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説明の流れ説明の流れ説明の流れ説明の流れ

１ 学習指導要領改訂のポイント

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた

道徳教育の在り方

（２）学習指導要領改訂に関するスケジュール

（３）高等学校学習指導要領改訂のポイント

（４）高等学校学習指導要領解説 総則編

２ 本県の現状

３ 今後に向けて
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１１１１ 学習指導要領改訂のポイント学習指導要領改訂のポイント学習指導要領改訂のポイント学習指導要領改訂のポイント
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（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた道徳教育の在り方

「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」

平成２８年１２月２１日中央教育審議会答申

（高等学校の道徳教育の充実）

高等学校については，道徳の時間を設けず，学校

教育全体で道徳教育を行うこととしてきた。高等学校

段階の生徒は，自分の人生をどう生きればよいか，

生きることの意味は何かということについて思い悩む

時期であり，自分自身や自己と他者との関係，さらに

は，広く国家や社会について関心をもち，人間や社会

の在るべき姿について考えを深める時期でもある。こ

うしたことに鑑み，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。
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（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた道徳教育の在り方

「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」

平成２８年１２月２１日中央教育審議会答申

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。
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（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた道徳教育の在り方

「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」

平成２８年１２月２１日中央教育審議会答申
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（２）学習指導要領改訂に関するスケジュール（現時点の進捗を基にしたイメージ）
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道徳教育の充実

• 各学校において，校長のリーダーシップの

下，道徳教育推進教師を中心に，全ての教

師が協力して道徳教育を展開することを新

たに規定（総則）

• 公民科の「公共」，「倫理」，特別活動が，人

間としての在り方生き方に関する中核的な

指導の場面であることを明記（総則）

（３）高等学校学習指導要領の改訂のポイント
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豊かな心 （第１章総則第１款２（２））

高等学校における道徳教育

学校における道徳教育は，人間としての

在り方生き方に関する教育を学校の教育

活動全体を通じて行うことによりその充実を

図るものとし，各教科に属する科目（以下「

各教科・科目」という。），総合的な探究の時

間及び特別活動（以下「各教科・科目等」と

いう。）のそれぞれの特質に応じて，適切な

指導を行うこと。

（４）高等学校学習指導要領解説 総則編
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p28
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である。

人間としての在り方生き方に関する教育の

中で，小・中学校における「特別の教科であ

る道徳」（以下「道徳科」という。）の学習等を

通じた道徳的諸価値の理解を基にしながら，

自分自身に固有の選択基準・判断基準を形

成していく。

道徳教育とは，

高等学校における道徳教育とは，
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○ 高等学校においては，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，道徳科が設けられ

ていない。

←公民科の「公共」及び「倫理」，並びに特別

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，各教科・科目等の特

質に応じ，教育活動全体を通して行う。

←小・中学校における道徳教育も踏まえつ

つ行う。

「学校の教育活動全体を通して行う」とは
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道徳教育の目標

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法

に定められた教育の根本精神に基づき，生

徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会

の一員としての自覚に基づき行為しうる発

達の段階にあることを考慮し，人間としての

在り方生き方を考え，主体的な判断の下に

行動し，自立した人間として他者と共により

よく生きるための基盤となる道徳性を養うこ

とを目標とすること。
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「人間としての在り方生き方」とは

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判断基準をもた

なければならない。

人間としての在り方を問うことを通して形成

される。

自分自身の判断と行動の選択基準となる

×教師の一方的な押し付け

×単なる先哲の思想の紹介 13

p30
学習指導要領上の記述学習指導要領上の記述学習指導要領上の記述学習指導要領上の記述 趣旨（学習指導要領解説より）趣旨（学習指導要領解説より）趣旨（学習指導要領解説より）趣旨（学習指導要領解説より）

