Ｐlan
２

道徳の指導計画作成

実態把握・計画立案のために

～「道徳教育の全体計画」と「道徳の時間の年間指導計画」～

道徳の指導計画については，学習指導要領「第３章道徳」の第３の１において，各学校においては，
「道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする」とされています。したが
って，学校では，校長が道徳教育の方針を明確にし，指導力を発揮して，全教師が協力して道徳教育
を展開するため，道徳教育の推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教師」という。
）を中心
として，｢道徳教育の全体計画」とそれに基づく「道徳の時間の年間指導計画」を作成する必要があ
ります。また，全体計画を各学年や学級で具体的に推進するための指針として「学級における指導計
画」を作成していくことが望まれます。

（１）

校長は学校の道徳教育の基本的な方針を

校長の方針を明確に示そう！

道徳教育は，学校の教育活動全体で取り組むものであり，

全教師に明確に示すことが求められています。そのためには，
校長は道徳教育の改善・充実の方向を視野におき，
① 児童生徒の道徳性にかかわる実態，
② 学校の道徳教育推進上の課題，

「児童生徒の道徳意識調査」，
「アンケート調査」，「教職員の
意見」，「社会背景」等を参考に
して，実態把握をしましょう。

③ 社会的な要請や家庭や地域の期待などを踏まえ，
学校の教育目標とのかかわりで，道徳教育の基本的な方針を明示する必要があります。

＜道徳教育の重点目標の改善例（Ａ小学校の例）＞
改善前
人間尊重の精神を生かし，道徳的心情と道徳的判断力を高め，道徳性を養う。

漠然とした目標で，学校として何を重点に道徳教育を行うの
かが分かりにくい。そのため，各学年の道徳の重点内容項目も
ばらばらで，学校として意識統一した指導ができていない・・。
具体性のある目標に修正しよう。
教育委員会が目指す「思いやり
と規範意識のある人間」を尊重し
よう。

教育基本法に示されている公
共の精神等，日本人がもっていた
「規範意識」を重視したい。

本校の子供たちは，明るく元気
でやる気もあるが，学校の約束や
社会のきまりを意識して生活する
ことが十分でない。

子供たちには，相手のことを思
いやり，しっかりとした規範意識
をもった人間に育ってほしい。

ポイントは，「思いやり」と「規範意識」！

２の視点，特に２－（２）親切にかかわること
４の視点，特に４－（１）規則遵守，公徳心

改善後
人間尊重の精神を生かし，思いやりの心をもって，規範を尊重しようとする児童を育成する。
ここがポイント！
○ 道徳の内容との関わりを明らかにして，道徳教育の重点目標を設定します。道徳の内容項目
も参照して，分かりやすい目標にすると，学校の重点内容項目とのつながりが出てきます。
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道徳教育推進教師と各
部のリーダーが一緒にな
って道徳教育が推進でき
るような推進体制にしま
しょう。

（２）道徳教育推進教師を中心とした協力体制を整備しよう！
ア 協力体制の充実

校長の方針の下，学校が組織体として一体となって道徳教育を進めるために，全教師が力を発
揮できる体制を整える必要があります。協力体制をつくるに際しては，まず，全教師が参画する

道徳教育の推進を中心となって担う教師を位置付ける
道徳教育の推進を中心となって担う教師を位置付けるよう

体制を具体化するとともに，そこでの
にしましょう。

イ 道徳教育推進教師の役割
道徳教育推進教師が全体を掌握しながら，全教師の参画，分担，協力の下に道徳教育が円滑に
推進され，充実していくように働き掛けていくことが望まれます。
＜道徳教育推進教師の役割として考えられる事柄と具体的な行動例＞
事

