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１１１１ 本県の道徳教育の推進状況について本県の道徳教育の推進状況について本県の道徳教育の推進状況について本県の道徳教育の推進状況について

（（（（１１１１）道徳教育充実に向けた取組（平成）道徳教育充実に向けた取組（平成）道徳教育充実に向けた取組（平成）道徳教育充実に向けた取組（平成30303030年度）年度）年度）年度）

① 平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施

② 各市町教育委員会と連携した取組の推進

③ 高等学校道徳教育推進協議会の開催

（２）成果と課題（２）成果と課題（２）成果と課題（２）成果と課題

① 小学校・中学校・義務教育学校

② 高等学校
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平成27年３月27日の学習指導要領一部改正等において，従来の「道徳の時間」を「特別の教科

道徳」と新たに位置付け，問題解決的な学習などの指導方法の工夫を図ることが示されたことな

どを踏まえて，「考え，議論する道徳」へと質的に転換を図るため，改正学習指導要領を踏まえ

た効果的かつ多様な指導方法の普及等による教員の指導力向上，家庭・地域との連携強化などの

地域の特色を生かした取組を推進する実践研究を行い，その成果を県内に普及することにより，

本県道徳教育の一層の充実を図る。

 

  ★全教職員の共通理解の促進           ★道徳教育の連続性・一貫性の確立  

ｒ 

  

 

小・中・義務教育学校 (４推進地域程度) 
■発達の段階等に応じた実践研究 

小・中・義務教育学校（６推進校程度）          

■指 導 の 重 点 や 特 色 を 明 確 に し た 実 践 研 究 

高等学校 (３推進校程度） 

■全体計画を具現化した実践研究 
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○理念・成果の共有 ○指導方法の工夫・改善 等 ○小中合同推進体制の機能化 ○段階的な連携の促進  等 
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【メニュー３】中学校区・義務教育学校指定  ★学校・家庭・地域の一体化 

小・中・義務教育学校 （２推進地域程度) 
■地域に根ざした実践研究 

地域 家庭 

≪地域推進協議会≫ 

地域まるごと宣言 
学校 

○宣言の設定・発信 ○合同体験活動の実施  等 

【メニュー１】小・中・義務教育学校・高等学校指定 【メニュー２】中学校区・義務教育学校指定 

（１）道徳教育充実に向けた取組（平成30年度）

① 平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施



平成３０年度道徳教育実践研究指定校

小学校 中学校 中学校区 高等学校

熊野町立熊野第三小学校

（メニュー１）

福山市立鳳中学校

（メニュー１）

呉市立吉浦中学校区

（メニュー２）

黒瀬高等学校

（メニュー１）

尾道市立因北小学校

（メニュー１）

呉市立宮原中学校

（メニュー１）

府中市立上下中学校区

（メニュー２）

沼南高等学校

（メニュー１）

世羅町立せらひがし小学校

（メニュー１）

安芸高田市立向原中学校

（メニュー１）

三次市立三良坂中学校区

（メニュー２）

宮島高等学校

（メニュー１）

庄原市立西城小学校

（メニュー１）

東広島市立豊栄中学校区

（メニュー３）

江田島市立江田島中学校区

（メニュー３）

◆広島県道徳教育研究協議会（第１回） 会場校

◆広島県道徳教育パワーアップフォーラム シンポジスト・実践報告者

◆広島県道徳教育研究協議会（全体報告会） 実践発表者 演習・協議等担当

◆公開研究会（各学校）

◆道徳教育実践研究委員会（全６回） 学習指導案のＨＰへの掲載 など

研究成果の県全体への普及研究成果の県全体への普及研究成果の県全体への普及研究成果の県全体への普及

5

（１）道徳教育充実に向けた取組（平成30年度）

① 平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施
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県及び各市町の間で，道徳教育に関する情報交換や実践交流を