高等学校 人間としての在り方生き方

についての考えを深める

・生きる主体としての自己を確立し，自らの人

生観・世界観ないし価値観を形成し，主体性

をもって生きたいという意欲を高める

（高等学校学習指導要領解説 総則編ｐ３０）

中学校 人間としての生き方につい

ての考えを深める

・人間の意味をどこに求め，いかによりよく生

きるかという人間としての生き方を主体的に

模索する

・人間についての深い理解を鑑として行為の

主体としての自己を深く見つめる。

（中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編ｐ１６－１７）

小学校 自己の生き方についての考

えを深める

・道徳的価値に関わる事象を自分自身の問

題として受け止められるようにする

・他者との関わりや身近な集団の中で自分の

特徴などを知り，伸ばしたい自己について深

く見つめる

・これからの生き方の課題を考え，それを自

己の生き方として表現していこうとする思い

や願いを深める

（小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編ｐ１８）
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道徳性とは

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。
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学校における道徳教育においては，各教育

活動に応じて，特に道徳性を構成する諸様相

である道徳的判断力，道徳的心情，道徳的実

践意欲を養うことを求めている。

○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。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。

○道徳的実践意欲と態度…道徳的判断力や道徳

的心情によって価値があるとされた行動をと

ろうとする傾向性。 16
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第８章 道徳教育推進上の配慮事項

１ 道徳教育の指導体制

各学校においては，第１款の２の(2)に示す

道徳教育の目標を踏まえ，道徳教育の全体

計画を作成し，校長の方針の下に，道徳教

育の推進を主に担当する教師（「道徳教育

推進教師」という。）を中心に，全教師が協

力して道徳教育を展開すること。
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p176

道徳教育推進教師を中心とした協力体制

校長の明確な方針と道徳教育推進教師等の役割

の明確化とともに，全教師が指導力を発揮し，協

力して道徳教育を展開できる体制を整える。

道徳教育推進教師とは

校長の方針の下に，

道徳教育の推進を主に担当する教師

機能的な協力体制を整える
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p176

道徳教育推進教師の役割

• 道徳教育の全体計画の作成に関すること

• 全教育活動における道徳教育の推進，充実に関

すること

• 道徳教育用教材の整備・充実・活用に関すること

• 道徳教育の情報提供や情報交換に関すること

• 道徳教育の全体計画の公開など家庭や地域社

会との共通理解に関すること

• 道徳教育の研修の充実に関すること

• 道徳教育の全体計画の評価に関することなど
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２ 道徳教育の全体計画

なお，道徳教育の全体計画の作成に当たっ

ては，生徒や学校の実態に応じ，指導の方

針や重点を明らかにして，各教科・科目等と

の関係を明らかにすること。その際，公民科

の「公共」及び「倫理」並びに特別活動が，人

間としての在り方生き方に関する中核的な指

導の場面であることに配慮すること。
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【全体計画の内容】

全体計画は，各学校において，校長の明確

な方針の下に，道徳教育推進教師が中心と

なって，全教師の協力により作成されるもの

である。

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，取り扱う内容を重点化して示すこと

が大切である。
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アアアア 基本的把握事項基本的把握事項基本的把握事項基本的把握事項

・ 教育関係法規の規定，時代や社会の要請や課題，教育

行政の重点施策

・ 学校や地域の実態と課題，教職員や保護者の願い

・ 生徒の実態や発達の段階等

イイイイ 具体的計画事項具体的計画事項具体的計画事項具体的計画事項

・ 学校の教育目標，道徳教育の重点目標，各学年の重点

目標

・ 各教科・科目，総合的な探究の学習の時間及び特別活動

などにおける道徳教育の指導の方針及び内容

・ 特色ある教育活動や豊かな体験活動における指導との関

連

・ ホームルーム，学校の人間関係，環境の整備や生活全般

における指導の方針

・ 家庭，地域社会，関係機関，小学校・中学校・特別支援学

校等との連携の方針

・ 道徳教育の推進体制

・ その他
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２２２２ 本県の現状本県の現状本県の現状本県の現状
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自校の道徳教育自校の道徳教育自校の道徳教育自校の道徳教育の全体計画は機能しているかの全体計画は機能しているかの全体計画は機能しているかの全体計画は機能しているか

平成29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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても

おおむね

あまり

まったく

37.3%

全体計画の作成状況
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【全体計画（例） 高陽高等学校】
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設定した道徳教育設定した道徳教育設定した道徳教育設定した道徳教育

の重点目標と，各学の重点目標と，各学の重点目標と，各学の重点目標と，各学

年の重点目標等と年の重点目標等と年の重点目標等と年の重点目標等と

のつながりが分かるのつながりが分かるのつながりが分かるのつながりが分かる

ようなものにする。ようなものにする。ようなものにする。ようなものにする。

道徳教育推進道徳教育推進道徳教育推進道徳教育推進

教師の位置付教師の位置付教師の位置付教師の位置付

けも含めた全けも含めた全けも含めた全けも含めた全

教師による推教師による推教師による推教師による推

進体制等を示進体制等を示進体制等を示進体制等を示

す。す。す。す。

各教科等のそれぞ各教科等のそれぞ各教科等のそれぞ各教科等のそれぞ

れの特質に応じた道れの特質に応じた道れの特質に応じた道れの特質に応じた道

徳性育成に資する徳性育成に資する徳性育成に資する徳性育成に資する

項目（単元や活動な項目（単元や活動な項目（単元や活動な項目（単元や活動な

ど）と，その項目におど）と，その項目におど）と，その項目におど）と，その項目にお

ける道徳的観点等をける道徳的観点等をける道徳的観点等をける道徳的観点等を

含めて作成する。含めて作成する。含めて作成する。含めて作成する。
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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27～２９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

道徳教育の充実

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ２９

Ｈ２８

Ｈ２７

とても

おおむね

あまり

まったく

27

33.3%

27.5%

49.3%

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・２９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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ２９

Ｈ２８

1回実施

2回実施

3回以上実施

実施していない

28

74.7%

65.5%



学校名学校名学校名学校名 竹原高等学校竹原高等学校竹原高等学校竹原高等学校 西高等学校西高等学校西高等学校西高等学校 広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校広島特別支援学校

取組

内容

これまで商業科が販

売実習等で参加して

いた地元のイベント

「ぶちぇぇ竹原」に，今

年後は生徒会執行部

をはじめとする普通科

生徒も参加した。

本校教職員を対象とす

る道徳教育研修の実施

道徳教育の内容項目一覧につ

いて，次期学習指導要領による

「特別の教科道徳の内容の学年

段階・学校段階の一覧」と現行

学習指導要領による「道徳の内

容の学年段階・学校段階の一

覧」の２種類を教務部内で共有

できるように示した。

成果と

課題

イベント当日の様子は，

学校ＨＰ・ＰＴＡ新聞等

でも取り上げ，参加生

徒の思いを幅広く地

域に発信した。青年

会議所等の地域の商

工団体から高い評価

をいただき，郷土愛に

ついて具体的に考察

を深めることができた。

中学校での道徳教育の

取組，高等学校での道

徳教育の在り方につい

ての理解を深めた。中

学校との道徳教育の連

携，教科指導における

道徳教育の視点を指導

案にどのように反映さ

せるかなど，さらに研究

する必要を感じる。

【成果】

次期学習指導要領で扱う「特別の教

科道徳」の内容項目について，小・

中学部の教務部員だけでなく，高等

部の教務部員も共通理解することが

できた。

【課題】

高等部においては，現行の学習指

導要領における内容項目だけでは

なく，次期学習指導要領の内容項目

も意識して，平成29年度の取組の振

り返りや平成30年度の計画をしてい

かなくてはならない。

自校の道徳教育を推進するために取り組んだ実践例

29
世羅高等学校

自校の道徳教育の重点目標を意識して取り組んだ実践例
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自校の道徳教育の重点目標を意識して取り組んだ実践例

高陽東高等学校
31

廿日市特別支援学校

自校の道徳教育の重点目標を意識して取り組んだ実践例
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３３３３ 今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて

33

小・中学校の道徳科を踏まえた推進

34
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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
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