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

柄

具

体

的

な

行

動

例

道徳教育の指導計画 ・道徳教育の重点目標を全教師が共通認識できる機会をつくる。
（実態から，重点目標から等）
の作成に関すること ・見直しの視点を示す。
・指導記録を計画の見直しに生かせるように，指導記録を使った見直しの機会をつくる。
全教育活動における
全教育活動に おける ・学校の重点内容項目を，機会（学校行事・体験活動等と関連して）を見つけては確認する。
道徳教育の推進，充実 ・年間 1 回以上，各教科，総合的な学習の時間等との関連，体験活動や地域とのつながり等
に関すること
を年間計画や別葉をもとに見直す機会をつくる。
・校内授業研，道徳教育研修の研修計画へ位置付ける。→記録の蓄積
道徳の時間の充実と ・ティーム・ティーティング（TT）授業を計画する。（ゲストティーチャーの活用も含め）
指導体制に関するこ ・複数学年，学級による合同授業を計画する。
と
・ゲストティーチャー一覧表を作成し，共有化を図る。
・全職員で関わるような仕組みを作る。※（所属校内部会の活用）
（保管場所の明示，提出数の明示，機能的
道徳用教材の整備・充 ・教材，掲示物，板書記録の保存と活用を行う。
実・活用に関すること に活用できるように）
・地域教材の開発に向けた計画，支援を行う。
道徳教育の情報提供 ・研修報告の機会を確保する。
や情報交換に関する ・校内で紹介したい資料を収集する。
・近隣の学校で研究授業に参加しあう。
こと
・ＨＰに「道徳教育」のページを設ける。
・授業公開，懇談会を企画する。
（保護者参加型授業も含めて）
授業の公開など家庭 ・家庭,地域との連携方法を明確にする。
や地域社会との連携
や地 域社会との連携 ・ＨＰに「道徳教育」のページを設ける。
に関すること
・学校便り，学級便りに意図的に掲載するように働きかける。
道徳教育の研修の充 ・校内授業研修，道徳教育研修の研修計画へ位置付ける。
実に関すること
・模擬授業の実施を提案する。
・学校自己評価へ位置付ける。
道徳教育における評 ・子供の道徳性の見取りについて，共通理解を進める。（上段キと関連）
価に関すること
・記録の仕方を統一する。
・保護者や外部の方の声を集める。
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年度初めに，
道徳教育推進教
師としての活動
の時期や内容を
計画しておきま
しょう。

＜道徳教育推進教師の活動計画（例）＞

道徳教育の重点目標
道徳教育の重点目 標 ：自分自身と向き合い，誠実に生きていく子供を育てる。
自他の生命を尊重し，大切にする子供を育てる。
集団の中で自分の責任を果たし,主体的に協力する子供を育てる。
道 徳 教 育 の 指 標：
・人の気もちがわかる人間になりたい。（肯定的回答 90％以上）
・人が困っているときはすすんで助けている。（肯定的回答 90％以上）
・児童会や学校行事などにおいて学校の一員としての役割や責任をしっかりと果たしている。
（肯定的回答 90％以上）
月
〇〇市推進協議会
道徳教育推進計画
道徳教育推進教師が行うこと
〇〇市推進協議会
・校内道徳教育推進委員会の ・道徳推進委員会の活動計画提案
確立
・全体計画・年間指導計画の見直しの視
・道徳教育推進体制の確立
点及び具体的な取組の提案
４ 第１回協議会
・全体計画・年間指導計画の
・授業評価シートの作成提案
＜6 月 18 日＞
確認
・アンケート調査作成提案
・研究授業の計画，授業評価 ・教材の管理
○研究授業
項目の協議
・研修だよりの発行
５ ○道徳教育推進教師 ・道徳用教材の確認
・道徳の時間における指導・助言
・児童実態の共有
・アンケート調査の集計・分析
の役割について
６
・資料分析研修
・アンケート調査，全体計画・年間指導
・道徳の時間についてのアン 計画の評価等に基づく取組の分析・改
７
ケート調査の実施
善策の提案
・全体計画・年間指導計画の
８
評価・改善の協議
振 ○ほぼ計画通り提案し，実行することができた。
り
返
り

