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高等学校における

道徳教育の現状と今後の方向性

説明の流れ説明の流れ説明の流れ説明の流れ

１ 子供たちを取り巻く状況

２ 道徳教育の必要性

３ 高等学校における道徳教育の充実

（１）教育活動全体を通じて行う道徳教育

（２）道徳教育の全体計画の改善

（３）組織的な推進体制

（４）小・中学校学習指導要領の趣旨を踏まえた道徳教

育の推進

４ 学習指導要領改訂に向けて

１１１１ 子供たちを取り巻く状況子供たちを取り巻く状況子供たちを取り巻く状況子供たちを取り巻く状況

自分の性格評価 （高校生）

（出典） （財）国立青少年教育振興機構「高校生の生活と意識に関する調査報告書」

（2015年8月）より文部科学省作成



（出典）（財）一ツ橋文芸教育振興協会，（財）日本青少年研究所「中学生・高校生の生活と意識 －日

本・アメリカ・中国・韓国の比較－（2009年2月）」より文部科学省作成

諸外国に比べて低い，高校生の

自己肯定感や社会参画への意識

問「私の参加により，変えてほしい社会現象が

少し変えられるかもしれない」 （高校生）

子供をとりまく地域や家庭の変化

「平成26年度第6回インターネット都政モニターアンケート結果家庭と地域で取り組む子供の健全育成」

（平成27年2月2日東京都生活文化局）より

守られていないルールやマナーについて（％）

子供よりも

大人の方が

守られていない

深刻ないじめの本質的な問題解決に向けて

道徳教育の抜本的充実が求められる背景



２２２２ 道徳教育の必要性道徳教育の必要性道徳教育の必要性道徳教育の必要性

道徳教育

高等学校

（ ）をもち，人間としての在り方生

き方の自覚を促し，（ ）を育成するこ

とをねらいとする。

小・中学校

（ ）をはぐくみ，人間としての生き

方の自覚を促し，（ ）を育成すること

をねらいとする。

豊かな心

豊かな心

道徳性

道徳性

豊かな心

例えば，

・他人を思いやる心や社会貢献の精神

・生命を大切にし人権を尊重する心

・美しいものや自然に感動する心

・正義感や公正さを重んじる心

・他者と共に生きる心

・自立心や責任感など

（高等学校学習指導要領解説 総則編）

参考 「人間としての在り方生き方」について

「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の 学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申）

