
平成３０年度

第５回道徳教育実践研究委員会

（小・中学校部会）

於 広島県府中市立上下中学校

これからの学校教育をリードする道徳教育を創るこれからの学校教育をリードする道徳教育を創るこれからの学校教育をリードする道徳教育を創るこれからの学校教育をリードする道徳教育を創る

----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----

武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学武庫川女子大学 押谷由夫押谷由夫押谷由夫押谷由夫

話の大筋話の大筋話の大筋話の大筋

１１１１ 新学習指導要領と道徳教育新学習指導要領と道徳教育新学習指導要領と道徳教育新学習指導要領と道徳教育

２２２２ 道徳教育の指導計画（カリキュラム・マネジメント）道徳教育の指導計画（カリキュラム・マネジメント）道徳教育の指導計画（カリキュラム・マネジメント）道徳教育の指導計画（カリキュラム・マネジメント）

３３３３ これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価

４４４４ 「考え、対話し、自己の生き方を深める」道徳の授業「考え、対話し、自己の生き方を深める」道徳の授業「考え、対話し、自己の生き方を深める」道徳の授業「考え、対話し、自己の生き方を深める」道徳の授業

の工夫の工夫の工夫の工夫

５５５５ 道徳の教科書の活用道徳の教科書の活用道徳の教科書の活用道徳の教科書の活用

１ 新学習指導要領と道徳教育

１－１新学習指導要領の基本的方針

未来を切り拓く「生きる力」の育成

１．１．１．１．3つのつのつのつの資質・能力の育成資質・能力の育成資質・能力の育成資質・能力の育成

（知識技能、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性）

（よりよい自分、社会を目指した新しい価値を創造する学び）（よりよい自分、社会を目指した新しい価値を創造する学び）（よりよい自分、社会を目指した新しい価値を創造する学び）（よりよい自分、社会を目指した新しい価値を創造する学び）

２．主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング２．主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング２．主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング２．主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング））））

（学びは本来アクティブなもの アクティブ・ラーナーを育てアクティブ・ラーナーを育てアクティブ・ラーナーを育てアクティブ・ラーナーを育て

るるるる）

３．カリキュラム・マネジメント（社会に開かれた教育課程）３．カリキュラム・マネジメント（社会に開かれた教育課程）３．カリキュラム・マネジメント（社会に開かれた教育課程）３．カリキュラム・マネジメント（社会に開かれた教育課程）

（横断的指導、PDCAサイクルの確立、社会資源・人的資源の活用）

４．チーム学校（地域や専門機関と連携し学校課題に取り組む）４．チーム学校（地域や専門機関と連携し学校課題に取り組む）４．チーム学校（地域や専門機関と連携し学校課題に取り組む）４．チーム学校（地域や専門機関と連携し学校課題に取り組む）

（専門性に基づくチーム体制の構築、学校のマネジメント機能の強化、

教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備）

１－２１－２１－２１－２ 新教育課程で求められる資質・能力の三つの柱新教育課程で求められる資質・能力の三つの柱新教育課程で求められる資質・能力の三つの柱新教育課程で求められる資質・能力の三つの柱

――――モラル・アクティブ・ラーナーを育てるーモラル・アクティブ・ラーナーを育てるーモラル・アクティブ・ラーナーを育てるーモラル・アクティブ・ラーナーを育てるー

①①①① 「何を知っているか、何ができるか「何を知っているか、何ができるか「何を知っているか、何ができるか「何を知っているか、何ができるか」」」」((((個別の知識・技能個別の知識・技能個別の知識・技能個別の知識・技能))))

②②②② 「知っていること・できることをどう使うか「知っていること・できることをどう使うか「知っていること・できることをどう使うか「知っていること・できることをどう使うか」」」」

((((思考力・判断力・表現力等思考力・判断力・表現力等思考力・判断力・表現力等思考力・判断力・表現力等))))

③③③③ 「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」」」」

(学びに向かう力、人間性等学びに向かう力、人間性等学びに向かう力、人間性等学びに向かう力、人間性等)

つまり、つまり、つまり、つまり、モラル・アクティブ・ラーナーを育てるモラル・アクティブ・ラーナーを育てるモラル・アクティブ・ラーナーを育てるモラル・アクティブ・ラーナーを育てることが目標となる

（（（（そのための学びが、モラル・アクティブ・ラーニングであるそのための学びが、モラル・アクティブ・ラーニングであるそのための学びが、モラル・アクティブ・ラーニングであるそのための学びが、モラル・アクティブ・ラーニングである））））

すべての学びが人間としてよりよく生きることへと方向づけられること

が大切である



※※※※ アクティブ・ラーニングのポイントアクティブ・ラーニングのポイントアクティブ・ラーニングのポイントアクティブ・ラーニングのポイント

心のアクティブ化を中心に頭と体をアクティブにするのが心のアクティブ化を中心に頭と体をアクティブにするのが心のアクティブ化を中心に頭と体をアクティブにするのが心のアクティブ化を中心に頭と体をアクティブにするのが

モラル・アクティブ・ラーニングモラル・アクティブ・ラーニングモラル・アクティブ・ラーニングモラル・アクティブ・ラーニング

心をアクティブにする心をアクティブにする心をアクティブにする心をアクティブにする

頭をアクティブにする頭をアクティブにする頭をアクティブにする頭をアクティブにする

体をアクティブにする体をアクティブにする体をアクティブにする体をアクティブにする

１－３ 道徳教育の抜本的改善充実のポイント

１．人格の基盤となる道徳性の育成を図る１．人格の基盤となる道徳性の育成を図る１．人格の基盤となる道徳性の育成を図る１．人格の基盤となる道徳性の育成を図る

（モラル・アクティブ・ラーナーを育てる）（モラル・アクティブ・ラーナーを育てる）（モラル・アクティブ・ラーナーを育てる）（モラル・アクティブ・ラーナーを育てる）

（豊かな人生・幸せな人生を支える道徳性の育成）

２．「特別の教科２．「特別の教科２．「特別の教科２．「特別の教科 道徳」が要の役割を果たすようにする道徳」が要の役割を果たすようにする道徳」が要の役割を果たすようにする道徳」が要の役割を果たすようにする

３．考え、議論（対話）する道徳の授業を創る３．考え、議論（対話）する道徳の授業を創る３．考え、議論（対話）する道徳の授業を創る３．考え、議論（対話）する道徳の授業を創る（生きて働く道徳性の育成）（生きて働く道徳性の育成）（生きて働く道徳性の育成）（生きて働く道徳性の育成）

４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）

５．学校教育の中核としての道徳教育の確立５．学校教育の中核としての道徳教育の確立５．学校教育の中核としての道徳教育の確立５．学校教育の中核としての道徳教育の確立（カリキュラム・マネジメン（カリキュラム・マネジメン（カリキュラム・マネジメン（カリキュラム・マネジメン

ト）ト）ト）ト）

（各教科等の特質を生かした道徳教育の充実）

６．社会的・集団的課題、個人的課題への主体的対応（６．社会的・集団的課題、個人的課題への主体的対応（６．社会的・集団的課題、個人的課題への主体的対応（６．社会的・集団的課題、個人的課題への主体的対応（総合道徳）総合道徳）総合道徳）総合道徳）

７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携（チーム学校）（チーム学校）（チーム学校）（チーム学校）

１－４ 新教育課程をリードする道徳教育

•新教育課程のポイント新教育課程のポイント新教育課程のポイント新教育課程のポイント ・道徳教育のポイント・道徳教育のポイント・道徳教育のポイント・道徳教育のポイント