行うことにより，本県道徳教育の充実を図る。

（１）道徳教育充実に向けた取組（平成30年度）

② 各市町教育委員会と連携した取組の推進

◆事業等説明

◆情報交換・協議

各市町道徳教育推進協議会の活動計画等

各市町道徳教育推進協議会の一層の充実に向けた手立て等

◆演習・協議等

道徳科の趣旨を踏まえた指導方法及び評価

◆研究授業への指導・助言

◆講話

道徳科における主体的・対話的で深い学びについて

道徳科の趣旨を踏まえた評価について など
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高等学校における道徳教育の効果的な指導方法等について，

実践発表や演習・協議等を通して理解を深め，本県道徳教育の

推進に資する。

（１）道徳教育充実に向けた取組（平成30年度）

講義・演習・協議

「人間としての在り方生き方を

主体的に探求する道徳教育の在り方」

茨城大学 教授 小川 哲哉

報告・協議

「高等学校における道徳教育の実際」

県立音戸高等学校（平成29年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業推進指定校）

③高等学校道徳教育推進協議会の開催

県立教育センター

「人間としての在り方生き方を主体的に探求する道徳教育（高等学校）」講座

＜平成30年度高等学校道徳教育推進協議会の様子＞

成成成成 果果果果

○○○○ 道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導方法の方法の方法の方法の工夫の充実工夫の充実工夫の充実工夫の充実

○○○○ 道徳科の評価に向けた取組の推進道徳科の評価に向けた取組の推進道徳科の評価に向けた取組の推進道徳科の評価に向けた取組の推進

（２）成果と課題

課課課課 題題題題

◆◆◆◆ 主体的・対話的で深い学びのある道徳科に主体的・対話的で深い学びのある道徳科に主体的・対話的で深い学びのある道徳科に主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業向けた授業向けた授業向けた授業改善改善改善改善

◆◆◆◆ 道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化

成成成成 果果果果

○○○○ 道徳道徳道徳道徳教育に関する教育に関する教育に関する教育に関する取組の推進取組の推進取組の推進取組の推進

課課課課 題題題題

◆◆◆◆ 道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化道徳教育推進教師の機能化
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①小学校・中学校・義務教育学校

② 高等学校



小学校 中学校

質問項目 第２回 第１回 第２回 第１回

自校の道徳科・道徳の時間の授業は充実

していると思う

９８．０％ ８２．１％ ９８．８％ ８８．６％

道徳科・道徳の時間では，「特別の教科

道徳」の趣旨を踏まえた，多様な指導方

法の工夫を取り入れている

９８．０％ ６８．４％ ９８．８％ ８３．５％

道徳科・道徳の時間の授業では，児童生

徒が自分のことを振り返りながら考える

ような指導の工夫をしている

９８．０％ ８９．２％ ９８．８％ ９２．４％

道徳科・道徳の時間の授業では，児童生

徒が友達と話し合うなどして，自分の考

えを深めたり，広げたりするような指導

の工夫をしている

９３．９％ ７６．８％ １００％ ８９．９％

児童生徒が道徳科・道徳の時間の授業で

勉強したことを自分の生活にいかしてい

ると思う

８５．７％ ６４．６％ ８０．７％ ６５．０％

平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査結果（教職員）
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（２）成果と課題

１５％以上の伸び１５％以上の伸び１５％以上の伸び１５％以上の伸び２２２２５％以上の伸び５％以上の伸び５％以上の伸び５％以上の伸び

９割以上の肯定的な回答

① 小学校・中学校・義務教育学校

成成成成 果果果果

○○○○ 道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導方法の方法の方法の方法の工夫の充実工夫の充実工夫の充実工夫の充実 項 目 肯定的な回答の割合平成30年度（1回目） 平成29年度（2回目） 平成29年度（1回目）
3－(1)