平成２８年１２月２１日 中央教育審議会 別添資料より



（高等学校学習指導要領解説 総則編）

○○○○人間は，同じような状況の下に置かれている場合

でも必ずしもすべて同じ生き方をするとは限らず，

同一の状況の下でも，幾つかの生き方が考えられる

場合が少なくない。

○社会の変化に対応して主体的に判断し行動しうる

ためには，選択可能な幾つかの生き方の中から自分

にふさわしいしかもよりよい生き方を選ぶ上で必要

な，自分自身に固有な選択基準ないしは判断基準を

もたなければならない。

→こうした考えられる幾つかの生き方の中から，一

定の行為を自分自身の判断基準に基づいて選択する

ということが，主体的に判断し行動するということ

→生徒一人一人が人間存在の根本性格を問うこと，

すなわち人間としての在り方を問うことを通して

形成されてくる。

道徳性

（高等学校学習指導要領解説 総則編）

道徳性とは，人間としての本来的な在

り方やよりよい生き方を目指してなされ

る道徳的行為を可能にする人格的特性で

あり，人格の基盤をなすものである。そ

れはまた，人間らしいよさであり，道徳

的諸価値が一人一人の内面において統合

されたものといえる。学校における道徳

教育においては，各教育活動の特質に応

じて，特に道徳性を構成する諸様相であ

る道徳的心情，道徳的判断力，道徳的実

践意欲と態度などを養うことを求めてい

る。

（高等学校学習指導要領解説 総則編）

○道徳的心情…道徳的価値の大切さを感じ取り，

善を行うことを喜び，悪を憎む感情のこと。

道徳的行為への動機として強く作用するもの。

○道徳的実践意欲…道徳的心情や道徳的判断力

を基盤とし道徳的価値を実現しようとする意

志の働き。

○道徳的判断力…それぞれの場面において善悪

を判断する能力である。つまり，人間として

生きるために道徳的価値が大切なことを理解

し，様々な状況下において人間としてどのよ

うに対処することが望まれるかを判断する力。

○道徳的態度…それらに裏付けされた具体的な

道徳的行為への身構え。

３３３３ 高等学校における高等学校における高等学校における高等学校における

道徳教育の充実道徳教育の充実道徳教育の充実道徳教育の充実



高等学校学習指導要領 ２道徳教育（第１章第１款の２）

解説 総則編 第３章 第１節 ２道徳教育

（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育

アアアア 高等学校における道徳教育の考え方高等学校における道徳教育の考え方高等学校における道徳教育の考え方高等学校における道徳教育の考え方

「人間としての在り方生き方に関する教育」「人間としての在り方生き方に関する教育」「人間としての在り方生き方に関する教育」「人間としての在り方生き方に関する教育」

学校の教育活動全体を通じて行う学校の教育活動全体を通じて行う学校の教育活動全体を通じて行う学校の教育活動全体を通じて行う

イイイイ 人間としての在り方生き方に関する教育の趣旨人間としての在り方生き方に関する教育の趣旨人間としての在り方生き方に関する教育の趣旨人間としての在り方生き方に関する教育の趣旨

ウウウウ 各教科・科目等における人間としての在り方生き方に関各教科・科目等における人間としての在り方生き方に関各教科・科目等における人間としての在り方生き方に関各教科・科目等における人間としての在り方生き方に関

する教育の展開する教育の展開する教育の展開する教育の展開

中核的な指導の場面中核的な指導の場面中核的な指導の場面中核的な指導の場面 公民科の「現代社会」及び「倫公民科の「現代社会」及び「倫公民科の「現代社会」及び「倫公民科の「現代社会」及び「倫

理」，特別活動理」，特別活動理」，特別活動理」，特別活動（総合的な学習の時間，産業社会と人間）（総合的な学習の時間，産業社会と人間）（総合的な学習の時間，産業社会と人間）（総合的な学習の時間，産業社会と人間）

（２）道徳教育の目標（２）道徳教育の目標（２）道徳教育の目標（２）道徳教育の目標

（３）道徳教育を進めるに当たっての配慮事項（３）道徳教育を進めるに当たっての配慮事項（３）道徳教育を進めるに当たっての配慮事項（３）道徳教育を進めるに当たっての配慮事項