１．人格の基盤となる道徳性の育成１．人格の基盤となる道徳性の育成１．人格の基盤となる道徳性の育成１．人格の基盤となる道徳性の育成

（モラル・アクティブ・ラーナー）（モラル・アクティブ・ラーナー）（モラル・アクティブ・ラーナー）（モラル・アクティブ・ラーナー）

２．「特別の教科２．「特別の教科２．「特別の教科２．「特別の教科 道徳」が要の役割道徳」が要の役割道徳」が要の役割道徳」が要の役割

３．考え、議論（対話）する道徳３．考え、議論（対話）する道徳３．考え、議論（対話）する道徳３．考え、議論（対話）する道徳

４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育４．子どもたちのよさを伸ばす教育

（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）（よさを評価し励ます）

５．学校教育の中核としての道徳教育５．学校教育の中核としての道徳教育５．学校教育の中核としての道徳教育５．学校教育の中核としての道徳教育

（カリキュラム・マネジメント）（カリキュラム・マネジメント）（カリキュラム・マネジメント）（カリキュラム・マネジメント）

６．社会的・個人的課題への主体的対応６．社会的・個人的課題への主体的対応６．社会的・個人的課題への主体的対応６．社会的・個人的課題への主体的対応

（総合道徳）（総合道徳）（総合道徳）（総合道徳）

７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携７．学校、家庭、地域連携

（チーム学校）（チーム学校）（チーム学校）（チーム学校）

１．１．１．１．3333つのつのつのつの資質能力の育成資質能力の育成資質能力の育成資質能力の育成

（知識技能、思考力･判断力･（知識技能、思考力･判断力･（知識技能、思考力･判断力･（知識技能、思考力･判断力･

表現力、学びに向かう力）表現力、学びに向かう力）表現力、学びに向かう力）表現力、学びに向かう力）

２．主体的・対話的で深い学び２．主体的・対話的で深い学び２．主体的・対話的で深い学び２．主体的・対話的で深い学び

（アクティブ・ラーニング）（アクティブ・ラーニング）（アクティブ・ラーニング）（アクティブ・ラーニング）

３．カリキュラム・マネジメント３．カリキュラム・マネジメント３．カリキュラム・マネジメント３．カリキュラム・マネジメント

（社会に開かれた教育課程）（社会に開かれた教育課程）（社会に開かれた教育課程）（社会に開かれた教育課程）

４．チーム学校４．チーム学校４．チーム学校４．チーム学校

（地域や専門機関と連携し学（地域や専門機関と連携し学（地域や専門機関と連携し学（地域や専門機関と連携し学

校課題に取り組む）校課題に取り組む）校課題に取り組む）校課題に取り組む）

（

２ 道徳教育の指導計画

（カリキュラム・マネジメント）

•カリキュラム・マネジメントとは、教育課程の実施において、

全員で協働しながら、明確な目標（行動目標）を設定明確な目標（行動目標）を設定明確な目標（行動目標）を設定明確な目標（行動目標）を設定すること。

その目標の達成に向けて具体的な実施計画具体的な実施計画具体的な実施計画具体的な実施計画を立てること。開か

れたカリキュラム（視野を広げて教材を考えるなど）を工夫す

ること。人的資源（協力者）を確保し位置づけること。実施に実施に実施に実施に

向けての体制（組織）を整える向けての体制（組織）を整える向けての体制（組織）を整える向けての体制（組織）を整えること。具体的取り組みを 通し

て定期的に評価し改善を図っていく定期的に評価し改善を図っていく定期的に評価し改善を図っていく定期的に評価し改善を図っていくこと。さらに成果を上げて

いくために計画的に研修を行う計画的に研修を行う計画的に研修を行う計画的に研修を行うことなどを明確にして取り組む

ことである。また様々な課題に対して教科横断型のカリキュラ教科横断型のカリキュラ教科横断型のカリキュラ教科横断型のカリキュラ

ムムムムを組むことも重視される。

•道徳教育の指導計画において特に重要道徳教育の指導計画において特に重要道徳教育の指導計画において特に重要道徳教育の指導計画において特に重要



２－１２－１２－１２－１ 道徳教育の全体計画の道徳教育の全体計画の道徳教育の全体計画の道徳教育の全体計画のポイントポイントポイントポイント

• 具体的行動目標具体的行動目標具体的行動目標具体的行動目標が明記されているかが明記されているかが明記されているかが明記されているか

• 全全全全体計画が体計画が体計画が体計画が各学年段階や各学級の道徳教育の全体計画へとつながる各学年段階や各学級の道徳教育の全体計画へとつながる各学年段階や各学級の道徳教育の全体計画へとつながる各学年段階や各学級の道徳教育の全体計画へとつながる

ようになっているかようになっているかようになっているかようになっているか

• 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における道徳教育の指針各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における道徳教育の指針各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における道徳教育の指針各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における道徳教育の指針

がががが各教科等の年間指導計画につながる各教科等の年間指導計画につながる各教科等の年間指導計画につながる各教科等の年間指導計画につながるようになっているかようになっているかようになっているかようになっているか

（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）

• 学校、家庭、地域の連携学校、家庭、地域の連携学校、家庭、地域の連携学校、家庭、地域の連携が組織的に取り組めるようにしているかが組織的に取り組めるようにしているかが組織的に取り組めるようにしているかが組織的に取り組めるようにしているか

（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）（道徳教科書の活用も）

• 環境整備環境整備環境整備環境整備も明記されているかも明記されているかも明記されているかも明記されているか

• 一人一人への配慮一人一人への配慮一人一人への配慮一人一人への配慮について具体的に書かれているかについて具体的に書かれているかについて具体的に書かれているかについて具体的に書かれているか

• 研修計画研修計画研修計画研修計画も明記されているかも明記されているかも明記されているかも明記されているか

※※※※ 全体に「チーム学校」を具体化するように工夫する必要がある全体に「チーム学校」を具体化するように工夫する必要がある全体に「チーム学校」を具体化するように工夫する必要がある全体に「チーム学校」を具体化するように工夫する必要がある。。。。

２－２２－２２－２２－２ 「特別の教科「特別の教科「特別の教科「特別の教科 道徳」の年間指導計画の道徳」の年間指導計画の道徳」の年間指導計画の道徳」の年間指導計画の

ポイントポイントポイントポイント

• 採択教科書の提案する年間指導計画をベースとしながら、採択教科書の提案する年間指導計画をベースとしながら、採択教科書の提案する年間指導計画をベースとしながら、採択教科書の提案する年間指導計画をベースとしながら、地域特性や学校地域特性や学校地域特性や学校地域特性や学校

特性、子どもの実態特性、子どもの実態特性、子どもの実態特性、子どもの実態等等等等を考えて主題配列を考えて主題配列を考えて主題配列を考えて主題配列を学校独自のものにしていくを学校独自のものにしていくを学校独自のものにしていくを学校独自のものにしていく

• 郷土教材や学校開発教材郷土教材や学校開発教材郷土教材や学校開発教材郷土教材や学校開発教材をどのように位置づけ活用していくかを工夫するをどのように位置づけ活用していくかを工夫するをどのように位置づけ活用していくかを工夫するをどのように位置づけ活用していくかを工夫する

• 教科書の重点指導を踏まえながら、教科書の重点指導を踏まえながら、教科書の重点指導を踏まえながら、教科書の重点指導を踏まえながら、各校独自の重点目標各校独自の重点目標各校独自の重点目標各校独自の重点目標も考え指導を工夫も考え指導を工夫も考え指導を工夫も考え指導を工夫

するするするする

• 関連する教育活動については、特に関連する教育活動については、特に関連する教育活動については、特に関連する教育活動については、特に関連させたい教育活動については明確関連させたい教育活動については明確関連させたい教育活動については明確関連させたい教育活動については明確

に示すに示すに示すに示す

• 特に重点的に指導する内容項目については特に重点的に指導する内容項目については特に重点的に指導する内容項目については特に重点的に指導する内容項目については別紙別紙別紙別紙に示すことも考えられるに示すことも考えられるに示すことも考えられるに示すことも考えられる

• 学期や年間の学びを振り返ったりする時間学期や年間の学びを振り返ったりする時間学期や年間の学びを振り返ったりする時間学期や年間の学びを振り返ったりする時間も確保したいも確保したいも確保したいも確保したい

※※※※ 年間を通してすべての内容項目から自分を調和的に見つめられる年間を通してすべての内容項目から自分を調和的に見つめられる年間を通してすべての内容項目から自分を調和的に見つめられる年間を通してすべての内容項目から自分を調和的に見つめられる

ようになることが大切ようになることが大切ようになることが大切ようになることが大切

３３３３ これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価これからの道徳教育の目標、内容、評価

３－１３－１３－１３－１ 学校における道徳教育の目標

「道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定め「道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定め「道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定め「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、られた教育の根本精神に基づき、られた教育の根本精神に基づき、られた教育の根本精神に基づき、自己の生き方自己の生き方自己の生き方自己の生き方

（人間としての生き方）を考え（人間としての生き方）を考え（人間としての生き方）を考え（人間としての生き方）を考え、、、、主体的な判断の主体的な判断の主体的な判断の主体的な判断の

下に行動し下に行動し下に行動し下に行動し、、、、自立した人間自立した人間自立した人間自立した人間としてとしてとしてとして他者とともによ他者とともによ他者とともによ他者とともによ

