
人間としての在り方生き方についての
考えを深める道徳教育の在り方

国立教育政策研究所
教育課程調査官 飯塚 秀彦

(併任) 文部科学省教科調査官

道徳教育「人間としての在り方生き方についての
考えを深める道徳教育の進め方（高等学校）」

2本日の内容

１ 子供たちが生きる未来

２ 高等学校における
道徳教育

３ 道徳教育推進教師の役割

3１ 子供たちが生きる未来

今世紀は，新しい知識・情報・技術が社会の
あらゆる領域での活動の基盤となっている知識
基盤社会と言われており，人工知能（AI），
ビッグデータ，Internet of Things(IoT)，ロ
ボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる
産業や社会生活に取り入れられ，社会の在り方
そのものが現在とは「非連続的」と言えるほど
劇的に変わるとされるSociety 5.0 時代の到
来が予想されています。

4１ 子供たちが生きる未来

このような急激な社会的な変化が進む中で，
子供たちが変化を前向きに受け止め，豊かな創
造性を備え持続可能な社会の創り手として，予
測不可能な未来社会を自立的に生き，社会の形
成に参画するための資質・能力を一層確実に育
成することが求められており，それに対応し，
学校教育も変化していかなければなりません。

諮問「 新しい時代の初等中等教育の在り方について」(平成31年４月17日)

…社会の在り方そのものが現在とは「非連続
的」と言えるほど劇的に変わるとされる
Society 5.0 時代の到来が予想されています。

5１ 子供たちが生きる未来

2019年１月１日
～６月31日(181日)

Ｑ：上記期間中，日本経済新聞
にＡＩが含まれる記事は何
件あったか？(電子版含む)

3,032件

6１ 子供たちが生きる未来

ＡＩ時代

子供たちが学校で身に付ける
べきことは、どんなことだと考
えますか？



7１ 子供たちが生きる未来

これからの時代においては、社会を構成する
主体である一人一人が、高い倫理観をもち、人
間としての生き方や社会の在り方について、

多様な価値観の存在を認識しつつ、
自ら考え、他者と対話し協働しなが
ら、よりよい方向を模索し続けるた
めに必要な資質・能力を備えることが求められ
ている。子供たちのこうした資質・能力を育成
するために、道徳教育はますます重要になって
いると考えられる。
中央教育審議会「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)

8１ 子供たちが生きる未来

AI…膨大なデータから最適
解を導き出す。

人間に必要なのは
最適解か？

納得解

9１ 子供たちが生きる未来

Aさんの
人生観
世界観
価値観

Bさんの
人生観
世界観
価値観

考え，議論する
プロセスを通じて

納得解の一つのイメージ

10１ 子供たちが生きる未来

これからの時代においては、社会を構成する
主体である一人一人が、高い倫理観をもち、人
間としての生き方や社会の在り方について、

多様な価値観の存在を認識しつつ、
自ら考え、他者と対話し協働しなが
ら、よりよい方向を模索し続けるた
めに必要な資質・能力を備えることが求められ
ている。子供たちのこうした資質・能力を育成
するために、道徳教育はますます重要になって
いると考えられる。
中央教育審議会「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)

11本日の内容

１ 子供たちが生きる未来

２ 高等学校における
道徳教育

３ 道徳教育推進教師の役割

12２ 高等学校における道徳教育

高等学校で
道徳教育が
なぜ、必要なのか？



13２ 高等学校における道徳教育

どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか

知識及び技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，
主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。

学習する子供の視点に立ち，育成を目指す資質・能力の要素を三つの柱で整理

【参考】学校教育法第３０条第２項

14２ 高等学校における道徳教育

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

社会と関わりながら、自らの
力で人生を歩み始めようとする
高校生が、自身の人生を考える
時間を、高校においてどの程度
確保されているだろうか？

15２ 高等学校における道徳教育

これからの時代においては、社会を構成する
主体である一人一人が、高い倫理観をもち、

人間としての生き方や社会の在り
方について、多様な価値観の存在を
認識しつつ、自ら考え、他者と対話
し協働しながら、よりよい方向を模
索し続けるために必要な資質・能力を備え
ることが求められている。子供たちのこうした
資質・能力を育成するために、道徳教育はます
ます重要になっていると考えられる。
中央教育審議会「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)

