
カリキュラム・マネジメントの視点を取り入れた

指導の工夫
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平成30年度道徳教育実践研究委員会（第５回）
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「新しい学習指導要領の考え方「新しい学習指導要領の考え方「新しい学習指導要領の考え方「新しい学習指導要領の考え方‐‐‐‐中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ‐‐‐‐」（文部科学省）」（文部科学省）」（文部科学省）」（文部科学省）

学習指導要領改訂の方向性

学習指導要領第１章総則 改訂の要点
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総則については，今回の改訂の趣旨が教育課

程の編成や実施に生かされるようにする観点か

ら，

①資質・能力の育成を目指す「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善を進める

②カリキュラム・マネジメントの充実

③児童の発達の支援，家庭や地域との連携・協

働を重視する

などの改善を行った。

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 総則編総則編総則編総則編 第１章第１章第１章第１章 総説総説総説総説

カリキュラム・マネジメントの充実
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各学校においては，児童や学校，地域の実態

を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み

立てていくこと，教育課程の実施状況を評価し

てその改善を図っていくこと，教育課程の実施

に必要な人的又は物的な体制を確保するととも

にその改善を図っていくことなどを通して，教

育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教

育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ

リキュラム・マネジメント」という。）に努め

るものとする。

小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領 第１章第１章第１章第１章 総則総則総則総則 第１の４第１の４第１の４第１の４



教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，③教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，

地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組

み合わせること。

カリキュラム・マネジメントの三つの側面
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②教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域

の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育

課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連の

PDCAサイクルを確立すること。

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校の教

育目標を踏まえた教科横断的な視点で，その目標の達

成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

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

道徳教育及び道徳科と

カリキュラム・マネジメント
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小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領 第１章第１章第１章第１章 第１の２の（２）第１の２の（２）第１の２の（２）第１の２の（２）

学校における道徳教育は，特別の教科である道徳

（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育

活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとよ

り，各教科，外国語活動，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，児童の発達の

段階を考慮して，適切な指導を行うこと。

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，自己の生き方を考え，

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。

道徳教育の指導体制と全体計画
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小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領小学校学習指導要領 第１章第１章第１章第１章 第６の１第６の１第６の１第６の１

各学校においては，第１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（以下「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。

なお，道徳教育の全体計画の作成に当たっては，

児童や学校，地域の実態を考慮して，学校の道徳教

育の重点目標を設定するとともに，道徳科の指導方

針，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容との関

連を踏まえた各教科，外国語活動，総合的な学習の

時間及び特別活動における指導の内容及び時期並び

に家庭や地域社会との連携の方法を示すこと。

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

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

・道徳科の指導の方針

・各教科，総合的な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，内容及び時

期

・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

・学級，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・高等学校・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

道徳教育の全体計画の内容

なお，全体計画を一覧表にして示す場合は，必要な各事項について文章化したり

具体化したりしたものを加えるなどの工夫が望まれる。例えば，各教科等における

道徳教育に関わる指導の内容及び時期を整理したもの，道徳教育に関わる体験活動

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別葉にして加えるなど別葉にして加えるなど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る。
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中学校学習指導中学校学習指導中学校学習指導中学校学習指導要領要領要領要領 解説解説解説解説 特別特別特別特別の教科の教科の教科の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編



（ア）校長の明確な方針の下に道徳教育推進教師を

中心として全教師の協力・指導体制を整える

（イ）道徳教育や道徳科の特質を理解し，教師の意

識の高揚を図る

（ウ）各学校の特色を生かして重点的な道徳教育が

展開できるようにする

（エ）学校の教育活動全体を通じた道徳教育の相互

の関連性を明確にする

（オ）家庭や地域社会，学校間交流，関係諸機関等

との連携に努める

（カ）計画の実施及び評価・改善のための体制を確

立する

道徳教育の全体計画作成上の創意工夫と留意点
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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 総則編総則編総則編総則編 第３章第３章第３章第３章 教育課程の編成及び実施教育課程の編成及び実施教育課程の編成及び実施教育課程の編成及び実施
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「「「「【【【【改訂版改訂版改訂版改訂版】】】】道徳教育研修道徳教育研修道徳教育研修道徳教育研修ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）
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「「「「【【【【改訂版改訂版改訂版改訂版】】】】道徳教育研修道徳教育研修道徳教育研修道徳教育研修ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）ハンドブック」（広島県教育委員会）
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呉立市立宮原中学校呉立市立宮原中学校呉立市立宮原中学校呉立市立宮原中学校 研究紀要研究紀要研究紀要研究紀要

指導体制の充実
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東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区 研究報告研究報告研究報告研究報告

指導体制の充実
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今月の育てよう「心の元気！」平成今月の育てよう「心の元気！」平成今月の育てよう「心の元気！」平成今月の育てよう「心の元気！」平成30303030年度年度年度年度 庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校庄原市立総領中学校