りよく生きるりよく生きるりよく生きるりよく生きるための基盤となる道徳性を養うための基盤となる道徳性を養うための基盤となる道徳性を養うための基盤となる道徳性を養うことことことこと

を目標とする」（（）は中学校）を目標とする」（（）は中学校）を目標とする」（（）は中学校）を目標とする」（（）は中学校）

学習指導要領より学習指導要領より学習指導要領より学習指導要領より

道徳教育は生活する社会の中で道徳教育は生活する社会の中で道徳教育は生活する社会の中で道徳教育は生活する社会の中で

自律的に道徳的実践のできる子どもを育てること自律的に道徳的実践のできる子どもを育てること自律的に道徳的実践のできる子どもを育てること自律的に道徳的実践のできる子どもを育てること

人間としての自分ら人間としての自分ら人間としての自分ら人間としての自分ら

しい生き方を考えるしい生き方を考えるしい生き方を考えるしい生き方を考える

主体的に判断し行主体的に判断し行主体的に判断し行主体的に判断し行

動する動する動する動する

（生活や学習の中で（生活や学習の中で（生活や学習の中で（生活や学習の中で

追い求める）追い求める）追い求める）追い求める）

よりよい自分とよりよい自分とよりよい自分とよりよい自分と

社会を創って社会を創って社会を創って社会を創って

いくいくいくいく



３－２「特別の教科 道徳」の目標

「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うた「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うた「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うた「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うた

め、め、め、め、道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解道徳的諸価値についての理解を基に、を基に、を基に、を基に、自己を見自己を見自己を見自己を見

つめつめつめつめ、、、、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考物事を（広い視野から）多面的・多角的に考物事を（広い視野から）多面的・多角的に考物事を（広い視野から）多面的・多角的に考

ええええ、自己の生き方（人間としての生き方）について、自己の生き方（人間としての生き方）について、自己の生き方（人間としての生き方）について、自己の生き方（人間としての生き方）について

の考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心の考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心の考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心の考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心

情、実践意欲と態度を育てる情、実践意欲と態度を育てる情、実践意欲と態度を育てる情、実践意欲と態度を育てる」（（）は中学校）」（（）は中学校）」（（）は中学校）」（（）は中学校）

学習指導要領より学習指導要領より学習指導要領より学習指導要領より

道徳的諸価値の理解

物事を多面

的・多角的に

考える

自己を見つめる

人間としての自分らしい生き方についての考えを深める

（道徳的判断力、心情、意欲・態度の計画的・発展的指導）

道徳的諸価値の理解とは

・・・・くじけず努力することや思いやり、命を大切にする、公くじけず努力することや思いやり、命を大切にする、公くじけず努力することや思いやり、命を大切にする、公くじけず努力することや思いやり、命を大切にする、公

徳徳徳徳

心などについて理解心などについて理解心などについて理解心などについて理解を深めるを深めるを深めるを深める

・道徳的価値の理解を深めることから人として生きるとは・道徳的価値の理解を深めることから人として生きるとは・道徳的価値の理解を深めることから人として生きるとは・道徳的価値の理解を深めることから人として生きるとは

どういうことかを理解するどういうことかを理解するどういうことかを理解するどういうことかを理解する

（道徳的諸価値がよりよく生きる判断基準となる）（道徳的諸価値がよりよく生きる判断基準となる）（道徳的諸価値がよりよく生きる判断基準となる）（道徳的諸価値がよりよく生きる判断基準となる）

・道徳的価値を人・道徳的価値を人・道徳的価値を人・道徳的価値を人間として成長していくことと密接に間として成長していくことと密接に間として成長していくことと密接に間として成長していくことと密接にかかかかかかかか

わっていることがわかるようになることわっていることがわかるようになることわっていることがわかるようになることわっていることがわかるようになること

自己を見つめるとは

•人間らしさの根幹である人間らしさの根幹である人間らしさの根幹である人間らしさの根幹である道徳的価値に照らして自分を道徳的価値に照らして自分を道徳的価値に照らして自分を道徳的価値に照らして自分を

探って探って探って探っていく。いく。いく。いく。

•自分の中にある価値意識や実際の姿を、過去の自分、自分の中にある価値意識や実際の姿を、過去の自分、自分の中にある価値意識や実際の姿を、過去の自分、自分の中にある価値意識や実際の姿を、過去の自分、

現在の自分、これからの自分を探っていくことから再現在の自分、これからの自分を探っていくことから再現在の自分、これからの自分を探っていくことから再現在の自分、これからの自分を探っていくことから再

確認していく確認していく確認していく確認していく

•様々な関わりの中で生きている（生きてきた、生きて様々な関わりの中で生きている（生きてきた、生きて様々な関わりの中で生きている（生きてきた、生きて様々な関わりの中で生きている（生きてきた、生きて

いく）自分を自覚いく）自分を自覚いく）自分を自覚いく）自分を自覚し、し、し、し、そこからそこからそこからそこから自己の自己の自己の自己の成長成長成長成長と共に、と共に、と共に、と共に、自自自自

己の己の己の己の課題課題課題課題を見出しそのを見出しそのを見出しそのを見出しその克服克服克服克服へと意欲づけるような見つへと意欲づけるような見つへと意欲づけるような見つへと意欲づけるような見つ

め方が求められるめ方が求められるめ方が求められるめ方が求められる



物事を多面的・多角的に考えるとは物事を多面的・多角的に考えるとは物事を多面的・多角的に考えるとは物事を多面的・多角的に考えるとは

・・・・いろんないろんないろんないろんな道徳的事象や道徳的状況道徳的事象や道徳的状況道徳的事象や道徳的状況道徳的事象や道徳的状況を様々な側面から考えていを様々な側面から考えていを様々な側面から考えていを様々な側面から考えてい

くくくく

・状況理解を・状況理解を・状況理解を・状況理解を、、、、道徳的価値道徳的価値道徳的価値道徳的価値の側面からの側面からの側面からの側面から多様に考える多様に考える多様に考える多様に考える

・・・・その場合の考える方向は、その場合の考える方向は、その場合の考える方向は、その場合の考える方向は、人間としてよりよく生きることと人間としてよりよく生きることと人間としてよりよく生きることと人間としてよりよく生きることと

よりよい社会や集団を創っていくよりよい社会や集団を創っていくよりよい社会や集団を創っていくよりよい社会や集団を創っていくことことことことにあるにあるにあるにある

・・・・そのことを踏まえて道徳的な事象や状況そのことを踏まえて道徳的な事象や状況そのことを踏まえて道徳的な事象や状況そのことを踏まえて道徳的な事象や状況ををををどうどうどうどう捉え捉え捉え捉え、どう、どう、どう、どう判判判判

断し断し断し断し、どう、どう、どう、どう対処す対処す対処す対処すればよいのかについて主体的に考えられるればよいのかについて主体的に考えられるればよいのかについて主体的に考えられるればよいのかについて主体的に考えられる

ようにようにようにようになることなることなることなること

多面的・多角的に考える基本

ー思考の視点移動をするー

・・・・対象軸の視点移動対象軸の視点移動対象軸の視点移動対象軸の視点移動

相手の立場に立って考える、第３者の立場で考える、自分の立場で相手の立場に立って考える、第３者の立場で考える、自分の立場で相手の立場に立って考える、第３者の立場で考える、自分の立場で相手の立場に立って考える、第３者の立場で考える、自分の立場で

考える考える考える考える等等等等 （例「あなたが〇〇さんだったらどう思う」）（例「あなたが〇〇さんだったらどう思う」）（例「あなたが〇〇さんだったらどう思う」）（例「あなたが〇〇さんだったらどう思う」）

・・・・時間軸の視点移動時間軸の視点移動時間軸の視点移動時間軸の視点移動

以前のことを考える、これからのことを考える等以前のことを考える、これからのことを考える等以前のことを考える、これからのことを考える等以前のことを考える、これからのことを考える等

（例「このようにするとこれからどうなるだろう」）（例「このようにするとこれからどうなるだろう」）（例「このようにするとこれからどうなるだろう」）（例「このようにするとこれからどうなるだろう」）

・・・・条件軸の視点移動条件軸の視点移動条件軸の視点移動条件軸の視点移動

条件や状況を変えて考える、仮説的に考える、比条件や状況を変えて考える、仮説的に考える、比条件や状況を変えて考える、仮説的に考える、比条件や状況を変えて考える、仮説的に考える、比較較較較してしてしてして考える等考える等考える等考える等