「高等学校学習指導要領解説 総則編」より

（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育（１）高等学校における道徳教育

ア 高等学校における道徳教育の考え方

○ 道徳教育は，豊かな心をもち，人間とし

ての在り方生き方の自覚を促し，道徳性を育

成することをねらいとする教育活動

○ 高等学校においては，学校の教育活動全体

を通じて行う道徳教育の指導のための配慮が

特に必要

←生徒の発達の段階に対応した指導の工夫

が求められる。

←小・中学校と異なり，道徳の時間が設け

られていない。

「高等学校学習指導要領解説 総則編」より

（１） 教育活動全体を通じて行う道徳教育

【【【【高等学校における道徳教育高等学校における道徳教育高等学校における道徳教育高等学校における道徳教育】】】】

ア 高等学校における道徳教育の考え方

○ 高等学校における道徳教育の考え方として

示されているのが，

「人間としての在り方生き方に関する教育」

① 公民科やホームルーム活動を中心に各教

科・科目等の特質に応じ

② 学校の教育活動全体を通じて，

③ 生徒が人間としての在り方生き方を主体

的に探求し豊かな自己形成ができるよう，

適切な指導を行う。

「高等学校学習指導要領解説 総則編」より

ウ 各教科・科目等における人間としての在り

方生き方に関する教育の展開

○ 学校の教育活動全体を通じて各教科・科目，

総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれ

の特質に応じて実施する。

○ 特に公民科の「現代社会」及び「倫理」，特別

活動にはそれぞれの目標に「人間としての在り

方生き方」を掲げており，これらを中核的な指導

の場面として重視し，道徳教育の目標全体を踏

まえた指導を行う必要がある。

「高等学校学習指導要領解説 総則編」より



特に，特に，特に，特に，ホームルーム活動ホームルーム活動ホームルーム活動ホームルーム活動を中心として特別活を中心として特別活を中心として特別活を中心として特別活

動全体を通じて，社会において自立的に生きる動全体を通じて，社会において自立的に生きる動全体を通じて，社会において自立的に生きる動全体を通じて，社会において自立的に生きる

ことができるようにするため，社会の一員としことができるようにするため，社会の一員としことができるようにするため，社会の一員としことができるようにするため，社会の一員とし

ての自己の生き方を探求するなど，ての自己の生き方を探求するなど，ての自己の生き方を探求するなど，ての自己の生き方を探求するなど，人間として人間として人間として人間として

の在り方生き方に関する指導の在り方生き方に関する指導の在り方生き方に関する指導の在り方生き方に関する指導が行われるようにが行われるようにが行われるようにが行われるように

することとしすることとしすることとしすることとし，その一層の充実を図，その一層の充実を図，その一層の充実を図，その一層の充実を図っているっているっているっている。。。。

指導に当たっては，指導に当たっては，指導に当たっては，指導に当たっては，人間としての在り方生き人間としての在り方生き人間としての在り方生き人間としての在り方生き

方方方方の指導がの指導がの指導がの指導がホームルーム活動を中心として，特ホームルーム活動を中心として，特ホームルーム活動を中心として，特ホームルーム活動を中心として，特

別活動の全体を通じて行われるようにすること別活動の全体を通じて行われるようにすること別活動の全体を通じて行われるようにすること別活動の全体を通じて行われるようにすること

はもとより，その際，他の教科，特に公民科やはもとより，その際，他の教科，特に公民科やはもとより，その際，他の教科，特に公民科やはもとより，その際，他の教科，特に公民科や

総合的な学習の時間との関連を図ることに配慮総合的な学習の時間との関連を図ることに配慮総合的な学習の時間との関連を図ることに配慮総合的な学習の時間との関連を図ることに配慮

する必要する必要する必要する必要がある。がある。がある。がある。

（学習指導要領第５章特別活動第３の１の（学習指導要領第５章特別活動第３の１の（学習指導要領第５章特別活動第３の１の（学習指導要領第５章特別活動第３の１の(4)(4)(4)(4)））））

「高等学校学習指導要領解説 総則編」より

教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面
「道徳」との関連「道徳」との関連「道徳」との関連「道徳」との関連

（高等学校道徳教育指導資料－魅力ある「道徳」の実践を目指して－ 茨城県教育委員会 から一部抜粋）

各教科の目標や内容等と「道徳」との関連

教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面教科の目標や内容等で道徳性に関連する主な側面 「道徳」との関連「道徳」との関連「道徳」との関連「道徳」との関連

平成平成平成平成22222222年度より道徳教育の全体計画作成が必須化年度より道徳教育の全体計画作成が必須化年度より道徳教育の全体計画作成が必須化年度より道徳教育の全体計画作成が必須化

道徳教育の全体計画の作成道徳教育の全体計画の作成道徳教育の全体計画の作成道徳教育の全体計画の作成 100100100100％％％％

推進体制の位置付け推進体制の位置付け推進体制の位置付け推進体制の位置付け 約約約約84848484％％％％

【【【【特に改善が望まれる点特に改善が望まれる点特に改善が望まれる点特に改善が望まれる点】】】】

○学校の教育目標や育てたい生徒像の実現に向けて○学校の教育目標や育てたい生徒像の実現に向けて○学校の教育目標や育てたい生徒像の実現に向けて○学校の教育目標や育てたい生徒像の実現に向けて