家庭や地域社会，学校間交流，関係諸機関等との連携

各学校においては，道徳教育の全体計画に基

づき，各教科，外国語活動，総合的な学習の時

間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳

科の年間指導計画を作成するものとする。なお，

作成に当たっては，第２に示す各学年段階の内

容項目について，相当する各学年において全て

取り上げることとする。その際，児童や学校の

実態に応じ，２学年間を見通した重点的な指導

や内容項目間の関連を密にした指導，一つの内

容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れるな

どの工夫を行うものとする。

道徳科の年間指導計画
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小小小小学校学校学校学校学習指導学習指導学習指導学習指導要領第３章要領第３章要領第３章要領第３章 第３の１第３の１第３の１第３の１

ア 各学年の基本方針

イ 各学年の年間にわたる指導の概要

具備することが求められる事項としては，次のものがある。

（ア） 指導の時期

（イ） 主題名

（ウ） ねらい

（エ） 教材

（オ） 主題構成の理由

（カ） 学習指導過程と指導の方法

（キ） 他の教育活動等における道徳教育との関連

（ク） その他

道徳科の年間指導計画の内容

なお，道徳科の指導の時期，主題名，ねらい及び教材を一覧にした配列

表だけでは年間指導計画としては機能しにくい。そのような一覧表を示す

場合においても，学習指導過程等を含むものなど，各時間の指導の概要が

分かるようなものを加えることが求められる。
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小小小小学校学校学校学校学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領解説解説解説解説 特別の特別の特別の特別の教科教科教科教科 道徳編道徳編道徳編道徳編



年間指導計画を活用しやすいものにし，指導の効果を高め

るために，特に創意工夫し留意すべきこととして次のことが

挙げられる。

（１）主題の設定と配列を工夫する

（２）計画的，発展的指導ができるように工夫する

（３）重点的な指導ができるように工夫する

（４）各教科等，体験活動等との関連的指導を工夫する

（５）複数時間の関連を図った指導を取り入れる

（６）特に必要な場合には他学年段階の内容を加える

（７）計画の弾力的な取扱いについて配慮する

（８）年間指導計画の評価と改善を計画的に行うようにする

道徳科の年間指導計画作成上の創意工夫と留意点
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小小小小学校学校学校学校学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領解説解説解説解説 特別特別特別特別の教科の教科の教科の教科 道徳編道徳編道徳編道徳編
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主題の設定と配列を工夫する

学期 月 週 回 主題名 内容項目

教材名

（教科書以外の出典）

備考

１

学

期

４

月

１ １ １日の始まり Ｂ 礼儀 ○○○○○

２ ２ 安全な生活

Ａ 節度，

節制

○○○○○

３ ３ きまりは何のために

Ｃ 規則の

尊重

○○○○○

５

月

１ ４ 権利と義務

Ｃ 規則の

尊重

○○○○○（○市 郷土資料）
２ ５ 自他の生命の尊重

Ｄ 生命の

尊さ

○○○○○（「私たちの道徳」文部科学省
３ ６ まごころの形 Ｂ 礼儀 ○○○○○

４ ７ 長所と短所

Ａ 個性の

尊重

○○○○○

◆笑顔であいさつができ，約束やきまりが守れる子

重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀 Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）
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重点的な指導ができるように工夫する

視点視点視点視点 内容項目内容項目内容項目内容項目 第１学年第１学年第１学年第１学年 第２学年第２学年第２学年第２学年 第３学年第３学年第３学年第３学年

Ａ 真理の探究 １ １ １

・・・

Ｂ 親切，感謝 ３ ２ ２

礼儀礼儀礼儀礼儀 ３３３３ ３３３３ ３３３３

友情，信頼 ２ ２ ２

相互理解，寛容 １ ２ ２

Ｃ 遵法精神，公徳心遵法精神，公徳心遵法精神，公徳心遵法精神，公徳心 ３３３３ ３３３３ ３３３３

・

・

・

・

・

・

・

・

合計 ３５ ３５ ３５

◆笑顔であいさつができ，約束やきまりが守れる子

重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀重点内容項目（Ｂ：礼儀 Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）Ｃ：遵法精神，公徳心）

20

東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区東広島市立豊栄中学校区 学習指導案学習指導案学習指導案学習指導案

各教科等，体験活動等との関連的指導を工夫する



21

海田海田海田海田町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校 学習指導案学習指導案学習指導案学習指導案

各教科等，体験活動等との関連的指導を工夫する
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海田海田海田海田町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校 学習指導案学習指導案学習指導案学習指導案

各教科等，体験活動等との関連的指導を工夫する
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海田海田海田海田町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校町立海田南小学校 学習指導案学習指導案学習指導案学習指導案

各教科等，体験活動等との関連的指導を工夫する
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尾道市立美木中学校尾道市立美木中学校尾道市立美木中学校尾道市立美木中学校 第第第第33333333回回回回広島県中学校道徳教育研究大会広島県中学校道徳教育研究大会広島県中学校道徳教育研究大会広島県中学校道徳教育研究大会実践発表実践発表実践発表実践発表

複数時間の関連を図った指導を取り入れる