（例「このような場合はどうなるだろう」）（例「このような場合はどうなるだろう」）（例「このような場合はどうなるだろう」）（例「このような場合はどうなるだろう」）

・・・・本本本本質軸の視点移動質軸の視点移動質軸の視点移動質軸の視点移動

本本本本質にかかわって質にかかわって質にかかわって質にかかわって問問問問いかけを深めていくいかけを深めていくいかけを深めていくいかけを深めていく等等等等

（例「それはどういうこと」）（例「それはどういうこと」）（例「それはどういうこと」）（例「それはどういうこと」）

多角的・多面的に考える基本多角的・多面的に考える基本多角的・多面的に考える基本多角的・多面的に考える基本

（視点移動のスキルを身につける）（視点移動のスキルを身につける）（視点移動のスキルを身につける）（視点移動のスキルを身につける）

道徳的事象や状況道徳的事象や状況道徳的事象や状況道徳的事象や状況

直観的思考直観的思考直観的思考直観的思考

分析的思考分析的思考分析的思考分析的思考

対象軸対象軸対象軸対象軸

の視点の視点の視点の視点

移動移動移動移動

時間軸時間軸時間軸時間軸

の視点の視点の視点の視点

移動移動移動移動

条件軸条件軸条件軸条件軸

の視点の視点の視点の視点

移動移動移動移動

本質軸本質軸本質軸本質軸

の視点の視点の視点の視点

移動移動移動移動

道徳的諸様相について道徳的諸様相について道徳的諸様相について道徳的諸様相について

・善悪の判断・善悪の判断・善悪の判断・善悪の判断

・・・・人間としてどうすればよいのかを判断する力人間としてどうすればよいのかを判断する力人間としてどうすればよいのかを判断する力人間としてどうすればよいのかを判断する力

・「人間として望まれる事象や状況」に喜びの感情をもつ人間として望まれる事象や状況」に喜びの感情をもつ人間として望まれる事象や状況」に喜びの感情をもつ人間として望まれる事象や状況」に喜びの感情をもつ

・「人間として望ましくない事象や状況」に不快の感情をもつ・「人間として望ましくない事象や状況」に不快の感情をもつ・「人間として望ましくない事象や状況」に不快の感情をもつ・「人間として望ましくない事象や状況」に不快の感情をもつ

・「人間として望まれる事象や状況」を行いたいという思いをもつ・「人間として望まれる事象や状況」を行いたいという思いをもつ・「人間として望まれる事象や状況」を行いたいという思いをもつ・「人間として望まれる事象や状況」を行いたいという思いをもつ

・・・・「「「「人人人人間間間間ととととししししてててて望望望望ままままししししくくくくなななないいいい状状状状況況況況やややや事事事事象象象象」」」」ををををよよよよくくくくししししたたたたいいいいとととといいいいうううう思思思思いいいいををををももももつつつつ

・人間として望まれることを自分らしく実行しようとする構え・人間として望まれることを自分らしく実行しようとする構え・人間として望まれることを自分らしく実行しようとする構え・人間として望まれることを自分らしく実行しようとする構え

・人間として望ましくないことはやめておこうとする自制心・人間として望ましくないことはやめておこうとする自制心・人間として望ましくないことはやめておこうとする自制心・人間として望ましくないことはやめておこうとする自制心

道徳的判断力道徳的判断力道徳的判断力道徳的判断力

道徳的心情道徳的心情道徳的心情道徳的心情

道徳的実践意道徳的実践意道徳的実践意道徳的実践意

欲・態度欲・態度欲・態度欲・態度



道徳教育の全体と「特別の教科道徳」の関係道徳教育の全体と「特別の教科道徳」の関係道徳教育の全体と「特別の教科道徳」の関係道徳教育の全体と「特別の教科道徳」の関係

道徳的判断力、心情、意欲・態度道徳的判断力、心情、意欲・態度道徳的判断力、心情、意欲・態度道徳的判断力、心情、意欲・態度

（「特別の教科道徳」を中心に計画的・発展的に育成）

道徳的知識、方法道徳的知識、方法道徳的知識、方法道徳的知識、方法

（各教科、特別活動、総合的な学習の時間等の

特質に応じて育成）

道徳的実践（かかわりを豊かにすること）道徳的実践（かかわりを豊かにすること）道徳的実践（かかわりを豊かにすること）道徳的実践（かかわりを豊かにすること）

（日常生活や様々な活動を通して育成）

道徳的環境道徳的環境道徳的環境道徳的環境

（道徳的風土）（道徳的風土）（道徳的風土）（道徳的風土）

３－３ 道徳教育の指導内容

（１）（１）（１）（１）4つのつのつのつのかかわりかかわりかかわりかかわり（自分自（自分自（自分自（自分自身身身身、人、、人、、人、、人、集団集団集団集団や社会、生や社会、生や社会、生や社会、生命命命命・自・自・自・自然然然然やややや崇高崇高崇高崇高ななななもももものののの））））

ごごごごとに、かつ学年段階とに、かつ学年段階とに、かつ学年段階とに、かつ学年段階ごごごごとに重点的に示されているとに重点的に示されているとに重点的に示されているとに重点的に示されている

・指導内容は、４つのかかわりを豊かにし、人間として自分らしくより

よく生きるために必要なものである

・ 道徳性の育成はかかわりを広げ深めていくことが大切

それが道徳的実践である

内面的自己と内面的自己と内面的自己と内面的自己と4444つのつのつのつの対象との関わりを豊かにするとは対象との関わりを豊かにするとは対象との関わりを豊かにするとは対象との関わりを豊かにするとは

（現実生活の中での自律的自己の形成）（現実生活の中での自律的自己の形成）（現実生活の中での自律的自己の形成）（現実生活の中での自律的自己の形成）

内面的自己内面的自己内面的自己内面的自己

表面的表面的表面的表面的

自己自己自己自己

集団や

社会

人人人人

生命、自生命、自生命、自生命、自

然や崇高然や崇高然や崇高然や崇高

なものなものなものなもの



崇高なものの最たるものは崇高なものの最たるものは崇高なものの最たるものは崇高なものの最たるものは

自分自身のよりよく生きようとする心自分自身のよりよく生きようとする心自分自身のよりよく生きようとする心自分自身のよりよく生きようとする心

中学校の内容項目の２２（よりよく生きる喜び）

「「「「人間には自らの人間には自らの人間には自らの人間には自らの弱弱弱弱さやさやさやさや醜醜醜醜さをさをさをさを克服克服克服克服するするするする強強強強さやさやさやさや気高気高気高気高く生きようとするく生きようとするく生きようとするく生きようとする

心心心心があることをがあることをがあることをがあることを理解理解理解理解し、人間として生きることにし、人間として生きることにし、人間として生きることにし、人間として生きることに喜喜喜喜びを見びを見びを見びを見出出出出すこと」すこと」すこと」すこと」

－よりよく生きようとする心を実感－よりよく生きようとする心を実感－よりよく生きようとする心を実感－よりよく生きようとする心を実感し伸ばしていくことがし伸ばしていくことがし伸ばしていくことがし伸ばしていくことが

生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く――――

よりよく生きようとする心を実感よりよく生きようとする心を実感よりよく生きようとする心を実感よりよく生きようとする心を実感し伸ばしていくことがし伸ばしていくことがし伸ばしていくことがし伸ばしていくことが

生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く生きる喜びとなり幸せへと導く

３－４ 「特別の教科 道徳」の評価

３－４－１ 子ども評価の基本

教えたことをどの程度理解し身に付けたかを中心とする評価観から子

どもたちが本来もっているよりよく生きようとする心をいかに目覚め

させ、引き出したかを中心とする評価観へ

★個人内評価で成長した道徳性を記述式で示し一人一人を勇気づける

「特別の教科 道徳」の評価観は、従来の評価観を

180度転換することを求めている

（１）記述（１）記述（１）記述（１）記述式で評価する式で評価する式で評価する式で評価する

・個人内評価で、一人一人の道徳性の伸び代が高いものを記述する

（広い視野から考える、自分とのかかわりでとらえる、自己を

見つめる等も含めて）

・勇気づけ励ます記述を基本とする

（２）（２）（２）（２）道徳授業における一人一人の実態把握を基本として成長を見取る道徳授業における一人一人の実態把握を基本として成長を見取る道徳授業における一人一人の実態把握を基本として成長を見取る道徳授業における一人一人の実態把握を基本として成長を見取る

・丁寧な授業

・記録を積み重ね評価する（教師も子どもも道徳ノートを工夫する）

・子どもたちの自己評価を重視する

・教師自身の授業評価とかかわらせて授業力を高めていく

子ども自身の自己評価・自己指導につなげる

子どもたち自身が自己評価・自己指導を深め

ていけるようにすることが大切

道徳ノートの取り組み

（子どもたちの一生の宝物となるようにする）



３－４－２３－４－２３－４－２３－４－２ 評価の具体的方法例評価の具体的方法例評価の具体的方法例評価の具体的方法例

（１）（１）（１）（１）授業のねらいに関わる一人一人の実態把握を行う授業のねらいに関わる一人一人の実態把握を行う授業のねらいに関わる一人一人の実態把握を行う授業のねらいに関わる一人一人の実態把握を行う

・実態把握においては、ねらいに関わる一定の基準一定の基準一定の基準一定の基準から把握する必要がある。そこから

指導課題を見いだし、その視点からよさを見つけられるその視点からよさを見つけられるその視点からよさを見つけられるその視点からよさを見つけられるように考える

・ねらいに関わる実態把握において、その子のよさを見いだす独自の視点その子のよさを見いだす独自の視点その子のよさを見いだす独自の視点その子のよさを見いだす独自の視点を見いだしたい

（２）（２）（２）（２）授業では、一人一人の発言からねらいにかかわる授業では、一人一人の発言からねらいにかかわる授業では、一人一人の発言からねらいにかかわる授業では、一人一人の発言からねらいにかかわるよさ（考える内容や考え方、心の動きよさ（考える内容や考え方、心の動きよさ（考える内容や考え方、心の動きよさ（考える内容や考え方、心の動き

や感じ方、実践や解決への態度・意欲などを中心に）を引き出せるや感じ方、実践や解決への態度・意欲などを中心に）を引き出せるや感じ方、実践や解決への態度・意欲などを中心に）を引き出せるや感じ方、実践や解決への態度・意欲などを中心に）を引き出せるように授業を展開しように授業を展開しように授業を展開しように授業を展開し

ていくていくていくていく

・実態把握や課題としてメモしていたことをうまくかかわらせて問いかけていくようにする

（意図的指名も工夫する）

（３）授業で記述するノートやワークシート、（３）授業で記述するノートやワークシート、（３）授業で記述するノートやワークシート、（３）授業で記述するノートやワークシート、子どもの自己評価子どもの自己評価子どもの自己評価子どもの自己評価を工夫するを工夫するを工夫するを工夫する

・今日の授業で気づいたこと、新しく発見したこと、確認できたこと、納得できたことなど

を書けるようにしておく。今日の授業の態度などについても聞くようにする

（４）（４）（４）（４）それらをもとに今日の授業で見出したねらいにかかわる一人一人のよさをそれらをもとに今日の授業で見出したねらいにかかわる一人一人のよさをそれらをもとに今日の授業で見出したねらいにかかわる一人一人のよさをそれらをもとに今日の授業で見出したねらいにかかわる一人一人のよさを

メモしてみるメモしてみるメモしてみるメモしてみる

・それらをメモしながら、さらにどのように授業を展開すればよさを引き出

せるかを考える

・（毎回全員は難しいので、授業ごとに数人を重点的にメモする授業ごとに数人を重点的にメモする授業ごとに数人を重点的にメモする授業ごとに数人を重点的にメモすることでもよい）

・メモしたものを学年で見せ合い検討学年で見せ合い検討学年で見せ合い検討学年で見せ合い検討する。時には交換授業交換授業交換授業交換授業を行い、一人一人の

よさの記述を検討するようにしたい

（５）学期の終わりに、その期の道徳の授業をリストアップして（５）学期の終わりに、その期の道徳の授業をリストアップして（５）学期の終わりに、その期の道徳の授業をリストアップして（５）学期の終わりに、その期の道徳の授業をリストアップして心に残っている授業心に残っている授業心に残っている授業心に残っている授業

ベストスリーくらいを挙げてもらい理由もベストスリーくらいを挙げてもらい理由もベストスリーくらいを挙げてもらい理由もベストスリーくらいを挙げてもらい理由も書いてもらう書いてもらう書いてもらう書いてもらう

・そこに書かれていることを参考に自分がメモしているノート（座席表）と照ら

し合わせてその子の伸びたところを書き出し、通知表に記述する

・学期の全体を通しての伸びとそれに関わる授業の様子の記述ができるとよい

（子ども自身に、この学期で伸びたと思うところをあげてもらう伸びたと思うところをあげてもらう伸びたと思うところをあげてもらう伸びたと思うところをあげてもらうことも考えられる）

３－４－３３－４－３３－４－３３－４－３ 道徳ノートの工夫道徳ノートの工夫道徳ノートの工夫道徳ノートの工夫

１．事前の学習のスペースを取る１．事前の学習のスペースを取る１．事前の学習のスペースを取る１．事前の学習のスペースを取る

（いつも何らかの課題を出す）（いつも何らかの課題を出す）（いつも何らかの課題を出す）（いつも何らかの課題を出す）

２．授業で自由にメモできる頁を２．授業で自由にメモできる頁を２．授業で自由にメモできる頁を２．授業で自由にメモできる頁を1111頁取る頁取る頁取る頁取る

（自由にメモできるようにする。板書に関する記述も）（自由にメモできるようにする。板書に関する記述も）（自由にメモできるようにする。板書に関する記述も）（自由にメモできるようにする。板書に関する記述も）

（その頁に後で板書の写真やプリントも貼れるようにする）（その頁に後で板書の写真やプリントも貼れるようにする）（その頁に後で板書の写真やプリントも貼れるようにする）（その頁に後で板書の写真やプリントも貼れるようにする）

３．中心発問に関する記述のスペースを取る３．中心発問に関する記述のスペースを取る３．中心発問に関する記述のスペースを取る３．中心発問に関する記述のスペースを取る

（友達の意見で参考になったことなども書くようにする）（友達の意見で参考になったことなども書くようにする）（友達の意見で参考になったことなども書くようにする）（友達の意見で参考になったことなども書くようにする）

４．自分とのかかわりで記述するスペースを取る４．自分とのかかわりで記述するスペースを取る４．自分とのかかわりで記述するスペースを取る４．自分とのかかわりで記述するスペースを取る

（そこから自己課題を書けるようにする）（そこから自己課題を書けるようにする）（そこから自己課題を書けるようにする）（そこから自己課題を書けるようにする）

５．今日の授業の自己評価項目を示し評価ができるようにする５．今日の授業の自己評価項目を示し評価ができるようにする５．今日の授業の自己評価項目を示し評価ができるようにする５．今日の授業の自己評価項目を示し評価ができるようにする

６．事後の学習を記述するスペースを取る６．事後の学習を記述するスペースを取る６．事後の学習を記述するスペースを取る６．事後の学習を記述するスペースを取る

（自己課題の追究や事後に気づいたこと取り組んだことなどを書く）（自己課題の追究や事後に気づいたこと取り組んだことなどを書く）（自己課題の追究や事後に気づいたこと取り組んだことなどを書く）（自己課題の追究や事後に気づいたこと取り組んだことなどを書く）

（３，４，５，はワークシートに記入し、授業後にノートに貼ってもよい（３，４，５，はワークシートに記入し、授業後にノートに貼ってもよい（３，４，５，はワークシートに記入し、授業後にノートに貼ってもよい（３，４，５，はワークシートに記入し、授業後にノートに貼ってもよい))))
※※※※ 学期の終わりに学んだ全体を振り返られる頁を創っておくこともポイント学期の終わりに学んだ全体を振り返られる頁を創っておくこともポイント学期の終わりに学んだ全体を振り返られる頁を創っておくこともポイント学期の終わりに学んだ全体を振り返られる頁を創っておくこともポイント

３－４－４３－４－４３－４－４３－４－４ 授業の指導過程の評価授業の指導過程の評価授業の指導過程の評価授業の指導過程の評価

各指導過程において教師がねらいとした子どもたちの心の動きが起こっている各指導過程において教師がねらいとした子どもたちの心の動きが起こっている各指導過程において教師がねらいとした子どもたちの心の動きが起こっている各指導過程において教師がねらいとした子どもたちの心の動きが起こっている

かかかか

どうか、を評価することが大切。例えばどうか、を評価することが大切。例えばどうか、を評価することが大切。例えばどうか、を評価することが大切。例えば

①①①① 導入において導入において導入において導入において、子どもたちに本時の、子どもたちに本時の、子どもたちに本時の、子どもたちに本時の課題意識課題意識課題意識課題意識をもたせることができたかをもたせることができたかをもたせることができたかをもたせることができたか