→設定した道徳教育の重点目標と，各学年の重点目標等とのつな設定した道徳教育の重点目標と，各学年の重点目標等とのつな設定した道徳教育の重点目標と，各学年の重点目標等とのつな設定した道徳教育の重点目標と，各学年の重点目標等とのつな

がりが分かるようなものにする。がりが分かるようなものにする。がりが分かるようなものにする。がりが分かるようなものにする。

○具体的教育実践に生かせるように○具体的教育実践に生かせるように○具体的教育実践に生かせるように○具体的教育実践に生かせるように

→各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に各教科，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に

応じた道徳性育成に資する項目（単元や活動など）と，その項目に応じた道徳性育成に資する項目（単元や活動など）と，その項目に応じた道徳性育成に資する項目（単元や活動など）と，その項目に応じた道徳性育成に資する項目（単元や活動など）と，その項目に

おける道徳的観点等を含めて作成する。おける道徳的観点等を含めて作成する。おける道徳的観点等を含めて作成する。おける道徳的観点等を含めて作成する。

○一貫性のある道徳教育が組織的に展開できるように○一貫性のある道徳教育が組織的に展開できるように○一貫性のある道徳教育が組織的に展開できるように○一貫性のある道徳教育が組織的に展開できるように

→個々の分掌組織が担う役割等を記すなど，全教師による推進体個々の分掌組織が担う役割等を記すなど，全教師による推進体個々の分掌組織が担う役割等を記すなど，全教師による推進体個々の分掌組織が担う役割等を記すなど，全教師による推進体

