
家庭や地域社会との連携による道徳教育

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

平成２９年度道徳教育実践研究委員会（第４回）
「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

子供をとりまく地域や家庭の変化

自校では，家庭・地域社会と連携した自校では，家庭・地域社会と連携した自校では，家庭・地域社会と連携した自校では，家庭・地域社会と連携した

道徳教育が進められている道徳教育が進められている道徳教育が進められている道徳教育が進められている
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肯定率（とても，おおむね）

H27～29道徳教育パワーアップフォーラム 参加者アンケートから
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(％)

広島県における学校，家庭，地域の連携の状況広島県における学校，家庭，地域の連携の状況広島県における学校，家庭，地域の連携の状況広島県における学校，家庭，地域の連携の状況
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保護者に公開している保護者に公開している保護者に公開している保護者に公開している

H27～29道徳教育パワーアップフォーラム 参加者アンケートから
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地域に公開している地域に公開している地域に公開している地域に公開している
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保護者（または地保護者（または地保護者（または地保護者（または地

域の人々）と懇談域の人々）と懇談域の人々）と懇談域の人々）と懇談

会をもっている会をもっている会をもっている会をもっている

2.82.82.82.8
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保護者や地域の人々の保護者や地域の人々の保護者や地域の人々の保護者や地域の人々の

参加・協力を求めた道徳参加・協力を求めた道徳参加・協力を求めた道徳参加・協力を求めた道徳

の授業を行っているの授業を行っているの授業を行っているの授業を行っている

0.70.70.70.7
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(％)

H27～29道徳教育パワーアップフォーラム 参加者アンケートから

道徳教育の取組を学校・学年・学級通信やＨＰ等で紹介している道徳教育の取組を学校・学年・学級通信やＨＰ等で紹介している道徳教育の取組を学校・学年・学級通信やＨＰ等で紹介している道徳教育の取組を学校・学年・学級通信やＨＰ等で紹介している

(％)
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現在，子供たちの道徳性について満足している

(％)
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H27～29道徳教育パワーアップフォーラム 保護者アンケートから

保護者保護者保護者保護者 保護者として自校の道徳教育にもっとかかわるべきである

(％)
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学校で行われている道徳教育についての情報は，

もっと家庭に届くようにするべきであると思う
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保護者保護者保護者保護者

４ 学校の道徳教育の全体計画や

道徳教育に関する諸活動などの情

報を積極的に公表したり，道徳教

育の充実のために家庭や地域の

人々の積極的な参加や協力を得

たりするなど，家庭や地域社会と

の共通理解を深め，相互の連携を

図ること。

４４４４ 家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携家庭や地域社会との連携

学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領 総則より総則より総則より総則より

・学校通信で校長の方針に基づいて作成した道徳

教育の全体計画を示す。

・道徳教育の成果としての児童のよさや成長の様

子を知らせる。

・学校のホームページなどインターネットを活用

した情報発信

（１）道徳教育に関わる情報発信

学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領 総則より総則より総則より総則より



忠海中学校ＨＰより

・情報交換会（学校での道徳教育の実情について説明，家庭や地域社

会における児童のよさや成長などを知らせてもらったりする）の定例化

・情報交換で把握した問題点や要望などに着目し

た講演会の開催

・学校運営協議会制度などの活用

（２）家庭や地域社会との相互連携

学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領 総則より総則より総則より総則より

「家庭の教育力」が低下した理由（％）

小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説小学校学習指導要領解説 特別の教科特別の教科特別の教科特別の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編 「「「「第３節第３節第３節第３節 指導の配慮事項指導の配慮事項指導の配慮事項指導の配慮事項」」」」よりよりよりより

７７７７ 家庭や地域社会との連携による指導家庭や地域社会との連携による指導家庭や地域社会との連携による指導家庭や地域社会との連携による指導

（１）道徳科の授業を公開する

・通常の授業参観の形で行う

・保護者会等の機会に合わせて行う

・授業を参観した後に講演会や協議会を開催する

・保護者が児童と同じように授業を受ける形で参加し

たり，児童と対話したり，児童のグループ別による

話合いに加わり意見交換をしたりするような形式

道徳科は全教育活動を通じて行う道徳教育の要であり，その

授業を公開することは，学校における道徳教育への理解と協力

を家庭や地域から得るためにも，極めて大切である。

《《《《実施の方法実施の方法実施の方法実施の方法》》》》

学校学校学校学校の年間計画に位置付け，保護者だけでなく，地域の人々にもの年間計画に位置付け，保護者だけでなく，地域の人々にもの年間計画に位置付け，保護者だけでなく，地域の人々にもの年間計画に位置付け，保護者だけでなく，地域の人々にも呼びかけ呼びかけ呼びかけ呼びかけ

てててて，多くの参観を得られるような，多くの参観を得られるような，多くの参観を得られるような，多くの参観を得られるような工夫をし，積極的に授業を公開すること工夫をし，積極的に授業を公開すること工夫をし，積極的に授業を公開すること工夫をし，積極的に授業を公開すること