道徳科（道徳の時間）の充実

道徳科（道徳の時間）の内容は充実していると思いますか。 95.4% 97.8% 95.1%

3－(2)
道徳科の趣旨を踏まえた多様な指導方法の工夫を取り入れていますか。 92.0% 89.5% 79.5%

3－(3)
児童生徒が自分のことを振り返りながら考えるような指導の工夫をしていますか。 98.6% 98.8% 98.4%

3－(4)
児童生徒が友達と話し合うなどして，自分の考えを深めたり，広げたりするような指導の工夫をしていますか。 99.2% 98.2% 97.8%

3－(5)
児童生徒は，道徳科（道徳の時間）で勉強したことを自分の生活にいかしていると思いますか。 91.2% 93.5% 88.2%

９割以上の肯定的な回答

１０１０１０１０％以上の伸び％以上の伸び％以上の伸び％以上の伸び

平成30年度市町道徳教育推進協議会参加者第１回アンケート結果 10

（２）成果と課題

① 小学校・中学校・義務教育学校

成成成成 果果果果

○○○○ 道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導道徳科の趣旨を踏まえた指導方法の方法の方法の方法の工夫の充実工夫の充実工夫の充実工夫の充実

推進推進推進推進指定校の研究にて指定校の研究にて指定校の研究にて指定校の研究にて

・評価の視点を明確にした授業づくり

・評価支援シート（毎時間の授業における生徒の発言や学習状況を記録）の活用

・児童生徒のワークシートのファイリング（授業ごと）

など

各市町道徳教育推進協議会における研修にて各市町道徳教育推進協議会における研修にて各市町道徳教育推進協議会における研修にて各市町道徳教育推進協議会における研修にて

・県道徳教育推進連絡会議における演習・協議を活用した研修

・計画的，継続的な市町内各校の取組の交流

・県立教育センターのサテライト研修講座（道徳教育）を兼ねた研修の実施

など

道徳科の評価を組織的・計画的に推進するため，評価に関する研

修の充実を図っていますか。

77.3%

平成30年度市町道徳教育推進協議会参加者第１回アンケート結果

８割近くが肯定的回答
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（２）成果と課題

① 小学校・中学校・義務教育学校

成成成成 果果果果

○○○○ 道徳科の道徳科の道徳科の道徳科の評価評価評価評価に向けたに向けたに向けたに向けた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査結果（教職員）

◆主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善
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道徳科・道徳の時間の授業では，児童生徒が自分のことを振り返りながら考えるような

指導の工夫をしている

道徳科・道徳の時間の授業では，児童生徒が友達と話し合うなどして，自分の考えを深め

たり，広げたりするような指導の工夫をしている

60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

中学校小学校 第１回第２回

60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

中学校小学校 第１回第２回
児童生徒が道徳科・道徳の時間の授業で勉強したことを自分の生活にいかしていると思う

60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

小学校中学校 第１回第２回

課課課課 題題題題

（２）成果と課題

① 小学校・中学校・義務教育学校



項 目

肯定的な回答の割合

平成30年度

（1回目）

平成29年度

（2回目）

平成29年度

（1回目）

5－(1)

機

能

化

道徳教育推進教師は機能していると思いま

すか。

80.4% 83.8% 75.9%

5－(2)

道徳教育推進教師は，教職員が協力し合う

道徳科（道徳の時間）の指導体制の充実を

図っていますか。

77.0% 80.1% 69.7%

5－(3)

道徳科の評価を組織的・計画的に推進する

ため，評価に関する研修の充実を図ってい

ますか。

77.3% － －

5－(4)

道徳教育推進教師は，道徳科（道徳の時

間）で用いる教材の準備や掲示物の充実な

ど，環境を整えていますか。

87.0% 88.8% 87.8%

5－(5)

道徳教育推進教師は，他の教師の相談役や

情報提供をするなど，道徳教育の援助を

行っていますか。

79.4% 84.8% 74.8%

肯定的な回答が８割前後（指定校は１００％）

肯定的な回答が８割以下

平成30年度市町道徳教育推進協議会参加者第１回アンケート結果
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◆道徳教育推進教師の機能化課課課課 題題題題

（２）成果と課題

① 小学校・中学校・義務教育学校

平成30年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業 意識調査結果（教職員）
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質問項目 第２回 第１回