制を含めて作成する。制を含めて作成する。制を含めて作成する。制を含めて作成する。

（２） 道徳教育の全体計画の改善



【全体計画（例） 賀茂高等学校】

自校の道徳教育の充実自校の道徳教育の充実自校の道徳教育の充実自校の道徳教育の充実

平成27・28年度高等学校道徳教育推進協議会参加者アンケートより

27.5%

33.3%

自校の道徳教育の研修回数自校の道徳教育の研修回数自校の道徳教育の研修回数自校の道徳教育の研修回数

平成28年度高等学校道徳教育推進協議会参加者アンケートより

○教職員間での道徳教育に係る共通理解を図○教職員間での道徳教育に係る共通理解を図○教職員間での道徳教育に係る共通理解を図○教職員間での道徳教育に係る共通理解を図

る。る。る。る。

○計画的・継続的な指導を行うための組織づ○計画的・継続的な指導を行うための組織づ○計画的・継続的な指導を行うための組織づ○計画的・継続的な指導を行うための組織づ

くりを行う。くりを行う。くりを行う。くりを行う。

○推進上，基軸となる機会と場を設定する。○推進上，基軸となる機会と場を設定する。○推進上，基軸となる機会と場を設定する。○推進上，基軸となる機会と場を設定する。

○固有の指導内容・指導方法，教材を開発す○固有の指導内容・指導方法，教材を開発す○固有の指導内容・指導方法，教材を開発す○固有の指導内容・指導方法，教材を開発す

る。る。る。る。 ※※※※小・中学校の道徳教育を基礎として小・中学校の道徳教育を基礎として小・中学校の道徳教育を基礎として小・中学校の道徳教育を基礎として

○自己の生き方を社会とのかかわりで探求さ○自己の生き方を社会とのかかわりで探求さ○自己の生き方を社会とのかかわりで探求さ○自己の生き方を社会とのかかわりで探求さ

せる。せる。せる。せる。

○各学校の特色を生かして重点的な道徳教育○各学校の特色を生かして重点的な道徳教育○各学校の特色を生かして重点的な道徳教育○各学校の特色を生かして重点的な道徳教育

を展開する。を展開する。を展開する。を展開する。

（３）（３）（３）（３） 組織的な推進体制組織的な推進体制組織的な推進体制組織的な推進体制



「千代田高等学校の取組」

（平成28年度高等学校道徳教育

推進協議会実践報告より）

【全体計画（各教科等との関連） 千代田高等学校 （Ｈ２９研究報告より）】

◆道徳科に検定教科書を導入

◆ 内容について，いじめの問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえた体系

的なものに改善

・「個性の伸長」「相互理解，寛容」「公正，公平，社会正義」「国際理解，国際親善」「より

よく生きる喜び」の内容項目を小学校に追加

◆ 問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ，指導方法を工夫

◆数値による評価ではなく，児童生徒の道徳性に係る成長の様子を把握

具体的なポイント

「考え，議論する」道徳科へ質的に転換「考え，議論する」道徳科へ質的に転換「考え，議論する」道徳科へ質的に転換「考え，議論する」道徳科へ質的に転換

平成27年度から，一部改正学習指導要領の趣旨を踏まえた取組可能

教育再生実行会議の提言や中央教育審議会の答申を踏まえ，「道徳の時間」（小・中学

校で週１時間）を「特別の教科道徳」（「道徳科」）（引き続き週１時間）として新たに位置

付ける学習指導要領の一部改正

小学校は平成小学校は平成小学校は平成小学校は平成30303030年度，中学校は平成年度，中学校は平成年度，中学校は平成年度，中学校は平成31313131年度から，検定教科書を導入して「道徳科」を実施年度から，検定教科書を導入して「道徳科」を実施年度から，検定教科書を導入して「道徳科」を実施年度から，検定教科書を導入して「道徳科」を実施

量的確保に向けて量的確保に向けて量的確保に向けて量的確保に向けて 質的転換に向けて質的転換に向けて質的転換に向けて質的転換に向けて

（４）（４）（４）（４） 小・中学校学習指導要領の趣旨を踏まえた小・中学校学習指導要領の趣旨を踏まえた小・中学校学習指導要領の趣旨を踏まえた小・中学校学習指導要領の趣旨を踏まえた

道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進道徳教育の推進

１１１１ 主として主として主として主として自分自身自分自身自分自身自分自身に関することに関することに関することに関すること

２２２２ 主として主として主として主として他の人とのかかわり他の人とのかかわり他の人とのかかわり他の人とのかかわりに関することに関することに関することに関すること

３３３３ 主として主として主として主として自然や崇高なものとのかかわり自然や崇高なものとのかかわり自然や崇高なものとのかかわり自然や崇高なものとのかかわりに関することに関することに関することに関すること

４４４４ 主として主として主として主として集団や社会とのかかわり集団や社会とのかかわり集団や社会とのかかわり集団や社会とのかかわりに関することに関することに関することに関すること

ＡＡＡＡ 主として主として主として主として自分自身自分自身自分自身自分自身に関することに関することに関することに関すること

ＢＢＢＢ 主として主として主として主として人との関わり人との関わり人との関わり人との関わりに関することに関することに関することに関すること

ＣＣＣＣ 主として主として主として主として集団や社会との関わり集団や社会との関わり集団や社会との関わり集団や社会との関わりに関することに関することに関することに関すること

ＤＤＤＤ 主として主として主として主として生命生命生命生命や自然や自然や自然や自然，，，，崇高なものとの関わり崇高なものとの関わり崇高なものとの関わり崇高なものとの関わりに関することに関することに関することに関すること

現行

改正

小・中学校 道徳教育の内容



小・中学校小・中学校小・中学校小・中学校 道徳科の目標の構造道徳科の目標の構造道徳科の目標の構造道徳科の目標の構造

「考え，議論する道徳」「考え，議論する道徳」「考え，議論する道徳」「考え，議論する道徳」

＜道徳科の目標＞＜道徳科の目標＞＜道徳科の目標＞＜道徳科の目標＞

道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性よりよく生きるための基盤となる道徳性よりよく生きるための基盤となる道徳性よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，