16２ 高等学校における道徳教育

担任として
部活動の顧問として
様々な生徒とのかかわりの中で

人間として大切なこと
生徒に伝えていませんか？

17２ 高等学校における道徳教育

個々の教員がすれば
いいんじゃないの？

18２ 高等学校における道徳教育

『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編』

イ 道徳教育に関する配慮事項
(ｱ) 道徳教育は，学校の教育活動全体で

行うことから，全体計画の作成におい
ては，校長の方針の下に，道徳教育推
進教師を中心に，全教師が協力して道
徳教育を行うこと。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を示
した。



19２ 高等学校における道徳教育

➢道徳教育と道徳科

道徳教育
学校教育全体を

通じて行われる
道徳科(特別の教科 道徳)

道徳教育の要
小中のみ

20２ 高等学校における道徳教育

➢小中学校における道徳教育と道徳科

各教科

総合的な学習
の時間 特別活動

生徒会活動
学級活動
学校行事

道徳科
補充・深化・統合

21２ 高等学校における道徳教育

特別の教科 道徳
平成30年度から 令和元年度から

22２ 高等学校における道徳教育 中央教育審議会「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)

23２ 高等学校における道徳教育

➢道徳教育の目標（高等学校）
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，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。

(『高等学校学習指導要領(平成30年告示)』)

24２ 高等学校における道徳教育 中央教育審議会「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)



25２ 高等学校における道徳教育

選択

Ａさんの選択

Ｂさんの選択

26２ 高等学校における道徳教育

人間としての

在り方

自分自身に固有な選択基準ないし判断基準，
つまり，人生観，世界観ないし価値観

27２ 高等学校における道徳教育

…，社会の変化に対応して主体的に判断し行動
しうるためには，選択可能ないくつかの生き方
の中から自分にふさわしく，しかもよりよい生
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。

『高等学校学習指導要領(平成３０年告示)解説 総則編』
第３章 第１節 ２ ⑵ ③ 道徳教育の目標

…，生徒一人一人が人間存在の根本性格
を問うこと，すなわち人間としての在り
方を問うことを通して形成されてくる。

28２ 高等学校における道徳教育

『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編』

イ 道徳教育に関する配慮事項
(ｱ) 道徳教育は，学校の教育活動全体で

行うことから，全体計画の作成におい
ては，校長の方針の下に，道徳教育推
進教師を中心に，全教師が協力して道
徳教育を行うこと。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を示
した。

29２ 高等学校における道徳教育

➢「公共」
Ａ 公共の扉
⑵ 公共的な空間における人間としての在り方生き方

主体的に社会に参画し，他者と協働することに向けて，幸福，
正義，公正などに着目して，課題を追究したり解決したりする
活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す
る。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 選択・判断の手掛かりとして，行為の結果である個人や

社会全体の幸福を重視する考え方や，行為の動機となる公
正などの義務を重視する考え方などについて理解すること。

(ｲ) 現代の諸課題について自らも他者も共に納得できる解決
方法を見いだすことに向け，(ｱ)に示す考え方を活用するこ
とを通して，行為者自身の人間としての在り方生き方につ
いて探求することが，よりよく生きていく上で重要である
ことについて理解すること。

30２ 高等学校における道徳教育

特別活動の充実を
図っていますか？



31２ 高等学校における道徳教育 中央教育審議会「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)

32２ 高等学校における道徳教育 中央教育審議会「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)