（道徳の授業では、導入に今日の学習に興味関心を持たせて教材の中から（道徳の授業では、導入に今日の学習に興味関心を持たせて教材の中から（道徳の授業では、導入に今日の学習に興味関心を持たせて教材の中から（道徳の授業では、導入に今日の学習に興味関心を持たせて教材の中から

課課課課

題を見つけてそれを確認して進める場合もある。今日行う学習を明確に題を見つけてそれを確認して進める場合もある。今日行う学習を明確に題を見つけてそれを確認して進める場合もある。今日行う学習を明確に題を見つけてそれを確認して進める場合もある。今日行う学習を明確に

しししし

興味をもって学べるようにすることが大切である。）興味をもって学べるようにすることが大切である。）興味をもって学べるようにすることが大切である。）興味をもって学べるようにすることが大切である。）

②②②② 教材提示において教材提示において教材提示において教材提示において共感的に教材の世界（話し合おうとしている状況）に共感的に教材の世界（話し合おうとしている状況）に共感的に教材の世界（話し合おうとしている状況）に共感的に教材の世界（話し合おうとしている状況）に

入入入入

るるるることができたかことができたかことができたかことができたか

③③③③ 中心発問において中心発問において中心発問において中心発問において意図した子どもたちの意図した子どもたちの意図した子どもたちの意図した子どもたちの心の動き心の動き心の動き心の動きがあったかがあったかがあったかがあったか

④④④④ みんなで考えたことをもとにみんなで考えたことをもとにみんなで考えたことをもとにみんなで考えたことをもとに自分自身を深く見つめる自分自身を深く見つめる自分自身を深く見つめる自分自身を深く見つめることができたかことができたかことができたかことができたか

（価値理解や自分自身について（価値理解や自分自身について（価値理解や自分自身について（価値理解や自分自身について新しい気づきや発見新しい気づきや発見新しい気づきや発見新しい気づきや発見があったか）があったか）があったか）があったか）

⑤⑤⑤⑤ 終末終末終末終末で本時の学習に関して学んだこと考えたことを深くで本時の学習に関して学んだこと考えたことを深くで本時の学習に関して学んだこと考えたことを深くで本時の学習に関して学んだこと考えたことを深く心に残す心に残す心に残す心に残すことがことがことがことが

できたか（できたか（できたか（できたか（課題意識課題意識課題意識課題意識をもたせたか）をもたせたか）をもたせたか）をもたせたか）



４４４４ 「考え、対話し、自己の生き方を深める」「考え、対話し、自己の生き方を深める」「考え、対話し、自己の生き方を深める」「考え、対話し、自己の生き方を深める」

道徳の授業の工夫道徳の授業の工夫道徳の授業の工夫道徳の授業の工夫

４－１－１４－１－１４－１－１４－１－１ 発達段階に応じた指導の工夫発達段階に応じた指導の工夫発達段階に応じた指導の工夫発達段階に応じた指導の工夫

低学年低学年低学年低学年

中学年中学年中学年中学年

高学年高学年高学年高学年

中学生中学生中学生中学生

・感じ（気づき）、考え、確認し合い、実感する授業・感じ（気づき）、考え、確認し合い、実感する授業・感じ（気づき）、考え、確認し合い、実感する授業・感じ（気づき）、考え、確認し合い、実感する授業

・直感的な道徳的感性を育てる・直感的な道徳的感性を育てる・直感的な道徳的感性を育てる・直感的な道徳的感性を育てる

・体や思考力などの成長に合わせて関心が外へと向く・体や思考力などの成長に合わせて関心が外へと向く・体や思考力などの成長に合わせて関心が外へと向く・体や思考力などの成長に合わせて関心が外へと向く

・特に対象軸の視点移動や時間軸の視点移動を重視し、・特に対象軸の視点移動や時間軸の視点移動を重視し、・特に対象軸の視点移動や時間軸の視点移動を重視し、・特に対象軸の視点移動や時間軸の視点移動を重視し、

自分を振り返られるようにする自分を振り返られるようにする自分を振り返られるようにする自分を振り返られるようにする

・思考力や想像力が発達し知的な興味が増す・思考力や想像力が発達し知的な興味が増す・思考力や想像力が発達し知的な興味が増す・思考力や想像力が発達し知的な興味が増す

・特に本質的視点移動、条件的視点移動を重視して深・特に本質的視点移動、条件的視点移動を重視して深・特に本質的視点移動、条件的視点移動を重視して深・特に本質的視点移動、条件的視点移動を重視して深

くくくく考え、自分や社会の未来に夢がもてるようにする考え、自分や社会の未来に夢がもてるようにする考え、自分や社会の未来に夢がもてるようにする考え、自分や社会の未来に夢がもてるようにする

も

・思春期の意味と道徳教育の大切さ、社会の一員と・思春期の意味と道徳教育の大切さ、社会の一員と・思春期の意味と道徳教育の大切さ、社会の一員と・思春期の意味と道徳教育の大切さ、社会の一員と

しししし

てのてのてのての自覚ある生き方について考えられるようにす自覚ある生き方について考えられるようにす自覚ある生き方について考えられるようにす自覚ある生き方について考えられるようにす

るるるる

・４つの軸の視点移動の思考方法を身につけ、自分・４つの軸の視点移動の思考方法を身につけ、自分・４つの軸の視点移動の思考方法を身につけ、自分・４つの軸の視点移動の思考方法を身につけ、自分

自身との対話を深め、積極的に自分の道を切り拓く自身との対話を深め、積極的に自分の道を切り拓く自身との対話を深め、積極的に自分の道を切り拓く自身との対話を深め、積極的に自分の道を切り拓く

４－２４－２４－２４－２ 教材研究の基本教材研究の基本教材研究の基本教材研究の基本

※ 道徳の授業は教材を媒介にして教師と子ども、子ど

も同士の心の交流を図ることが基本

※ 子どもたちが教材から何を感じるかと同時に教師が

何を感じるかが大切

教師教師教師教師 子ども子ども子ども子ども

教材教材教材教材

４－３４－３４－３４－３ 学習指導案作成のポイント学習指導案作成のポイント学習指導案作成のポイント学習指導案作成のポイント

教材から自分自身が心を動かされるところはどこか教材から自分自身が心を動かされるところはどこか教材から自分自身が心を動かされるところはどこか教材から自分自身が心を動かされるところはどこか

それはなぜかを考える（道徳的価値が関わっているはず）それはなぜかを考える（道徳的価値が関わっているはず）それはなぜかを考える（道徳的価値が関わっているはず）それはなぜかを考える（道徳的価値が関わっているはず）

そのことに関してどのようなことを話し合いたいかをメモすそのことに関してどのようなことを話し合いたいかをメモすそのことに関してどのようなことを話し合いたいかをメモすそのことに関してどのようなことを話し合いたいかをメモす

るるるる

考えたいことと、確認したいこと、伝えたいことを子ども考えたいことと、確認したいこと、伝えたいことを子ども考えたいことと、確認したいこと、伝えたいことを子ども考えたいことと、確認したいこと、伝えたいことを子ども

たたたた

ちのちのちのちの心の動きや発言を予想して整理し、展開を考える心の動きや発言を予想して整理し、展開を考える心の動きや発言を予想して整理し、展開を考える心の動きや発言を予想して整理し、展開を考える

子どもたち自身が自らへの問いを深められるようにする子どもたち自身が自らへの問いを深められるようにする子どもたち自身が自らへの問いを深められるようにする子どもたち自身が自らへの問いを深められるようにする

課題意識をもたせて授業後の学びへとつなげられるようにする課題意識をもたせて授業後の学びへとつなげられるようにする課題意識をもたせて授業後の学びへとつなげられるようにする課題意識をもたせて授業後の学びへとつなげられるようにする

（併せて事前の学習としてどのような押さえが必要かを考える）（併せて事前の学習としてどのような押さえが必要かを考える）（併せて事前の学習としてどのような押さえが必要かを考える）（併せて事前の学習としてどのような押さえが必要かを考える）

４－４４－４４－４４－４ 多様な指導過程を組み立てる基本多様な指導過程を組み立てる基本多様な指導過程を組み立てる基本多様な指導過程を組み立てる基本

★★★★ ３３３３つのキーワード（道徳的価値の理解、自己を見つめる、物事をつのキーワード（道徳的価値の理解、自己を見つめる、物事をつのキーワード（道徳的価値の理解、自己を見つめる、物事をつのキーワード（道徳的価値の理解、自己を見つめる、物事を