自校の道徳教育は充実していると思う ６７．０％ ５７．８％

道徳教育の推進を主に担当する教師

（道徳教育推進教師）は，校務分掌上

機能していると思う

８１．０％ ５４．８％

２５％以上の伸び２５％以上の伸び２５％以上の伸び２５％以上の伸び

（２）成果と課題

成成成成 果果果果

②高等学校

○○○○ 道徳道徳道徳道徳教育に関する教育に関する教育に関する教育に関する取組の推進取組の推進取組の推進取組の推進

平成30年度高等学校道徳教育推進協議会アンケート結果
15

38.4%

27.5%

33.3%

49.3%

55.6%

39.8%

28.6%

34.5%
25.3%

35.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

自校の道徳教育は充実していると思いますか。

自校では，道徳教育に関する研修を実施していますか。

（２）成果と課題

成成成成 果果果果

②高等学校

○○○○ 道徳道徳道徳道徳教育に関する教育に関する教育に関する教育に関する取組の推進取組の推進取組の推進取組の推進

38.4%

27.5%

33.3%

49.3%

55.6%

14.9% 14.3% 14.0% 13.5%

27.2%

39.8%

28.6%

34.5%
25.3%

35.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

自校の道徳教育は充実していると思いますか。

道徳教育の推進を主に担当する教師（道徳教育推進教師）は校務分掌上機能していると

思いますか。

自校では，道徳教育に関する研修を実施していますか。

16
平成30年度高等学校道徳教育推進協議会アンケート結果

肯定的な回答が３割未満（指定校は８割以上）

◆道徳教育推進教師の機能化課課課課 題題題題

（２）成果と課題

②高等学校
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２２２２ 本県道徳教育の充実に向けて本県道徳教育の充実に向けて本県道徳教育の充実に向けて本県道徳教育の充実に向けて

（１）（１）（１）（１）道徳教育を推進するための指導体制の道徳教育を推進するための指導体制の道徳教育を推進するための指導体制の道徳教育を推進するための指導体制の整備整備整備整備

① 指導体制の充実による多様な利点や効果

② 校長の方針，道徳教育推進教師の役割の明確化

（２）道徳教育に関する取組の充実（２）道徳教育に関する取組の充実（２）道徳教育に関する取組の充実（２）道徳教育に関する取組の充実

① 主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

② 各教科・科目等における道徳教育の推進

（３）道徳教育充実に向けた取組（平成（３）道徳教育充実に向けた取組（平成（３）道徳教育充実に向けた取組（平成（３）道徳教育充実に向けた取組（平成31313131年度）年度）年度）年度）

① 平成31年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施

② 各市町教育委員会と連携した取組の推進

③ 高等学校道徳教育研究協議会の開催

18

（１）道徳教育を推進するための指導体制の整備

・ 学校としての道徳科の指導方針が具体化され指導の特色が明確

になる。

・ 授業を担当する全教師が，児童生徒の実態や授業の進め方など

に問題意識をもつことができる。

・ 学校の全ての教職員が各学級や一人一人の児童生徒に関心をも

ち，学校全体で児童生徒の道徳性を養おうとする意識をもつよう

になる。

・ 道徳科の推進に関わる情報（教材や協力を依頼する保護者，地

域等の人材）が学校として組織的に集約され，それらを活用して

ねらいに即した効果的な授業が一層計画的に実施されることにつ

ながる。

①指導体制の充実による多様な利点や効果

19

（１）道徳教育を推進するための指導体制の整備

②校長の方針，道徳教育推進教師の役割の明確化

校長は，その指導力を発揮し，学校の道徳教育の基本的な方針を全教基本的な方針を全教基本的な方針を全教基本的な方針を全教

師に明確に示す師に明確に示す師に明確に示す師に明確に示すことが必要である。

校長が道徳教育の方針を明示することにより，全教師が道徳教育の重

要性についての認識を深めるとともに，学校の道徳教育の重点や推進学校の道徳教育の重点や推進学校の道徳教育の重点や推進学校の道徳教育の重点や推進

すべき方向について共通に理解し，具体的な指導を行うことができすべき方向について共通に理解し，具体的な指導を行うことができすべき方向について共通に理解し，具体的な指導を行うことができすべき方向について共通に理解し，具体的な指導を行うことができ