33本日の内容

１ 子供たちが生きる未来

２ 高等学校における
道徳教育

３ 道徳教育推進教師の役割

34３ 道徳教育推進教師の役割

担任として
部活動の顧問として
様々な生徒とのかかわりの中で

人間として大切なこと
生徒に伝えていますよね？

35３ 道徳教育推進教師の役割

学校におけるすべての教育
活動には，道徳的価値が含
まれている。

教育基本法
第１条 教育の目的は人格の完成を

目指し，…

だけど・・・

36３ 道徳教育推進教師の役割

含まれる道徳的価値が

・断片的
・表面的
・一過性
・見ているが

見えていない

→つなげる
→深める
→繰り返す

→見える化，共有化



37３ 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

『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編』

38３ 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

『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編』

ৰ
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39３ 道徳教育推進教師の役割

➢全体計画等の作成
法　令　・　施　策　等

　　県立学校教育指導の重点
　　群馬県人権教育充実指針

　 　　　　　　　　　道 徳 教 育 の 重 点 目 標

学　校　教　育　目　標

ｱ.玉村高校生としてふさわしい生活習慣を身に付け、節度と調和のある生
活をするとともに、自主的・自立的に行動できる。
ｲ.周りを大切にできる心を養う。
ｳ.命の尊さを理解し、かけがえのない命を大切にする。
ｴ.集団の一員としての自覚を深め、協力し合って集団の向上に努める。
ｵ.社会の奉仕の気持ちとボランティア活動の積極的参加を図る。

   総合的又は、探究的な学習を通し
て、自ら課題を見つけ、考え、主体
的に判断し、問題を解決する資質や
能力を育成する。
  探究活動を通じて、主体的、創造
的、協同的に取り組む態度を育て、
自己の在り方や生き方を考えさせ
る。

　　日本国憲法、教育基本法
　　学校教育法、教育関係法規
　　学習指導要領

総合的な探究・学習の時間指導方針

　知性と品位を磨き、心身ともにたくましく、他人の痛みがわかる人材を育成する。

　○校訓　誠実：純粋な心でまじめに努力
　　　　　　 勇気：強い意志に支えられた実行力
           　 奉仕：感謝と思いやりの行為

　 ホームルーム活動を通して
様々な課題を見いだし、課題の
解決に向けて前向きに話し合
いを行う力を養う。合意形成を
図って決まったことに対して協
力して実践したり、意思決定し
たことを努力して実践したりでき
る生徒を育成する。

   異年齢の生徒同士で協力し
て生徒会活動に自主的、実践
的に取り組むことを通して、より
よい人間関係が形成できる生
徒を育成する。

  よりよい学校生活を築くため
の体験的な活動を通して、集団
への所属感や連帯感を深め、
公共の精神を養い、共生社会
の一員としての資自覚を持たせ
る。

生
徒
会
活
動

   道徳教育の目標は、学校の教育活動全体を通じて、また各教科・科目、総合的
な学習の時間及び特別活動の指導を通じ、実践的な態度を養う。
 
  ｱ.人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う。
　ｲ.豊かな心をはぐくむ。
　ｳ.伝統と文化を尊重と我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図る。
　ｴ.公共の精神を尊び民主的な社会及び国家の発展に努める人間を育成する。
　ｵ.他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境保全に貢献する人材を育成す
る。
  ｶ.未来を拓く主体性のある日本人を育成する。
  ｷ.道徳性を養う。

   読解や発表等の言語活動を通し
て、相手の立場に立って物事を捉
えたり、互いの考えを尊重したりす
る態度を養う。

   我が国及び世界の歴史的過程と
生活・文化の地域的特色について
理解を深め、伝統と文化の尊重と
我が国の郷土を愛し、社会的貢献
ができる基礎を養う。

数
　
学

学
校
行
事

平成３１年度道徳教育全体計画

３年

   挨拶や着こなしなど基本的な生活習
慣が確立していない家庭や子供の思
いを受け止めるゆとりが不十分な家庭
がある。

２年

ｱ.中堅学年として自主的･自立的に行動するとともに、玉村高校生としてふ
さわしいマナー、態度を身につける。
ｲ.周りを大切にできる学校生活を送り、思いやりの心を持って生活する。
ｳ.他者への思いやりを大切にし、協力して相互に高め合う道徳的心情を養
う。

国
　
語

家庭・地域の願い

各学年の道徳教育重点目標

生徒の実態・課題

   社会生活に必要な基礎的な知識
と技能などを理解し、自己の生き方
と社会とのかかわりについての自
覚を育て現代社会の諸問題を主体
的に考え、表現する態度を育てる。

地
歴
公
民

家庭や地元・玉村町、また学校評議
員等との適切な交流の場や機会を
通して、学校教育目標を達成するた
めの道徳教育への理解を深める。

   生徒が事象を数学的に考察し、
筋道を立てて考え、表現する能力
を高め道徳的判断力の育成をはか
り、また数学的論拠に基づいて判
断する態度を育てる。

   自然と人間とのかかわりについ
て理解を深め、生命を尊重し自然
環境の保全に寄与する態度を養
う。また、目的意識をもって観察、
実験を行い、科学的に探究する能
力と自然観を養う。