９
10
11
12
振り
返り

１
２
３
振り
返り

・アンケート調査
・〇〇市道徳教育推進協議会での研修内
第２回協議会
・研究授業の実施
容について情報伝達
＜8 月 25 日＞
・道徳参観日の実施
・事後研究をもとに授業改善策を提案
○模擬授業
・家庭や地域社会からの意見を分析・改
○道徳の授業づくり ・全体計画・年間指導計画の
評価・改善の協議
善策の提案
について
・全体計画・年間指導計画の評価等に基
第３回協議会
づく取組の分析・改善策の提案
＜11 月 7 日＞
○研究授業
○講師講話
○道徳参観日の効果的な実施のための提案を行うことによって，道徳参観日には，学校の道徳教育に
関する方針や取組を発信するとともに，各学級で保護者等参加型道徳授業と意見交換を行い，家庭・
地域との共通理解が図られた。
・研究授業の実施
・事後研究をもとに授業改善策を提案
・道徳教育に関する取組実態
・道徳教育に関する調査（県）の回答
第４回協議会
の共有
作成
＜1 月 28 日＞
・アンケート調査
・アンケート調査の集計・分析
○研究授業
・全体計画・年間指導計画の評 ・アンケート調査結果，全体計画・年
○今年度のまとめ
価・改善の協議
間指導計画の評価等に基づく取組の
分析・改善策の提案
○児童生徒の意識調査を実施・分析し，児童の実態に応じて取組の改善が図られた。
△道徳の時間における指導・助言について，計画的に十分に行うことができなかった。来年度は〇〇
市道徳教育推進協議会での研修内容を踏まえ，研修計画に基づいて計画的に行いたい。

ここがポイント！
○ 道徳教育推進教師の活動計画を作成することで，活動内容や時期が明確になり，機能化が図られま
す。また，道徳教育推進教師が変わっても同様な活動が期待できます。
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具体的な教育実践に生きて働くものに

（３）道徳教育の全体計画を作成しよう！

全体計画の作成に当たっては，理念だけに終わることなく，

なるよう，体制を整え，全教師で創意工夫して作成することが大切です。
また，各教科等における道徳教育にかかわる指導の内容及び時期を整理したもの，道徳教育にかか
わる体験活動や実践活動の時期等が一覧できるもの，道徳教育の推進体制や家庭や地域社会等との連
携のための活動等が分かるものを別葉にして加えるなどして，年間を通して具体的に活用しやすいも
のとすることが考えられます。

＜道徳教育の全体計画（例:小学校）＞
学校の教育目標
法的根拠

児童の実態
保護者・地域の願い
地域の実態 など

道徳教育推進の基本方針

道徳教育の重点目標

各学年の重点目標
「私たちの
道徳」活用
道徳」活用
方針
道徳の時間
の指導方針

各教科，外
国語活動，
総合的な学
習の時間，
特別活動
における指
導の指針
家庭・地域との連携，特色あ
る教育活動や豊かな体験活
動における指導の指針
動における指導の指針 など

指導の内容・時期

別葉で
- 9 -

＜道徳教育の全体計画

別葉（例）＞
より実効性の高い全体計画とするためには，
各教科等における道徳教育の指導内容や時期
を示した別葉を作成して活用しましょう。

① 道徳の時間と各教科等における道徳教育に関わる内容及び時期を
道徳の時間と各教科等における道徳教育に関わる内容及び時期を教科等別に
教科等別に示した例
教科等別に示した例
（中学校第３学年）
各教科等と道徳の時間
つの視点と
内容項目ごとに
四つの視点
視点と内容項目ごとに
指導する道徳の時間の内容項目について，それぞれの指導回数が分かりやすく，ま
た，どの教科で，いつ，どのような道徳教育を行うのかなど，道徳の時間の役割（
「補
充・深化・統合」
）を意識した指導につながります。
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② 道徳の時間と各教科等における道徳教育に関わる内容及び時期を視点別に示した例（小学校第６学年）
つの視点ごとに
四つの視点
視点ごとに