る。る。る。る。

校長校長校長校長のののの方針の方針の方針の方針の明確化明確化明確化明確化

・ 道徳教育の指導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

・ （小・中）道徳科の充実と指導体制に関すること

・ 道徳（高：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

・ 道徳科の授業公開など家庭や地域社会との連携（高：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

・ （小中）道徳教育の研修の充実に関すること

・ 道徳教育における評価（高：全体計画の評価）に関すること など

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育推進教師推進教師推進教師推進教師の役割の明確化の役割の明確化の役割の明確化の役割の明確化
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第１章総則の第１の２の（２）に示す道徳教

育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤

となる道徳性を養うため，道徳的諸価値につい

ての理解を基に，自己を見つめ，物事を（広い

視野から）多面的・多角的に考え，自己の（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，心情，実践意欲

と態度を育てる。

（２）道徳教育に関する取組の充実

道徳科の目標

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善



考える考える考える考える

議論議論議論議論

するするするする

自分との関わりで捉え自分との関わりで捉え自分との関わりで捉え自分との関わりで捉え 多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える

「深い学び」「深い学び」「深い学び」「深い学び」

深い学びのある授業にしていくためには，深い学びのある授業にしていくためには，深い学びのある授業にしていくためには，深い学びのある授業にしていくためには，

教師の教師の教師の教師の明確明確明確明確な意図な意図な意図な意図 が必要ですが必要ですが必要ですが必要です

様々な場面，状況において，道徳的価値を実現するための問題状況を把様々な場面，状況において，道徳的価値を実現するための問題状況を把様々な場面，状況において，道徳的価値を実現するための問題状況を把様々な場面，状況において，道徳的価値を実現するための問題状況を把

握し，適切な行為を主体的に選択し，実践できるような資質・能力を育て握し，適切な行為を主体的に選択し，実践できるような資質・能力を育て握し，適切な行為を主体的に選択し，実践できるような資質・能力を育て握し，適切な行為を主体的に選択し，実践できるような資質・能力を育て

る学習とする。る学習とする。る学習とする。る学習とする。

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

（２）道徳教育に関する取組の充実

22

「道徳的諸価値の理解」と「自己の（人間としての）生き方につ

いての考え」とを相互に関連させながら深められるように創意工夫

し，多様な指導方法を取り入れ活用する。

多様な指導方法の工夫の例

・道徳科における問題解決的な学習

・道徳的な行為に関する体験的な学習

・特別活動等の多様な実践活動や体験活動を生かしたりすること

など

※児童生徒同士で問題解決的な学習を行うに当たっては，そこで

何らかの合意を形成することが目的ではなく，将来，道徳的な選

択や判断が求められる問題に対峙した時に，自分にとっても他者

にとってもよりよい選択や判断ができるような資質・能力を育て

ることにつなげることが大切である。

（２）道徳教育に関する取組の充実

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

23

（２）道徳教育に関する取組の充実

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

道徳科の趣旨を踏まえた児童生徒の評価がで

きる主体的・対話的で深い学びのある道徳科の

授業を目指すことが大切である。

教師が自らの指導を振り返り，指導の改善に生かし

ていくことが大切であり，授業の評価を改善につなげ

る過程を一層重視する必要がある。

児童生徒の学習状況の把握児童生徒の学習状況の把握児童生徒の学習状況の把握児童生徒の学習状況の把握 授業に対する評価と改善授業に対する評価と改善授業に対する評価と改善授業に対する評価と改善

24

（２）道徳教育に関する取組の充実

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

指導に生かされ，児童生徒の成長につながる評価

教 師 児童生徒

教師が指導の目標や計画，

指導方法の改善・充実に

取り組むための資料とな

るもの

自らの成長を実感し，意

欲の向上につなげていく

もの



道徳科の授業道徳科の授業道徳科の授業道徳科の授業 実践事例実践事例実践事例実践事例DVDのののの作成と配付作成と配付作成と配付作成と配付

（３月下旬配付予定：市町教委各２枚）（３月下旬配付予定：市町教委各２枚）（３月下旬配付予定：市町教委各２枚）（３月下旬配付予定：市町教委各２枚）

内内内内 容容容容（低・中・高学年の計３本の授業を収録）（低・中・高学年の計３本の授業を収録）（低・中・高学年の計３本の授業を収録）（低・中・高学年の計３本の授業を収録）