道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ自己を見つめ自己を見つめ自己を見つめ，物事を（広

い視野から）多面的・多角的に考え，自己の（人間としての）生き方多面的・多角的に考え，自己の（人間としての）生き方多面的・多角的に考え，自己の（人間としての）生き方多面的・多角的に考え，自己の（人間としての）生き方

についての考えを深めるについての考えを深めるについての考えを深めるについての考えを深める学習を通して，

道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

小・中学校 道徳科の目標の構造

道徳科の目標において，道徳性道徳性道徳性道徳性を養うために必要な学習の過程必要な学習の過程必要な学習の過程必要な学習の過程を明示。

広島版「学びの変革」アクション・プラン

グローバル化するグローバル化するグローバル化するグローバル化する21212121世紀の社会を生き抜くための新しい教育モデルの構築世紀の社会を生き抜くための新しい教育モデルの構築世紀の社会を生き抜くための新しい教育モデルの構築世紀の社会を生き抜くための新しい教育モデルの構築
小・中学校 道徳科の授業改善



指導方法の多様化（質的向上）

読み物教材の登場人読み物教材の登場人読み物教材の登場人読み物教材の登場人

物への自我関与が中物への自我関与が中物への自我関与が中物への自我関与が中

心の学習心の学習心の学習心の学習

問題解決的な学習問題解決的な学習問題解決的な学習問題解決的な学習 道徳的行為に関する道徳的行為に関する道徳的行為に関する道徳的行為に関する

体験的な学習体験的な学習体験的な学習体験的な学習

教材の登場人物の判

断や心情を自分との関

わりで多面的・多角的に

考えることなどを通して，

道徳的諸価値の理解を

深める。

問題解決的な学習を

通して，道徳的な問題を

多面的・多角的に考え，

児童生徒一人一人が生

きる上で出会う様々な問

題や課題を主体的に解

決するために必要な資

質・能力を養う。

役割演技などの疑似

体験的な表現活動を通

して，道徳的価値の理解

を深め，様々な課題や

問題を主体的に解決す

るために必要な資質・能

力を養う。

示した指導法も例示に過ぎず，それぞれが独立した指導の

「型」を示しているわけではない。それぞれに様々な展開が考え

られ，例えば読み物教材を活用しつつ問題解決的な学習を取り

入れるなど，それぞれの要素を組み合わせた指導を行うことも

考えられる。

４４４４ 学習指導要領改訂に向けて学習指導要領改訂に向けて学習指導要領改訂に向けて学習指導要領改訂に向けて

～～～～ 「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（答申）

平成２８年１２月２１日中央教育審議会～

12121212

・・・・

21212121

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・

ラーニング」）の視点からの学習過程の改善ラーニング」）の視点からの学習過程の改善ラーニング」）の視点からの学習過程の改善ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

深い学び

主体的な学び
対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成新しい時代に必要となる資質･能力の育成新しい時代に必要となる資質･能力の育成新しい時代に必要となる資質･能力の育成

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた

教科･科目等の新設や目標･内容の見直し教科･科目等の新設や目標･内容の見直し教科･科目等の新設や目標･内容の見直し教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか何を学ぶか何を学ぶか何を学ぶか どのように学ぶかどのように学ぶかどのように学ぶかどのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り⼿となるために必要な知識や⼒を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の⽅向性

何ができるようになるか何ができるようになるか何ができるようになるか何ができるようになるか

⽣きて働く知識･技能の習得など，新しい時代に求められる資質･能⼒を育成知識の⼒を削減せず，質の⾼い理解を図るための学習過程の質的改善
小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共（仮称）」の新設など各教科等で育む資質･能⼒を明確化し，目標や内容を構造的に示す
学習内容の削減は⾏わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※⾼校教育については，些末な事実的知識の暗記が⼤学⼊学者選抜で問われることが課題になっており，そうした点を克服するため，重要⽤語の整理等を含めた⾼⼤接続改⾰等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう⼒・⼈間性の涵養