家庭や地域社会との連携による指導について家庭や地域社会との連携による指導について家庭や地域社会との連携による指導について家庭や地域社会との連携による指導について



「「「「HHHH28282828広島県広島県広島県広島県中学校教育研究会大会中学校教育研究会大会中学校教育研究会大会中学校教育研究会大会」」」」よりよりよりより

資料名「風に立つライオン」

「おやじの会」の保護者に参加していただき，議論を深める場面

◇ 人生経験を語ってもらい，

生徒に多角的に考えさせる。

◇ グループ協議以外でも，おや

じの会の保護者を生かす場

面を設定していく。

◇ 司会をさせるなど，ミニ先生

にならないようにする。

尾道市立美木中学校の尾道市立美木中学校の尾道市立美木中学校の尾道市立美木中学校の

取組取組取組取組（（（（HHHH27272727育てよう心の育てよう心の育てよう心の育てよう心の

元気元気元気元気！！！！））））よりよりよりより

情報モラルの問題情報モラルの問題情報モラルの問題情報モラルの問題

に留意した指導に留意した指導に留意した指導に留意した指導

（２）道徳科の授業への積極的な参加や協力を得る工夫

・家庭や地域社会の題材を資料として生かした学習

・家庭や地域での話合いや取材を生かした学習

・地域の人や保護者の参加を得た学習など

道徳科は家庭や地域社会との連携を進める重要な機会

となる。その実施や教材の開発，活用などに，保護者や

地域の人々の参加や協力を得られるよう配慮していくこと

が考えられる。

《《《《連携強化を図った指導の工夫連携強化を図った指導の工夫連携強化を図った指導の工夫連携強化を図った指導の工夫》》》》

保護者保護者保護者保護者や地域の人々が参観しやすいような工や地域の人々が参観しやすいような工や地域の人々が参観しやすいような工や地域の人々が参観しやすいような工

夫も夫も夫も夫も望まれる。望まれる。望まれる。望まれる。



呉市立宮原中学校呉市立宮原中学校呉市立宮原中学校呉市立宮原中学校 HHHH29292929研究会紀要より研究会紀要より研究会紀要より研究会紀要より （２）道徳科の授業への積極的な参加や協力を得る工夫

・授業に児童と同じ立場で参加してもらう

・授業前に，アンケートや児童への手紙等の

協力を得る

・事後の指導に関して依頼する

※特に，家庭愛，家庭生活の充実」などの

内容はもとより，様々な内容項目の授業

で生かしたい方法

ア 授業の実施への保護者の協力を得る

保護者アンケートの結果を生徒と共有

東広島市立志和中学校の取組より東広島市立志和中学校の取組より東広島市立志和中学校の取組より東広島市立志和中学校の取組より

地域の方からのメッセージを生徒へ掲示

家庭・地域への情報発信



（２）道徳科の授業への積極的な参加や協力を得る工夫

・地域の人々や社会で活躍する人々に授業の実施へ

の協力を得る

・青少年団体等の関係者，福祉関係者，自然活動関

係者，スポーツ関係者，伝統文化の継承者，国際理

解活動の関係者，企業関係者，ＮＰＯ法人を運営す

る人などを授業の講師として招き，実体験に基づい

て分かりやすく語ってもらう機会を設ける

イ 授業の実施への地域の人々や団体等外部人材の

協力を得る

リストの作成や計画にリストの作成や計画にリストの作成や計画にリストの作成や計画に

位置付ける位置付ける位置付ける位置付ける

話を聞くだけでなく，質問したり考えを話を聞くだけでなく，質問したり考えを話を聞くだけでなく，質問したり考えを話を聞くだけでなく，質問したり考えを伝えたり話伝えたり話伝えたり話伝えたり話しししし

合ったりするなどの，一定の合ったりするなどの，一定の合ったりするなどの，一定の合ったりするなどの，一定の時間の確保時間の確保時間の確保時間の確保

福富中学校区福富中学校区福富中学校区福富中学校区 GTGTGTGTの活用例の活用例の活用例の活用例

（２）道徳科の授業への積極的な参加や協力を得る工夫

【地域教材などを開発する場合】

地域でそれらに関することに従事する人や造詣が深い

人などに協力を得る

【授業でそれを活用する場合】

・資料を提示するときに協力を得る

・話合いを深めるために解説や実演をしてもらう

・児童の質問に回答してもらう

ウ 地域教材の開発や活用への協力を得る

授業の効果を一層高授業の効果を一層高授業の効果を一層高授業の効果を一層高

める効果が期待める効果が期待める効果が期待める効果が期待

地域地域地域地域の先人，地域に根付く伝統と文化，行事，民話や伝説，歴史，産の先人，地域に根付く伝統と文化，行事，民話や伝説，歴史，産の先人，地域に根付く伝統と文化，行事，民話や伝説，歴史，産の先人，地域に根付く伝統と文化，行事，民話や伝説，歴史，産

業，業，業，業，自然自然自然自然や風土などを題材とした地域教材や風土などを題材とした地域教材や風土などを題材とした地域教材や風土などを題材とした地域教材

（２）「対話的な学び」の視点

「教育課程部会「教育課程部会「教育課程部会「教育課程部会 考える道徳への転換に向けたワーキンググループ（第４回）配布資料から」考える道徳への転換に向けたワーキンググループ（第４回）配布資料から」考える道徳への転換に向けたワーキンググループ（第４回）配布資料から」考える道徳への転換に向けたワーキンググループ（第４回）配布資料から」

「「「「考える道徳への転換に向けたワーキンググループの取りまとめに考える道徳への転換に向けたワーキンググループの取りまとめに考える道徳への転換に向けたワーキンググループの取りまとめに考える道徳への転換に向けたワーキンググループの取りまとめに

ついて」（案）ついて」（案）ついて」（案）ついて」（案） 平成平成平成平成28282828年年年年8888月月月月16161616日日日日

子供同士の協働，教員や地域の人との対話，先哲の

考え方を手掛かりに考えたり，自分と異なる意見と向

かい合い議論すること等を通じ，自分自身の道徳的価

値の理解を深めたり広げたりすることが求められる。

資料を通じて先人の考えに触れて道徳的価値の理解

を深めたり自己を見つめる学習につながったりするよ

うな教材の開発・活用を行うことや，様々な専門家や

保護者，地域住民等に道徳科の授業への参加を得るこ

となども「対話的な学び」の視点から効果的な方法と

考えられる。

今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて


