
善悪の判断，きまりの尊重など善悪の判断，きまりの尊重など善悪の判断，きまりの尊重など善悪の判断，きまりの尊重など

の規範意識を育む道徳教育の規範意識を育む道徳教育の規範意識を育む道徳教育の規範意識を育む道徳教育

広島県立音戸高等学校広島県立音戸高等学校広島県立音戸高等学校広島県立音戸高等学校

教諭教諭教諭教諭 髙原髙原髙原髙原 祐子祐子祐子祐子

平成２８・２９年度平成２８・２９年度平成２８・２９年度平成２８・２９年度

「道徳教育改善・充実」総合対策事業推進校「道徳教育改善・充実」総合対策事業推進校「道徳教育改善・充実」総合対策事業推進校「道徳教育改善・充実」総合対策事業推進校

音戸高校とは，どんな学校？

呉市音戸町にあり，

県内で最大面積を誇る倉橋島に残る唯一の高校

生徒数 １３４名

過疎化が進み

入学者が年々減少

平成30年度学校経営計画

（１）キャリア教育を充実させるとともに，主体的な学びを促

す授業づくりを通して，生徒の学習意欲や態度を育て，

進路実現１００％を達成する学校。

（２）「時間を守る」「服装を正す」「挨拶をする」指導を徹底

させ，社会に通用する規範意識やマナーの育成に向けて

積極的な生徒指導を行う学校。

（３）部活動や学校行事，地域行事への参加やボランティア

活動等の体験的な学習を重視し，生徒の自己肯定感を

高め，積極的に社会に貢献していこうとする意欲や態度

を育成する学校。

音戸高校の魅力とは？

地域があたたか

い

優しい先生が多い

生徒の目線で

考えてくれる

先輩，後輩の

仲がよい

生徒が積極的

生徒が主となっ

て活動している

１人ひとりをちゃ

んと見てくれる

少人数指導なの

でわかりやすい

生徒の個性が

豊か

全ての人が

フレンドリー

校舎がきれい



１ 平成２８年度の取組

２ 平成２９年度の取組

（１）研究主題

（２）設定の理由

（３）研究の概要及び特色

（４）実施内容の概要

・能動的な道徳授業の学び（地元地域とのつ

ながり）

・道徳教育に視点を当てた授業実践

（５）検証

（６）平成２９年度の取組の成果とポイント

３ 最後に

発表の流れ

１ 平成2８年度の取組

研究主題

地域理解を深め，責任感や規範意識を育

成する道徳教育の推進

～アクティブラーニングの手法を取り入れた

「ワクワク道徳」の実践～

全学年でLHRの時間に道徳の授業を実施

平成２８年１１月２４日

第３回道徳授業

第２学年ホームルーム活動

研究授業の様子



平成28年度の取組と成果のポイント

�道徳の授業を実施したことで，生徒が道

徳教育を意識するようになった。

�全教職員が教育活動全体の中で，道徳

教育や道徳的価値を意識するようになっ

た。

�具体的に道徳教育を推進する組織的な

道徳教育全体計画に改訂を進めた。

２ 平成29年度の取組

地域理解を深め，責任感や規範意識を育

成する道徳教育の推進

～特別活動におけるLHRの道徳授業を

中心にした「ワクワク道徳」の実践～

（１）研究主題

（２） 設定の理由

地域を支える学校として地元地域

との連携やつながりを深める取り

組みの継承

LHRの時間にアクティブラーニン

グ型の道徳授業を導入し，道徳教

育の活性化を図る

（３） 研究の概要及び特色

【取組の柱】 特別活動によるLHRの道徳授業

�主体的に学んで理解を深める「ワクワク道徳」

�全体計画に基づいて教職員間での道徳教育に

係る共通理解を図る

音戸高校の特色を生かして指導内容や指導方法を工夫

計画的・継続的な指導を行うための組織体制づくり



（４） 実施内容の概要

〇4月 5日 第１回道徳教育校内研修会

〇6月 8日 第１回道徳授業（１学年）

「コンセンサスゲームで仲間づくり」

〇7月13日 第２回道徳授業（２学年）

「規範意識と責任感，思いやり」

〇9月29日 第２回道徳教育校内研修会

〇11月2日 第３回道徳授業（１学年）

「規範意識と責任感，思いやり」

〇11月2日 第４回道徳授業（２学年）

「ルールとマナー，規範意識」

〇11月16日 第５回道徳授業（３学年）

「ルールとマナー，規範意識」

公開研究授業

能動的な道徳授業の学び

�生徒の自己有用感を伴う自己肯定感の

育成を図る

�地元地域への理解を深める

�地域社会に貢献する人材を育てる

地元地域とのつながり

�地域行事等への参加は確実に増加している。

�参加を通して，生徒の自己有用感を伴う自己

肯定感の育成や共感的人間関係の育成につな

がっている。

道徳教育に視点を当てた授業実践

道徳の時間（ホームルーム活動）学習指導案

１ 日 時 平成29年11月16日

２ 学年・組 3年2組 生徒21名（男子9名 女子12名）

３ 主 題 名 ルールとマナー，規範意識

４ ね ら い

ルールやマナーは社会生活を送るうえで欠かせな

いものである。人間として誇りをもって生きるためには，

自らの規範意識を高め，自立的な生き方が求められる。

自己の尊厳を深く自覚し，責任を持った行動がとれる

道徳的な判断力を育てる。

５ 資 料 名 「ルールとマナー」

出典：「道徳プラス」（茨城県教育委員会）



学習の展開

「今日はみなさんが主役で

す。

しっかり考えて，

しっかり表現してください。」

学習活動及び支援［１］

【導入】

（１）資料を読み聞かす。

（２）二人の関係を板書して状況を整理する。

①一郎の二郎に感じている

気持ちを考えさせる。

［板書計画］

学習活動及び支援［２］

【展開】

（１）話し合い活動１

(2)話し合い活動２

①一郎が二郎に感じている気持ちを

グループ内で意見交換する。

②一郎はどのような提案をしたら二郎に

納得してもらえるか話し合う。



学習活動及び支援［３］

（３）決まりごと

①「各グループの発表者は，あとで発表しても

らいます。」

②「代表者と記録者も決めてください。」

③「記録者は発表用のＡ３用紙にグループの

意見を記入してください。」

学習活動及び支援［４］

（４）板書

「各グループでどんな意見が出ましたか。意見を

記入した用紙を白板に貼ってください。」

（５）発表

「各グループの代表者は，話し合ったことを発表

してください。」

（６）「授業で感じたことをまとめましょう。」

＋＋＋＋10p

＋＋＋＋21p72.0%

96.0%

51.0%

86.0%

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

みんなで協力し合って，より良い学

級や学校をつくろうとしている

学校の決まりを守っている

年度当初 年度末

24

【平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査より】

生徒生徒生徒生徒

（５） 検証



【平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査より】

＋＋＋＋25p

＋＋＋＋14p

63.0%

71.0%

49.0%

46.0%

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

特別活動「ホームルーム活動」など

では，他の人の考えを聞きながら，

自分のことについてよく考えている。

特別活動「ホームルーム活動」など

では，互いを信頼して話し合い，励

まし合って，よりよい「学級生活をつ

くろうとしている

年度当初 年度末

25

生徒生徒生徒生徒

＋＋＋＋13p

＋＋＋＋13p

63.0%

69.0%

50.0%

56.0%

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

自校では，生徒に道徳性を育成す

るための体験活動は充実していると

思う

自校の道徳教育は充実していると

思う

年度当初 年度末

26

教職員教職員教職員教職員

【平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査より】

（６）平成29年度の取組と成果のポイント

�道徳の公開授業を実施したことで，生徒

が道徳教育を意識するようになった。

�全教職員が研修会等を通じて，普段の授

業や教育活動全体を通して，道徳教育や

道徳的価値を意識するようになった。

�具体的に道徳教育を推進する組織的な

道徳教育の全体計画に改訂した。

－６－６－６－６p

－５－５－５－５p

44.0%

57.0%

50.0%

62.0%

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

自校では，生徒が特別活動「ホーム

ルーム活動」などで勉強したことを

自分の生活にいかしていると思う

今，住んでいる地域のために，地域

の行事などに参加している。

年度当初 年度末

28

教職員教職員教職員教職員

生徒生徒生徒生徒

【平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査より】



平成３０年７月豪雨災害ボランティア

友達の家の土砂を

片付けた

市役所に行って，

阿賀でボランティ

ア活動を行った ３日間，天応地区

の復旧作業を手

伝った

吉浦地区の復旧作

業を手伝った

母校である小学校

に行き，給水の手

伝いをした

親戚の人の家の土

運びの手伝いをし

た

知り合いの家の裏

山の所の掘りに

行った

３ 最後に

ご静聴ありがとうございました