読み物読み物読み物読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習における指導方法の教材の登場人物への自我関与が中心の学習における指導方法の教材の登場人物への自我関与が中心の学習における指導方法の教材の登場人物への自我関与が中心の学習における指導方法の工夫工夫工夫工夫（中）（中）（中）（中）

問題問題問題問題解決的な学習を取り入れた指導方法の工夫（解決的な学習を取り入れた指導方法の工夫（解決的な学習を取り入れた指導方法の工夫（解決的な学習を取り入れた指導方法の工夫（高）高）高）高）

道徳的道徳的道徳的道徳的行為に関する体験的な学習を取り入れた指導方法の工夫（行為に関する体験的な学習を取り入れた指導方法の工夫（行為に関する体験的な学習を取り入れた指導方法の工夫（行為に関する体験的な学習を取り入れた指導方法の工夫（低）低）低）低）
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（２）道徳教育に関する取組の充実

①主体的・対話的で深い学びのある道徳科に向けた授業改善

中学校版の作成・配付中学校版の作成・配付中学校版の作成・配付中学校版の作成・配付（平成（平成（平成（平成31313131年度）年度）年度）年度）

３つの指導方法の工夫に焦

点を当てた授業を収録してい

ますが，独立した指導の

「型」を示しているわけでは

ありません。それぞれに様々

な展開が考えられますし，そ

れぞれの要素を組み合わせた

指導を行うことも考えられま

す。

26

（２）道徳教育に関する取組の充実

高等学校における人間としての在り方生き方に関する教育は，学学学学

校の教育活動全体校の教育活動全体校の教育活動全体校の教育活動全体を通じてを通じてを通じてを通じて各教科・科目，総合的な探究の学習の各教科・科目，総合的な探究の学習の各教科・科目，総合的な探究の学習の各教科・科目，総合的な探究の学習の

時間及び特別活動のそれぞれの特質に時間及び特別活動のそれぞれの特質に時間及び特別活動のそれぞれの特質に時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて応じて応じて応じて実施実施実施実施するものである。

特に公民科に新たに必履修科目として設けた「公共」及び新たに「公共」及び新たに「公共」及び新たに「公共」及び新たに

選択科目となった「倫理」並びに特別活動選択科目となった「倫理」並びに特別活動選択科目となった「倫理」並びに特別活動選択科目となった「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中核的な指中核的な指中核的な指

導の場面として重視導の場面として重視導の場面として重視導の場面として重視し，道徳教育の目標全体を踏まえた指導を行う

必要がある。

＜国語科との関連の例＞

国語で的確に理解したり効果的に表現したりする資質・能力を育成する上で，

生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力を高めること

は，学校の教育活動全体で道徳教育を進めていくための基盤となるものである。

また，思考力や想像力を伸ばすこと及び言語感覚を磨くことは，道徳的心情や

道徳的判断力を養う基本になる。更に，我が国の言語文化の担い手としての自

覚をもち，生涯にわたり国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養うこと

は，伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛することなど

につながるものである。教材選定の観点として，道徳性の育成に資する項目を

国語科の特質に応じて示している。

②各教科・科目等における道徳教育の推進
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平成27年３月27日の学習指導要領一部改正等において，従来の「道徳の時間」を「特別の教科

道徳」と新たに位置付け，問題解決的な学習などの指導方法の工夫を図ることが示されたことな

どを踏まえて，「考え，議論する道徳」へと質的に転換を図るため，改正学習指導要領を踏まえ

た効果的かつ多様な指導方法の普及等による教員の指導力向上，家庭・地域との連携強化などの

地域の特色を生かした取組を推進する実践研究を行い，その成果を県内に普及することにより，

本県道徳教育の一層の充実を図る。

 

  ★全教職員の共通理解の促進           ★道徳教育の連続性・一貫性の確立  

ｒ 

  

 

小・中・義務教育学校 (４推進地域程度) 
■発達の段階等に応じた実践研究 

小・中・義務教育学校（６推進校程度）          

■指 導 の 重 点 や 特 色 を 明 確 に し た 実 践 研 究 

高等学校 (３推進校程度） 

■全体計画を具現化した実践研究 

 
 