月ごとに道徳
ごとに道徳の
道徳の時間と
時間と各教科等における
各教科等における内容
における内容を
内容を
月毎に，道徳の時間と各教科等の単元や題材で，どの
ような道徳の内容を指導するのかが明確になります。
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③ 主な体験活動や実践活動と道徳の時間の指導の時期を示した例（小学校第２学年）
学校・学年
の道徳教育
重点目標
体験活動や実践活動
主な体験活動や

道徳の時間

動と して 学
の関 指導 校や
連を する 学年
意識 こと の道
した がで 徳教
指導 きま 育の
を行 す。 重点
うこ また 目標
とが 、道 も入
でき 徳の れて
ます 時間 おく
。 と体 と、
験活 重点
動や 目標
実践 を意
活識

関連

ここがポイント！
○ 道徳教育の全体計画や別葉を作成する際は，道徳教育推進教師一人が作成するのではなく，
全教職員が作成にかかわるようにしましょう。
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（４）道徳の時間の年間指導計画を作成しよう！
年間指導計画は，道徳の時間の指導が，道徳教育の全体計画に基づき，児童の発達の段階に即して
計画的，発展的に行われるように組織された全学年にわたる年間の指導計画です。具体的には，道徳
の時間に指導しようとする内容について，児童生徒の実態や多様な指導方法等を考慮して，学年段階
に応じた主題を構成し，この主題を学年別に年間にわたって適切に位置付け，配列し，展開の大要等
を示しましょう。

＜年間指導計画に明記しておくことが望まれる事柄＞
○各学年の基本方針
○各学年の年間にわたる指導の概要
ア 指導の時期

イ 主題名

カ 展開の大要及び指導の方法

ウ ねらい

エ 資料名（出典） オ 主題構成の理由

キ 他の教育活動等における道徳教育との関連

ク 「私たちの道徳」の活用について

保護者や地域の人々の参加・

ケ その他（校長や教頭などの参加及び教師の協力的な指導の計画，

複数時間取り上げる内容項目の場合の全体構想等）

協力の計画，

＜道徳の時間の年間指導計画（例）＞
小学校第５学年 年間指導計画

ア 回・月・週

１ 身近な集団の中で自分の役割と責任を主体的に果たせるようにする。
学年の基本方針 ２ 資料の中の特定場面や状況を自分との関わりで考え，自分の生き方に
ついての自覚を深めさせる。
回
1
月
4
週
2
イ 主題名
内容項目
１－（１）
主題名
節度ある生活 内容項目
読み物資料
資料名
流行おくれ 出 典 文部省
「主として自分自身に関すること」
生活を振り返り，自ら節度を守り，節制に心掛けることについて，主人 オ 主題構成
主題構成の理由 公を通して考える。
の理由
エ 資料名
生活習慣の大切さを知り，自分の生活を見直し，節度を守り，節制に心
ねらい
掛けようとする態度を育てる。
（出典）
出典）
１ 児童の流行に関することについて話し合う。
ウ ねらい
２ 資料「流行おくれ」を読んで話し合う。
（１）みどりと社会科見学の服装についての話をする真由美は，どんな気
もちだったか。
（２）母にたしなめられた真由美は，どんなことを考えたか。
ク 「私たち
展開の大要 （３）わたるに「ゲームの本を返して」と言われた真由美は，どんな気も
ちだったか。
（４）シーンとして自分の部屋を見回す真由美は，どんなことを思ってい
の道徳」の活
たか。
３ 節度節制について，心掛けている事柄や実行している事柄の話合いを
用について
カ 展開の大要
通して，自分の生活を考える。
４ 生活習慣について，教師が日ごろ努力していることの説話を聞く。
「私たちの道徳」 学級活動や常時活動において引き続き，p16「自分の生活をふり返ってみよ
う」に記入することで，自分の生活を見直し，改善することができるよう
の活用
にする。
振り返り
他の教育活動との 学習規律の指導（常時），学級活動（２）基本的な生活習慣の形成
関連
振り返り
キ 他の教育活動との関連
備考
学年の基本方針

ここがポイント！

振り返りや備考欄を設け，授業実施後に気付きを記入しておくと，次年度に向けて，さらに加
筆・修正することができ，授業改善につながります。

○
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