特別活動における指導方針

学
級
活
動

各教科の指導方針

家
　
庭

    家族・家庭の意義を理解させ、
主体的に生活を創造する能力を育
てることにより、家族への敬愛の念
を深めさせ家族や地域社会の一員

としての自覚を深める。

学校や地域の実態・課題

   自己の在り方生き方及び社会との
かかわりについての自覚がやや弱く、
相手の立場や考えを尊重したコミュニ
ケーション力が不十分な生徒もいる。

   学習の力を基礎に、ボランティア活
動などを通じて自主的精神を磨き、地
域及び社会の一員として主体的に行
動できる生徒になって欲しい。

   運動の実践では、技能の習得と
ともに、ルールやマナーを大切に
し、フェアプレイの精神を身につけ
チームに貢献する態度を養う。ま
た、運動を通じて、粘り強くやり遂
げる態度を養う。

   芸術の幅広い活動を通じて、芸
術を愛好する心情を育て、美しいも
のや崇高なものを尊重する態度を
養う。また、芸術文化についての理
解を深め、豊かな情操を養う。

１年

芸
　
術

情
　
報

   情報に関する科学的な見方や考
え方を理解するとともに、社会の中
で情報及び情報技術が果たしてい
る役割や影響を理解し、情報社会
に参画する態度を養う。

人権教育と道徳教育の連携

学　級　経　営

   さまざまな人権教育の学習を通じて、「気づき」・「学び合い」、「振りかえり」と
いった参加体験型学習の手法を取り入れ、知識の理解だけでなく、生徒の人権
感覚を養うと共に、道徳的心情の育成と道徳的実践力の向上を図る。

外
国
語

　外国語を通じて人間との関わりを
築き、互いの立場や考えを尊重し
ながら、伝え合う力やコミュニケー
ションを図ろうとする積極的な態度
を養う。

　・教師と生徒、生徒相互のよりよい人間関係の充実
　・学習環境の整備
　・人権教育、総合的な探究・学習の時間、学校設定教科等との関連づけた指導
を展開

教
養
表
現

 　各教科、総合的な探究・学習の時間、及び学校設定教科等における道徳教育と密接な
関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値

の自覚及び自己の生き方についての考え方をより深め、道徳的実践力を育成する。

○年間指導計画を作成する際の視点
　 年間指導計画を作成する際に、年間授業時数の確保、主題の設定と配列、 計画的、発
展的指導、内容の重点的指導、各教科等、体験活動との関連的指導、複数時間の関連を
図った指導計画を作成する。

○群馬県人権教育充実指針の活用
　　  ｱ.組織・計画に関すること　　　　　ｲ.生徒の指導支援に関すること
　　　ｳ.教職員の研修に関すること　　  ｴ.保護者の啓発、地域及び関係機関との連携

○他の協力的指導
　   分掌や各教科・各学年、及び各種委員会と連携し、道徳的活動を検討する。

ｱ.玉村高校で学んだことをもとに、課題解決にむけ最後まで粘り強く考える
ことの大切さを理解する。
ｲ.基本的生活習慣を確立し、規則正しい生活を営むことで、社会参加や進
路選択力を身に付ける意欲・態度を養う。
ｳ.社会生活に必要な知識と技能を磨き、心身ともにたくましく、他人の痛み
がわかる人になる。

理
　
科

家庭・地域社会との連携

特色ある教育活動や体験活動 保
健
体
育

　「ぐんまチャレンジ・ハイスクール」
の三つの柱である「基礎基本の充
実」・「コミュニケーション力の育成」・
「進路選択力の育成」の充実を図る
とともに、社会に通用する道徳性を
涵養する。

