文化を尊重し，それらを

育んできた我が国と郷土を愛するとともに，

他国を尊重すること，国際社会に生きる日本

人としての自覚を身に付けることに留意する

こと。
平成27年７月 文部科学省

「中学校学習指導要領解説 総則編（抄）」
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生命を尊重する心や自らの弱さを克服して

気高く生きようとする心を育てること

乳幼児や人生の先輩たちと触れ合ったり，

医師や看護師などから生命に関する話を聞く

機会をもったり，生命倫理に関わる問題を取

り上げ話し合ったりするなど，生命の尊さを深

く考えさせ，かけがえのない生命を尊重する

心を育成する取組が求められる。

生命を十分に尊重できていない自らの弱さ

に気付くとともに，それを克服して気高く生き

ようとする心を育てることにもつながる。
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学校や学級内の人間関係や環境を整

えるとともに，集団宿泊活動（※中：職場

体験）やボランティア活動，自然体験活

動，地域の行事への参加などの豊かな

体験を充実すること。また，道徳教育の

指導内容が，児童生徒の日常生活に生

かされるようにすること。その際，いじめ

の防止や安全の確保等にも資すること

となるよう留意すること。

（２）豊かな体験活動の充実といじめの防止

平成27年７月 文部科学省

「小学校中学校学習指導要領解説 総則編（抄）」
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小学校小学校小学校小学校

（３）道徳教育の指導内容と児童の日常生活

ア いじめの防止

（略）子供から大人まで，社会全体でいじめ

の防止等の指導を充実させていく必要があ

る。その対応として，いじめ防止対策推進法

に基づき，いじめ防止等のための対策に関

する基本的な方針を定め，いじめの防止及

び早期発見，早期対応に学校が一丸となっ

て取り組むことが求められている。

「小学校学習指導要領解説 総則編（抄）」 19



道徳教育においては，道徳科を要とし，教

育活動全体を通して，生命を大切にする

心や互いを認め合い，協力し，助け合うこ

とのできる信頼感や友情を育むことをはじ

めとし，節度ある言動，思いやりの心，寛

容な心などをしっかりと育てることが大切

である。
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学んだことが日々の生活の中で，よりよい

人間関係やいじめのない学級生活を実現

するために自分たちにできることを相談し

協力し実行したり，いじめに対してその間

違いに気付き，友達と力を合わせ，教師や

家族に相談しながら正していこうとしたりす

るなど，いじめの防止等に児童生徒が主

体的に関わる態度へとつながっていくので

ある。
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第１学年及び第２学年

新たな内容項目の追加

「自分の特徴に気付くこと」

「自分の好き嫌いにとらわれないで接すること」

第３学年及び第４学年

「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手

のことを理解し，自分と異なる意見も大切にするこ

と」

「誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な態度

で接すること」

第５学年及び第６学年

「よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解

し，人間として生きる喜びを感じること」
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中学校中学校中学校中学校

とりわけ，生徒自身が主体的にいじめの

問題の解決に向けて行動できるような集

団を育てることが大切である。

（略）道徳教育の全体計画を立案するに

当たっても，いじめ防止等に向けた道徳教

育の進め方について具体的に示し，教職

員の共通理解を図ることが大切である。

「中学校学習指導要領解説 総則編（抄）」
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２ いじめについて考え，議論する具体的な授業例
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【【【【活用資料活用資料活用資料活用資料】】】】

私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳 小学校１・２年小学校１・２年小学校１・２年小学校１・２年

P78～～～～81

「およげない「およげない「およげない「およげない りすさん」りすさん」りすさん」りすさん」

役割演技を通して，仲間はずれにする側の気持ち，される側の気持ち役割演技を通して，仲間はずれにする側の気持ち，される側の気持ち役割演技を通して，仲間はずれにする側の気持ち，される側の気持ち役割演技を通して，仲間はずれにする側の気持ち，される側の気持ち

を考える授業を考える授業を考える授業を考える授業
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２ いじめについて考え，議論する具体的な授業例
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【【【【活用資料活用資料活用資料活用資料】】】】

私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳 小学校３・４年小学校３・４年小学校３・４年小学校３・４年

P179

「見すごしていませんか，こんな「見すごしていませんか，こんな「見すごしていませんか，こんな「見すごしていませんか，こんな

場面」場面」場面」場面」

教室の風景を描いた絵を見て，どこに問題があるのかを考えさせる教室の風景を描いた絵を見て，どこに問題があるのかを考えさせる教室の風景を描いた絵を見て，どこに問題があるのかを考えさせる教室の風景を描いた絵を見て，どこに問題があるのかを考えさせる

授業授業授業授業

どこに問題があどこに問題があどこに問題があどこに問題があ

るのでしょうか。るのでしょうか。るのでしょうか。るのでしょうか。

考えてみましょう。考えてみましょう。考えてみましょう。考えてみましょう。
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２ いじめについて考え，議論する具体的な授業例
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【【【【活用資料活用資料活用資料活用資料】】】】