40



道徳性を養う学習と，道徳教育で育成を目指す資質・能力の整理

道徳性の育成は，「学びに向かう力・人間性」に深く関わる。

「学びに向かう力・人間性」には，各教科等における観点別評価や評定にはなじまず，こうした評価で

は示しきれない部分がある。こうした部分については，個人内評価（個人の良い点や可能性，進歩の

状況について評価する）を通じて見取る。

（H28.8.1「次期学習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ（素案）教育課程企画特別部会）

（注）公民科の公共（仮），倫理（仮）においては，選択や判断の基準の手掛かりとなる概念的な枠組

みの理解等は観点別評価の対象となるが，道徳的諸価値の理解を基にした生徒一人一人に固有の

選択基準・判断基準そのものや，一人一人の人間としての在り方生き方についての考えそのものを

評価することはしない。

※本図は道徳性の育成に関わる学習（活動）に着目して整理したものであり，この他にも，道徳性が養われる過程には

様々な整理の仕方があると考えられる。（例えば，実践を通して道徳性が養われることもある。）

高等学校における道徳教育と資質・能力（イメージ）

○ 高等学校においては，人間としての在り方

生き方を考える学習を通して道徳教育の充実

を図ることとしている。しかしながら，中央

教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改善

等について」で述べられているように，高等

学校全体としては，人としての在り方や生き

方に関する中核的な指導の場は，十分には担

保されているとは言い難い。校長や個々の教

員の力量に依存する部分が大きいという指摘

もある。先んじて行われた小・中学校におけ

る学習指導要領等の一部改正の趣旨や，高等

学校の公民科における「公共」の新設など今

般の学習指導要領全体の改訂の方向性を踏ま

え，高等学校の道徳教育の充実について検討

する必要がある。

（高等学校の道徳教育の充実）



○ 高等学校学習指導要領総則の中で示してい

る高等学校の道徳教育の目標等については，

先に行われた小・中学校学習指導要領の改訂

を踏まえつつ，高等学校全体で，答えが一つ

ではない課題に誠実に向き合い，それらを自

分のこととして捉え，他者と協働しながら自

分の答えを見いだしていく思考力・判断力・

表現力等や，これらの基になる主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度の育成が求

められていることに対応し，公民科に新たに

設けられる「公共」や「倫理」及び特別活動

を，人間としての在り方生き方に 関する中核

的な指導場面として関連付けを図る方向で改

善を行う。

現行学習指導要領の課題を踏まえた

道徳教育の目標の在り方

○ 高等学校における道徳教育については，小・中学

校のように道徳科を特設しておらず，指導する内容

項目等は示されていないが，学校全体で行う道徳教

育の全体計画を作成，実施するに当たっては，小・中

学校の内容項目とのつながりを意識することが求め

られる。その上で，高等学校の共通性と多様性という

ことを考慮すると，各高等学校において全体計画を

作成，実施するに当たっては，各学校や生徒の実態

に応じて，内容を網羅するのではなく重点化して示す

ことが重要である。このため，校長のリーダーシップ

の下で，全体計画に基づく道徳教育のカリキュラム・

マネジメントを担う者として，高等学校においても道

徳教育推進教師を置く（任命する）ことが求められる

。

指導内容の示し方の改善

道徳教育の抜本的充実に向けた支援について

【教員向け参考資料の充実】

文部科学省で作成した授業映像資料や，

各教育委員会提供の実践事例等を集めた，

「道徳教育アーカイブ」「道徳教育アーカイブ」「道徳教育アーカイブ」「道徳教育アーカイブ」をインターネット上

で提供

広島県教育委員会ホームページ

「豊かな心を育てる道徳教育コーナー」より



高等学校道徳教育の一層の充実を高等学校道徳教育の一層の充実を高等学校道徳教育の一層の充実を高等学校道徳教育の一層の充実を

【参考】

〇平成29年度 広島県教育資料

〇高等学校学習指導要領解説 総則編

〇平成29年７月12日 小学校・中学校道徳担当指導主事等連絡協議会

配付資料