道徳教育の指導方針

軸を
明確に

40３ 道徳教育推進教師の役割

➢全体計画等の作成

⑴ 軸を明確に

・学校教育目標、校訓
→具体的な

目指す子ども像の設定

児童生徒の実態
保護者・地域の願い

教師の願い

41３ 道徳教育推進教師の役割

➢全体計画等の作成

⑵ 軸を中心につなげる

・育てたい生徒の姿に近づける
ために，自校の特色ある教育
活動を道徳教育の視点から捉
え直す

42３ 道徳教育推進教師の役割

自校の特色ある
教育活動は？



43３ 道徳教育推進教師の役割

中学校の道徳科の内容項目
Ａ 主として自分自身に関わること

(1) 自主，自律，自由と責任
(2) 節度，節制
(3) 向上心，個性の伸長
(4) 希望と勇気，克己と強い意志
(5) 真理の探究，創造

Ｂ 主として人との関わりに関すること
(6) 思いやり，感謝
(7) 礼儀
(8) 友情，信頼
(9) 相互理解，寛容

44３ 道徳教育推進教師の役割

中学校の道徳科の内容項目
Ｃ 主として集団や

社会との関わりに関すること
(10) 遵法精神，公徳心
(11) 公正，公平，社会正義
(12) 社会参画，公共の精神
(13) 勤労
(14) 家族愛，家庭生活の充実
(15) よりよい学校生活，集団生活の充実

45３ 道徳教育推進教師の役割

中学校の道徳科の内容項目
Ｃ 主として集団や

社会との関わりに関すること
(16) 郷土の伝統と文化の尊重

郷土を愛する態度
(17) 我が国の伝統と文化の尊重

国を愛する態度
(18)    国際理解，国際貢献

46３ 道徳教育推進教師の役割

中学校の道徳科の内容項目
Ｄ 主として生命や自然

崇高なものとの関わりに関すること
(19) 生命の尊さ
(20) 自然愛護
(21) 感動，畏怖の念
(22) よりよく生きる喜び

自校の特色ある教育活動と
関連する内容項目は？

47３ 道徳教育推進教師の役割

日々道徳教育につながる活動
を行っている！

→行っている道徳教育を
見える化し，共有！

→共有したことをつなげる！

48３ 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

『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編』



49３ 道徳教育推進教師の役割

特別活動の充実を！

50３ 道徳教育推進教師の役割 中央教育審議会「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)

51３ 道徳教育推進教師の役割 中央教育審議会「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)

52３ 道徳教育推進教師の役割

➢自己実現
〈社会人講話〉

①焦点化し，内容の振り返り
→なぜ，そのような

選択をしたのだろうか？
→なぜ，諦めなかったのだろうか？

②多面的・多角的に考えさせる
→異なる立場だったら？

③自分事として捉えさせる
→自身の過去や将来と重ね合わせる

事前学習で
焦点化

53３ 道徳教育推進教師の役割

第１章総則の第１の２の⑵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，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。

➣道徳科の目標(中学校)

54３ 道徳教育推進教師の役割

初等中等教育におけるｅポートフォリオを用いた
学習･評価の共同研究(ベネッセ)

〇生徒の振り返り質の壁

内省への壁…自主的には振り返らない

気づきへの壁…単なる感想で終わる

教訓への壁…気づいても，見方･考え方
が変わらない



55３ 道徳教育推進教師の役割

内省への壁…自主的には振り返らない

→振り返りの機会設定
気づきへの壁…単なる感想で終わる

→他者の視点を入れる
例）教員からの声かけ

グループで共有

主体的・対話的で深い学び

56３ 道徳教育推進教師の役割

教訓への壁…気づいても見方･考え方
が変わらない

→総括する機会の設定
例）学期ごと，年度末

メタ認知＋成長実感

57３ 道徳教育推進教師の役割 中央教育審議会「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)

58３ 道徳教育推進教師の役割

➢社会参画
〈生徒会活動〉

①焦点化し，見通しをもたせる
→視点を決めて行事等の企画・立案

②多面的・多角的に考えさせる
→様々な立場から検討

③自分事として捉えさせる
→どのように関わるか

しっかり振り返り

59３ 道徳教育推進教師の役割

取っ掛かりを見つけて
はじめてみましょう！