私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳私たちの道徳 小学校５・６年小学校５・６年小学校５・６年小学校５・６年

P76～～～～79

「知らない間の出来事」「知らない間の出来事」「知らない間の出来事」「知らない間の出来事」

問題場面において「何が問題だったのか」「自分だったらどうするか」問題場面において「何が問題だったのか」「自分だったらどうするか」問題場面において「何が問題だったのか」「自分だったらどうするか」問題場面において「何が問題だったのか」「自分だったらどうするか」

を問う授業を問う授業を問う授業を問う授業
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２ いじめについて考え，議論する具体的な授業例
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【【【【活用資料活用資料活用資料活用資料】】】】

「中学生の道徳１「中学生の道徳１「中学生の道徳１「中学生の道徳１ 自分を見つ自分を見つ自分を見つ自分を見つ

める」廣済堂あかつき株式会社める」廣済堂あかつき株式会社める」廣済堂あかつき株式会社める」廣済堂あかつき株式会社

「私いじめた一人なのに・・・」「私いじめた一人なのに・・・」「私いじめた一人なのに・・・」「私いじめた一人なのに・・・」

道徳の授業で出たいじめに関する意見を学級通信で紹介し，考えを道徳の授業で出たいじめに関する意見を学級通信で紹介し，考えを道徳の授業で出たいじめに関する意見を学級通信で紹介し，考えを道徳の授業で出たいじめに関する意見を学級通信で紹介し，考えを

広げ深める授業広げ深める授業広げ深める授業広げ深める授業

授業で出た意見授業で出た意見授業で出た意見授業で出た意見

を保護者の方にを保護者の方にを保護者の方にを保護者の方に

も紹介し，考えをも紹介し，考えをも紹介し，考えをも紹介し，考えを

広げ深める。広げ深める。広げ深める。広げ深める。
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２ いじめについて考え，議論する具体的な授業例
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※いじめの問題に対する取組事例集（特徴的なプログラム）：文部科学省初等中等教育局児童生徒課 平成２６年11月

40



※いじめの問題に対する取組事例集（特徴的なプログラム）：文部科学省初等中等教育局児童生徒課 平成２６年11月
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※いじめの問題に対する取組事例集（特徴的なプログラム）：文部科学省初等中等教育局児童生徒課 平成２６年11月

42



３ 「私たちの道徳」の活用を通して
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「私たちの道徳 小学校５・６年」

「私たちの道徳 小学校３・４年」
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「私たちの道徳 中学校」
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「私たちの道徳 中学校」
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いじめに正面から向き合う「考え，

議論する道徳」への転換に向けて

（文部科学大臣メッセージ）

平成28年11月18日

４ 文部科学大臣メッセージから
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いじめられた子供は，学校に通えなくなったり，心身の

発達に重大な支障を生じたり，尊い命が絶たれるという

痛ましい事案も発生しています。いじめた子供も，法律又

は社会のルールに基づき責任を負わなければならない

場合があるとともに，その心に大きな傷を残します。「い

じめのつもりはなかった」，「みんなもしていたから」では

すみません。また，いじめられている子供を見ていただけ

の周囲の子供も，後悔にさいなまれます。

子供たち子供たち子供たち子供たちをををを，，，，いじめいじめいじめいじめの加害者にの加害者にの加害者にの加害者にもももも，，，，被害者被害者被害者被害者ににににもももも，，，，傍観傍観傍観傍観

者者者者にもしないためにもしないためにもしないためにもしないためにににに，，，，「「「「いじめは許されないいじめは許されないいじめは許されないいじめは許されない」」」」ことを道徳教ことを道徳教ことを道徳教ことを道徳教

育の中でしっかりと学べるようにする育の中でしっかりと学べるようにする育の中でしっかりと学べるようにする育の中でしっかりと学べるようにする必要があります必要があります必要があります必要があります。。。。

メッセージの内容
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現実のいじめの問題に対応できる資質・能

力を育むためには，「「「「あなたならどうするあなたならどうするあなたならどうするあなたならどうする

かかかか」」」」を真正面からを真正面からを真正面からを真正面から問い問い問い問い，，，，自分自分自分自分自身のことと自身のことと自身のことと自身のこととしししし

てててて，，，，多面的多面的多面的多面的・・・・多角的に多角的に多角的に多角的に考え考え考え考え，，，，議論議論議論議論していくしていくしていくしていく

「「「「考え考え考え考え，，，，議論議論議論議論する道徳する道徳する道徳する道徳」」」」へと転換することへと転換することへと転換することへと転換することが

求められています。

このため，道徳の授業を行う先生方には，

是非，道徳の授業の中で，いじめに関する

具体的な事例を取り上げて，児童生徒が考

え，議論するような授業を積極的に行って

いただきたいと思います。
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・なぜ，いじめはいけないと分かっていても，

止められなかったりするのか。

・どうやって，いじめを防ぐこと，解決することが

できるのか。

・いじめにより生じた結果について，どのような

責任を負わなくてはならないのか。

いじめやいじめにつながる具体的な問題場面
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文部科学省の取組
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