 

 

 
共       有 

近 隣 校 

   

 

推進校 

○理念・成果の共有 ○指導方法の工夫・改善 等 ○小中合同推進体制の機能化 ○段階的な連携の促進  等 
 

 

 

 

連
 
 
携
 

小学校 

 

中学校 

 

道
徳
教
育
実
践
研
究
委
員
会
 

【メニュー３】中学校区・義務教育学校指定  ★学校・家庭・地域の一体化 

小・中・義務教育学校 （２推進地域程度) 
■地域に根ざした実践研究 

地域 家庭 

≪地域推進協議会≫ 

地域まるごと宣言 
学校 

○宣言の設定・発信 ○合同体験活動の実施  等 

【メニュー１】小・中・義務教育学校・高等学校指定 【メニュー２】中学校区・義務教育学校指定 
① 平成3１年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施

（３）道徳教育充実に向けた取組
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研修会等名研修会等名研修会等名研修会等名 内容内容内容内容 期日期日期日期日 会場会場会場会場

広島県広島県広島県広島県

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育

研究協研究協研究協研究協議議議議会会会会

学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ

多様な指導方法や家庭多様な指導方法や家庭多様な指導方法や家庭多様な指導方法や家庭・・・・地域との連携地域との連携地域との連携地域との連携

強化などの地域の特色を生かした実践強化などの地域の特色を生かした実践強化などの地域の特色を生かした実践強化などの地域の特色を生かした実践

研究を行い研究を行い研究を行い研究を行い，，，，その成果を県内に普及すその成果を県内に普及すその成果を県内に普及すその成果を県内に普及す

ることによりることによりることによりることにより，，，，本県道徳教育の一層の本県道徳教育の一層の本県道徳教育の一層の本県道徳教育の一層の

充実を図る充実を図る充実を図る充実を図る。。。。

①①①①６月６月６月６月７日７日７日７日（（（（金金金金））））（（（（実践研究委員会実践研究委員会実践研究委員会実践研究委員会①①①①と兼ねると兼ねると兼ねると兼ねる）））） 指定校指定校指定校指定校