多面的多角的に考える）を多様に組み立ててみよう多面的多角的に考える）を多様に組み立ててみよう多面的多角的に考える）を多様に組み立ててみよう多面的多角的に考える）を多様に組み立ててみよう。。。。例えば

① 自己を見つめる１→道徳的価値の理解１→物事を多面的・多角的
に考える１→道徳的価値の理解２→自己を見つめる２→物事を多
面的多角的に考える２→・・・

② 道徳的価値の理解１→物事を多面的・多角的に考える１→道徳的
価値の理解２→自己を見つめる→物事を多面的・多角的に考える２
→・・・

③ 物事を多面的・多角的に考える１→道徳的価値の理解１→物事を
多面的・多角的に考える２→道徳的価値の理解２→自己を見つめる
→・・・ 等々。

※ これらの三つの組み合わせを事前や事後事前や事後事前や事後事前や事後も含めて、また2222時間続けての授業時間続けての授業時間続けての授業時間続けての授業、

他の教科等と連携した授業他の教科等と連携した授業他の教科等と連携した授業他の教科等と連携した授業などとも組み合わせて考えていきたい



三つを調和させる中で次のような授業も多様に組むことができる三つを調和させる中で次のような授業も多様に組むことができる三つを調和させる中で次のような授業も多様に組むことができる三つを調和させる中で次のような授業も多様に組むことができる

・重点的な内容項目を複数回で指導する場合、最後をねらいに関わる

道徳的価値についてじっくり語り合う授業を行う

・人間として生きるとはどういうことかを道徳的諸価値と関わらせて深く考え

る授業

・例えば、学期の終わりなどに、その期に学習した内容を振返りながら自己を

見つめ自己の成長と課題を見出し、自己指導へとつなげる授業を行う

・自己の内面を表現した詩歌などを元に、お互いの心の状態を深く考える授業

・具体的な道徳的事象や状況に対して本質知と方法知をもとにどうすればよい

かを深く考える授業

「道徳的諸価値の理解」に特化した授業「道徳的諸価値の理解」に特化した授業「道徳的諸価値の理解」に特化した授業「道徳的諸価値の理解」に特化した授業

「自己を見つめる」に特化した授業「自己を見つめる」に特化した授業「自己を見つめる」に特化した授業「自己を見つめる」に特化した授業

「物事を多面的・多角的に考える」に特化した授業「物事を多面的・多角的に考える」に特化した授業「物事を多面的・多角的に考える」に特化した授業「物事を多面的・多角的に考える」に特化した授業

４－５ 指導過程の工夫
４－５－１４－５－１４－５－１４－５－１ 導入の工夫導入の工夫導入の工夫導入の工夫

（１） 基本的には3つのパターンが考えられる
１ 授業の雰囲気をつくる
２ ねらいに関する興味関心をもたせる
３ 資料に関する興味関⼼をもたせる

２において、今日の授業のねらい（課題）を示す場合が多い
３においては、教材の提示後ねらい（課題）を示す場合が多い

（２）ねらいに関する興味関心をもたせる工夫
「特別の教科 道徳」の目標から考える
（3つのキーワードを活用する）

１ 道徳的価値の理解
・「きまりは何のためにあるのでしょう」など取り上げる道徳

的価値について直接問いかける 等
２ ⾃⼰を⾒つめる
・「きまりを守ってよかったと思うことはどんなことですか」など、
過去の自分を振り返る

・アンケートなどでねらいに関わることに関する⾃分の意識を確認する 等
３ 物事を多面的・多角的に考える
・ねらいに関係する事象を取り上げ「このことをどのように考える」などと
問いかける 等

４－５－２４－５－２４－５－２４－５－２ 展開の工夫展開の工夫展開の工夫展開の工夫

（１）（１）（１）（１） 教材をもとにした話し合い教材をもとにした話し合い教材をもとにした話し合い教材をもとにした話し合い

・教材の内容を理解するための簡単な図示も考えたい

・教材の中に入り込み、感じたこと思ったことを大切にする

・イメージを共有し中心場面で自由に話し合えるようにする

（ねらいに関わって深く考えられるように補助発問も工夫する）

（ペア学習や、グループ学習等も取り入れる）

（役割演技や様々な表現の工夫をすることも大切）

・出てきた考えを整理する

（まとめるというのではなく、いろんな意見があることを整理し

て分かるようにすることが大切）



（２）（２）（２）（２） 自分との関わりで考えられるようにする自分との関わりで考えられるようにする自分との関わりで考えられるようにする自分との関わりで考えられるようにする

・整理された考えをもとに自分を振り返る

（自分とのかかわりで道徳的価値に関する意識を高めてい

けることが大切）

（その中で自分を見つめながら、ねらいにかかわる道徳的

価値について新たな発見や確認ができるようにしたい）

・その中で自己課題をその子なりにもてるようにする

４－５－３４－５－３４－５－３４－５－３ 終末の工夫終末の工夫終末の工夫終末の工夫

本時に取り上げた道徳的価値についての意識を温め、本時に取り上げた道徳的価値についての意識を温め、本時に取り上げた道徳的価値についての意識を温め、本時に取り上げた道徳的価値についての意識を温め、

事後の学びへとつなげる事後の学びへとつなげる事後の学びへとつなげる事後の学びへとつなげる

（１） 教師の体験談を話す

（２） 教師が授業で感じたこと、うれしかったことなど

を話す。

（３） これからの学級生活でこのようにあればいいなあとか、

学級目法などとのかかわりで願いを話す

（４） 作文や、事例、名言、などを紹介する

（５） これからの課題について話す

などが考えられる

※※※※ 行為を押し付けるようにならないことが大切行為を押し付けるようにならないことが大切行為を押し付けるようにならないことが大切行為を押し付けるようにならないことが大切

４－６４－６４－６４－６ 自我関与を重視した授業の工夫自我関与を重視した授業の工夫自我関与を重視した授業の工夫自我関与を重視した授業の工夫

基本基本基本基本的的的的押押押押さえさえさえさえ

・すべての道徳授業の基本

・自分とのかかわりを深めながら学ぶ

（子どもたちの心の動きを追いながら授業を行う）

主な方主な方主な方主な方法法法法

心が動くおおもとを押さえる心が動くおおもとを押さえる心が動くおおもとを押さえる心が動くおおもとを押さえる（どうしてそのように感じたのか）（どうしてそのように感じたのか）（どうしてそのように感じたのか）（どうしてそのように感じたのか）

心が動く心が動く心が動く心が動くところを聞くところを聞くところを聞くところを聞く

状況に関して状況に関して状況に関して状況に関して((((背景も含めて背景も含めて背景も含めて背景も含めて))))道徳的価値に照らして多様に考える道徳的価値に照らして多様に考える道徳的価値に照らして多様に考える道徳的価値に照らして多様に考える

その視点からその視点からその視点からその視点から自己と物事を深く見つめ自己課題自己と物事を深く見つめ自己課題自己と物事を深く見つめ自己課題自己と物事を深く見つめ自己課題をもてるようにするをもてるようにするをもてるようにするをもてるようにする

自己課題を意識し自己課題を意識し自己課題を意識し自己課題を意識し事後につなげ事後につなげ事後につなげ事後につなげていけるようにするていけるようにするていけるようにするていけるようにする

４－７４－７４－７４－７ 問題解決的な授業の工夫問題解決的な授業の工夫問題解決的な授業の工夫問題解決的な授業の工夫

•問題解決力の育成問題解決力の育成問題解決力の育成問題解決力の育成

本質知本質知本質知本質知（どうしてそうなったのか）と

方法知方法知方法知方法知（どうすればいいのか）の学びが大切

・主な方法・主な方法・主な方法・主な方法

１時間の授業１時間の授業１時間の授業１時間の授業の中で両方を絡ませて追究するの中で両方を絡ませて追究するの中で両方を絡ませて追究するの中で両方を絡ませて追究する

２時間続き２時間続き２時間続き２時間続きで道徳授業で両方を考えるで道徳授業で両方を考えるで道徳授業で両方を考えるで道徳授業で両方を考える

１時間を道徳の授業＋１時間を学級活動１時間を道徳の授業＋１時間を学級活動１時間を道徳の授業＋１時間を学級活動１時間を道徳の授業＋１時間を学級活動で取り考えるで取り考えるで取り考えるで取り考える

総合的な学習の時間総合的な学習の時間総合的な学習の時間総合的な学習の時間と関連させて長期的に追究すると関連させて長期的に追究すると関連させて長期的に追究すると関連させて長期的に追究する