（（（（全体報告会全体報告会全体報告会全体報告会））））

②②②②２月７日２月７日２月７日２月７日（（（（金金金金））））

県庁県庁県庁県庁

講堂他講堂他講堂他講堂他

道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育

パワーアップパワーアップパワーアップパワーアップ

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ学習指導要領を踏まえた効果的かつ

多様な指導方法等について多様な指導方法等について多様な指導方法等について多様な指導方法等について，，，，演習や協演習や協演習や協演習や協

議議議議，，，，講演等を通して理解し講演等を通して理解し講演等を通して理解し講演等を通して理解し，，，，指導力の指導力の指導力の指導力の

向上に資するとともに向上に資するとともに向上に資するとともに向上に資するとともに，，，，本県道徳教育本県道徳教育本県道徳教育本県道徳教育

の一層の充実を図るの一層の充実を図るの一層の充実を図るの一層の充実を図る。。。。

８月８日８月８日８月８日８月８日（（（（木木木木））））

広島大学サ広島大学サ広島大学サ広島大学サ

タケメモリタケメモリタケメモリタケメモリ

アルホールアルホールアルホールアルホール

道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育

実践研究実践研究実践研究実践研究

委員会委員会委員会委員会

「「「「道徳教育改善道徳教育改善道徳教育改善道徳教育改善・・・・充実充実充実充実」」」」総合対策事業総合対策事業総合対策事業総合対策事業

における推進校及び推進地域の道徳教における推進校及び推進地域の道徳教における推進校及び推進地域の道徳教における推進校及び推進地域の道徳教

育担当者が情報交換や研究協議等を行育担当者が情報交換や研究協議等を行育担当者が情報交換や研究協議等を行育担当者が情報交換や研究協議等を行

いいいい，，，，本県道徳教育を推進するリーダー本県道徳教育を推進するリーダー本県道徳教育を推進するリーダー本県道徳教育を推進するリーダー

を育成するを育成するを育成するを育成する。。。。

①①①①６月６月６月６月中旬中旬中旬中旬

②②②②７月上旬７月上旬７月上旬７月上旬

③③③③９月上旬９月上旬９月上旬９月上旬

④④④④10月下旬月下旬月下旬月下旬

⑤⑤⑤⑤12月中旬月中旬月中旬月中旬

⑥⑥⑥⑥１月中旬１月中旬１月中旬１月中旬

①～⑤①～⑤①～⑤①～⑤

指定校指定校指定校指定校

⑥県庁⑥県庁⑥県庁⑥県庁

（３）道徳教育充実に向けた取組

① 平成3１年度「道徳教育改善・充実」総合対策事業の実施
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（３）道徳教育充実に向けた取組

研修会等名研修会等名研修会等名研修会等名 内容内容内容内容 期日期日期日期日 会場会場会場会場

広島県広島県広島県広島県

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育

推進推進推進推進連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議

県県県県及び各市町の間で及び各市町の間で及び各市町の間で及び各市町の間で，，，，道徳教育に関道徳教育に関道徳教育に関道徳教育に関

する情報交換や実践交流を行うことする情報交換や実践交流を行うことする情報交換や実践交流を行うことする情報交換や実践交流を行うこと

によりによりによりにより，，，，本県道徳教育の充実を図る本県道徳教育の充実を図る本県道徳教育の充実を図る本県道徳教育の充実を図る。。。。

①①①①５月中旬５月中旬５月中旬５月中旬

②２月７日（金）②２月７日（金）②２月７日（金）②２月７日（金）（研究協議会②と兼ねる）（研究協議会②と兼ねる）（研究協議会②と兼ねる）（研究協議会②と兼ねる） 県庁県庁県庁県庁

② 各市町教育委員会と連携した取組の推進

年２回，各市町道徳教育推進協議会に訪問させて

いただき，各市町，各学校の道徳教育の充実に向け

て，支援をさせていただきます。
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研修会等名研修会等名研修会等名研修会等名 内容内容内容内容 期日期日期日期日 会場会場会場会場

高等高等高等高等学校学校学校学校

道徳道徳道徳道徳教育教育教育教育

推進協推進協推進協推進協議会議会議会議会

高等高等高等高等学校における道徳教育の効果的な指学校における道徳教育の効果的な指学校における道徳教育の効果的な指学校における道徳教育の効果的な指

導方法等について導方法等について導方法等について導方法等について，，，，実践発表や演習実践発表や演習実践発表や演習実践発表や演習・・・・協議協議協議協議

等を通して理解を深め等を通して理解を深め等を通して理解を深め等を通して理解を深め，，，，本県道徳教育の推本県道徳教育の推本県道徳教育の推本県道徳教育の推

進に資する進に資する進に資する進に資する。。。。

10月月月月中旬中旬中旬中旬

から下旬から下旬から下旬から下旬

県立県立県立県立教育教育教育教育

センターセンターセンターセンター

（３）道徳教育充実に向けた取組

③高等学校道徳教育推進協議会の開催
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（３）道徳教育充実に向けた取組

平成3１年度

「道徳教育改善・充実」

総合対策事業の実施
各市町教育委員会と

連携した取組の推進

高等学校

道徳教育

推進協議会の開催

道徳教育充実に向けた取組

道徳道徳道徳道徳教育を推進するための指導体制の整備教育を推進するための指導体制の整備教育を推進するための指導体制の整備教育を推進するための指導体制の整備

指導体制の充実による多様な利点や効果

校長の方針，道徳教育推進教師の役割の明確化

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育に関する取組の充実に関する取組の充実に関する取組の充実に関する取組の充実

主体的・対話的で深い学びのある

道徳科に向けた授業改善

各教科・科目等における道徳教育の推進

本県道徳教育の

推進状況と今後の方向性

平成平成平成平成30303030年度第２回広島県道徳教育研究協議会（全体報告会）年度第２回広島県道徳教育研究協議会（全体報告会）年度第２回広島県道徳教育研究協議会（全体報告会）年度第２回広島県道徳教育研究協議会（全体報告会）
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