４－８４－８４－８４－８ 体験的な授業の工夫体験的な授業の工夫体験的な授業の工夫体験的な授業の工夫

・ポイント・ポイント・ポイント・ポイント

体験を通して道徳的価値意識をより深く考えたり実感したりする

授業での学びを日常生活での実践につなげる

・主な方法・主な方法・主な方法・主な方法

実際に観察実際に観察実際に観察実際に観察して課題を見つけして課題を見つけして課題を見つけして課題を見つけ

るるるる

実物実物実物実物に触れるに触れるに触れるに触れる

本人本人本人本人に出会うに出会うに出会うに出会う 疑似体験疑似体験疑似体験疑似体験や役割演技や役割演技や役割演技や役割演技をするをするをするをする

実際の場実際の場実際の場実際の場で考え感じ取るで考え感じ取るで考え感じ取るで考え感じ取る

実際にやってみて実際にやってみて実際にやってみて実際にやってみてその行為の意味を考えまた行為の仕方を考えるその行為の意味を考えまた行為の仕方を考えるその行為の意味を考えまた行為の仕方を考えるその行為の意味を考えまた行為の仕方を考える

授業後に日常生活で実感授業後に日常生活で実感授業後に日常生活で実感授業後に日常生活で実感できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする

４－９４－９４－９４－９ 総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳）学習の工夫）学習の工夫）学習の工夫）学習の工夫

•「特別の教科「特別の教科「特別の教科「特別の教科 道徳」が道徳教育の要としての役割を果たすた道徳」が道徳教育の要としての役割を果たすた道徳」が道徳教育の要としての役割を果たすた道徳」が道徳教育の要としての役割を果たすた

めには、めには、めには、めには、重点目標や社会的課題重点目標や社会的課題重点目標や社会的課題重点目標や社会的課題等に関して等に関して等に関して等に関して関連する教育活動や関連する教育活動や関連する教育活動や関連する教育活動や

日常生活等を密接に関連させた指導計画日常生活等を密接に関連させた指導計画日常生活等を密接に関連させた指導計画日常生活等を密接に関連させた指導計画を総合道徳（総合単元を総合道徳（総合単元を総合道徳（総合単元を総合道徳（総合単元

的道徳）学習として計画し、取り組んでいくことが必要的道徳）学習として計画し、取り組んでいくことが必要的道徳）学習として計画し、取り組んでいくことが必要的道徳）学習として計画し、取り組んでいくことが必要

•総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳）学習においては、）学習においては、）学習においては、）学習においては、認知的側面、情認知的側面、情認知的側面、情認知的側面、情

意的側面、行動的側面について評価意的側面、行動的側面について評価意的側面、行動的側面について評価意的側面、行動的側面について評価することもできる。することもできる。することもできる。することもできる。

•先生と子どもたちが先生と子どもたちが先生と子どもたちが先生と子どもたちが日常生活を日常生活を日常生活を日常生活をベベベベーーーーススススとして主体的に道徳教育として主体的に道徳教育として主体的に道徳教育として主体的に道徳教育

をををを創創創創っていくっていくっていくっていくことができる（ことができる（ことができる（ことができる（家庭家庭家庭家庭や地域社会との連携や地域社会との連携や地域社会との連携や地域社会との連携も図るこも図るこも図るこも図るこ

とができる）とができる）とができる）とができる）

総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳総合単元的道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳（総合道徳）学習の）学習の）学習の）学習の計画計画計画計画

※※※※「特別の教科「特別の教科「特別の教科「特別の教科 道徳」を要に関連する教育活動を計画的に連携させて道徳学習を計画する道徳」を要に関連する教育活動を計画的に連携させて道徳学習を計画する道徳」を要に関連する教育活動を計画的に連携させて道徳学習を計画する道徳」を要に関連する教育活動を計画的に連携させて道徳学習を計画する

 教 科 「特別の教科道徳」 学級活動 総合的な学習の時間、行事 日常的取組 (教室環境含む) 子どもの心の動き （教科の特質に応じた道徳学習） 

 

 

 

 

（道徳学習の要として、道徳的価値の自覚を深める） 

（ 実 践 的 活 動を重視） 

（調べる学習、体 験 学 習 を 重視） 

（ 掲 示 や 朝の会、帰りの会 で の た がやし、ノートへの記入等） 
 

（全体を通してポイントになる学習活動等における大きな子どもの心の動きを押さえておく） 

 家庭や地域での学習                           個人学習 （家族にも協力してもらい、家庭でも目標や取り組みも書けるようにする。地域社会での活動も書く） その他 (留意点等)（この学習用のノートをつくる） （ 自 分が 心 が け た い 目 標 や 計 画を 書く ）  

５ 道徳の教科書の活用

５－１５－１５－１５－１ 教科書全般に求められること教科書全般に求められること教科書全般に求められること教科書全般に求められること

• 義務教育諸学校教科用図書検定基準の総則において、「基準に

よる審査においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応

じて組織配列された教科の主たる教材教科の主たる教材教科の主たる教材教科の主たる教材として、教授の用に供せ

られる児童又は生徒用図書であることにかんがみ、知・徳・体知・徳・体知・徳・体知・徳・体

の調和がとれ、生の調和がとれ、生の調和がとれ、生の調和がとれ、生涯涯涯涯にわたって自己実現を目指す自立した人間にわたって自己実現を目指す自立した人間にわたって自己実現を目指す自立した人間にわたって自己実現を目指す自立した人間、

公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民

及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人

の育成を目指す教育教育教育教育基本法基本法基本法基本法に示す教育の目標に示す教育の目標に示す教育の目標に示す教育の目標並並並並びに学校教育びに学校教育びに学校教育びに学校教育法法法法

及及及及び学習指導要領に示す目標び学習指導要領に示す目標び学習指導要領に示す目標び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に

基づき、第第第第2章及章及章及章及び第び第び第び第3章章章章にににに掲げ掲げ掲げ掲げる各項目る各項目る各項目る各項目に照らして適切であるかど

うかを審査するものとする。」と示している



５－２５－２５－２５－２ 教科書使用の義務について教科書使用の義務について教科書使用の義務について教科書使用の義務について

○教科書使用義務の充足の態様については、「伝習館高校事件」
の福岡高等裁判所判決（昭和58年12月24日）において、以下
のように判示されている

「教科書使用義務を認めるのは、前記のように教育の一定水準の

維持等という目的と教授技術上の有効性にあるのであるから、教

科書のあるべき使用形態としては、授業に教科書を持参させ、原

則としてその内容の全部について教科書に対応して授業するこ

とをいうものと解するのが相当である」

教科教科教科教科書書書書に対応してに対応してに対応してに対応してああああれれれればばばば多多多多様様様様な教な教な教な教材材材材がががが使使使使えるえるえるえる

５－３５－３５－３５－３ 教科書を多様に活用しよう教科書を多様に活用しよう教科書を多様に活用しよう教科書を多様に活用しよう

魅力的な教科書がそろった魅力的な教科書がそろった魅力的な教科書がそろった魅力的な教科書がそろった

・中学校は来年から使用するが各社のホームページから感じ取れる

（各社のホームページも活用したい）

全部の全部の全部の全部の教科書を活用したい教科書を活用したい教科書を活用したい教科書を活用したい

・採択できるのは1社であるが、他の教科書も是非参考にしたい

発展発展発展発展途上途上途上途上中の教科書中の教科書中の教科書中の教科書

・・・・学校現場からいい教科書の提案を行っていこう

多多多多様様様様な活用をな活用をな活用をな活用を工夫工夫工夫工夫するするするする

・日・日・日・日常常常常的に的に的に的に

・各教科や特別活動、総合的な学習の時間で・各教科や特別活動、総合的な学習の時間で・各教科や特別活動、総合的な学習の時間で・各教科や特別活動、総合的な学習の時間で

・家庭や地域で・家庭や地域で・家庭や地域で・家庭や地域で

・生・生・生・生徒徒徒徒理解や生理解や生理解や生理解や生徒徒徒徒指導、指導、指導、指導、研修等研修等研修等研修等でででで

道徳教育を充実させることを通して

★信頼関係が増していく

（温かな心の通い合いが実感できる）、

★未来への希望や勇気がわいてくる

（自分の生き方において、社会のあり方にお

いて、さまざまな出会いにおいて）

ことが大切

51

志高く今を熱く生き志高く今を熱く生き志高く今を熱く生き志高く今を熱く生き

る子どもたちを育てる子どもたちを育てる子どもたちを育てる子どもたちを育て

ようようようよう


