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本書の活 用 に あ た っ て
平成27年３月に道徳の学習指導要領の一部が改正され，従来の「道徳の時間」が「特別の教科

道

徳（以下，道徳科）」と名称が変わりました。これに伴い，
「多様な価値観の，時に対立がある場合を
含めて，誠実にそれらの価値に向き合い，道徳としての問題を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべ
き基本的資質である」という認識に立ち，発達の段階に応じて，答えが一つではない道徳的な課題を
一人一人の児童生徒が自分自身の問題と捉え，向き合う「考える道徳」
「議論する道徳」へと転換を
図ることが求められています。
仙台市では「仙台市教育振興基本計画」の基本的方向として「豊かな心の育成」を掲げ，道徳教育
の推進に努めて参りました。
本書においては，道徳教育のさらなる充実のために，学校全体で推進する道徳教育の取組や「考え，
議論する道徳」を実現するための授業づくりや評価の工夫など，実践例を中心にポイントを押さえま
とめました。
本書を活用することにより，各校での道徳教育が充実し，道徳科の特質を生かした質の高い授業づ
くりや児童生徒のよさを伸ばし成長を促す評価につながり，児童生徒一人一人の道徳性を養う一助と
なることを期待します。

本書の
ナビゲーター

● 教員になって5年目。
道徳の時間が「道徳科」
となることに不安を抱
いている。さらに，今

年度新たに道徳教育推
進教師に任命され，戸

● 道徳教育推進教師
（※）
10年 の 経 験 を 持 つ ベ テ
ラン教員。校内では，道
徳教育の第一人者で管理
職の信頼も厚い。

惑っている。

（※以下 ｢推進教師｣）と記載
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道徳教育の概要

第１章

平成30年度の小学校，平成31年度の中学校における道徳の教科化にともない，道徳の新しい時代がやっ
てきます。

道徳の時間 → 特別の教科 道徳（道徳科）へ
● 新しい道徳教育の流れ
小学校では平成30年度，中学校では平成31年度から，教科書を使った「特別の教科 道徳（道徳科）」
が実施されます。平成25年２月，教育再生実行会議で「いじめ問題等への対応について（第一次提言）」
が出され，道徳を新たな枠組みによって教科化すること，すべての教員が指導方法を習得できるように
することが提言されました。その後，中教審答申「道徳に係る教育課程の改善等」（平成26年10月）を
経て，平成27年３月，学習指導要領一部改正が行われ，7月には新しい解説が示されました。

● 仙台市の取組
平成23年2月に策定された「仙台市教育振興基本計画」第4章「今後5年間の取組の基本的方向」の「基
本的方向1

子どもたちの可能性を広げる学校教育を実現する」の施策方向「(3)豊かな心の育成」の「①

内面に根ざした道徳教育の推進による生命の尊重や規範意識の涵養」に係るものです。
平成29年度「杜の都の学校教育」の重点事項「豊かな心と健やかな体の育成」においては，「命を大
切にする心や思いやりの心，規範意識の育成」「善悪を判断する力の育成」が示され，道徳教育の充実が
求められています。

道徳教育
平成27年度改正の学習指導要領から，道徳教育全般については
「総則編」に，授業にかかわるものについては，
「特別の教科 道徳編」に明記されるようになりました。

そもそも道徳教育っ
て何だろう？

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られた教育の根本精神に基づき，自己（人間として）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。
＊（

）内は中学校

【学習指導要領小学校

総則編第１章第１の２の(2)の３段目より】
道徳教育では，児童生徒のよりよく生きるための基盤
となる道徳性を養うことが大切です。

道徳性とは：
人間としての本来的な在り方やよりよい生き方を目指して行われる道徳的行為を
可能にする人格的特性であり，人格の基盤をなすものである。
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「 特 別 の 教 科 道 徳 」の 目 標
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。 ※（
）は中学生

様相
道徳科の目標を見ると，「～道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。」と示されてます。
したがって，道徳の授業を行う場合は，「～道徳的な判断力を養う。」「～道徳的な心情を養う。」「～道徳的
実践意欲を養う。」「～道徳的態度を養う。」こととなります。
道徳性の諸様相は，特に序列や段階があるということではありません。一
人一人の児童生徒が道徳的価値を自覚し，人間としての生き方について深く
考え，日常生活や今後出会うであろう様々な場面及び状況において，道徳的
価値を実現するための適切な行為を主体的に選択し，実践することができる
ような内面的資質を意味しています。

でも，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度とは，
具体的にどういうことなのだろう？

道徳的な判断力：
それぞれの場面において善悪を判断する能力である。つまり，人間として生きるために道徳的価値が大
切なことを理解し，様々な状況下において人間としてどのように対処することが望まれるかを判断する力
である。的確な道徳的判断力を持つことによって，それぞれの場面において機に応じた道徳的行為が可能
になる。

道徳的心情：
道徳的価値の大切さを感じ取り，善を行うことを喜び，悪を憎む感情のことである。人間としてのより
よい生き方や善を志向する感情であるともいえる。それは，道徳的行為への動機として強く作用するもの
である。

道徳的実践意欲と態度：
道徳的判断力や道徳的心情によって価値があるとされた行動をとろうとする傾向性を意味する。道徳
的実践意欲は，道徳的判断力や道徳的心情を基盤とし道徳的価値を実現しようとする意志の働きであり，
道徳的態度は，それらに裏付けられた具体的な道徳的行為への身構えということができる。

ポイント

児童生徒の実態を考え，内容項目について何を考えさせたいのか，児童生徒に足りないも

のはどこなのかを明らかにし，道徳性の様相を選ぶことが重要です。
道徳性の様相が違えば，教材が変わったり同じ教材でも中心発問の場面が変わったりするかもしれませ
ん。目の前の児童生徒に足りないもの，伸ばしたいところをきちんと捉えることが大切です。
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（
「第１章 総則」の「第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割」の２の(2)２段目）
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。

全教育活動
道徳教育はいつするのだろう？

学校における道徳教育は，道徳科を要として学校の教
育活動全体を通じて行うもの，とあります。

全教育活動
いつもの声掛けに，意図的に学校の重点内容項目等を意識した思いをのせます。
例）清掃活動の場面で
勤労
みんなで使う場所をきれいに掃除
しましょうね。しっかり働こうね！

さあ！教室を
きれいに掃除しよう！

勤勉
雑巾掛けは水が冷たいけど，がん
ばってくださいね！
規則尊重

協力
友達同士，力を合わせて掃除をし
ましょうね！

掃除の時間は20分間ですよ！
掃除のきまりを守って働こう！

授業の中で
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，
児童生徒の発達段階を考慮して，適切な指導を行うことが大切です。
例）小学校理科
今日は，動物の誕生について学びますよ。
規則尊重
世の中には，飼ってはいけない
動物がいることを知っていますか。
自然愛護
今，環境汚染が原因で多くの動物が
苦しんでいることを知っていますか。

ポイント

生命尊重
今，多くの動物が絶滅の危機に
瀕しているのを知っていますか。

全教育活動で道徳教育を行うにあたり，別葉（巻末資料ｐ62参照）を作成し，適宜朱書き

することが大切です。
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さあ！教科書〇〇ページ
を開いてください。

道徳教育

内容

道徳教育では何を教えたらいいのだろう？
道徳教育の内容は，学習指導要領特別の教科 道徳編 ｢第３
章 道徳科の内容｣ に示されています。
また，その実施に当たっては，学習指導要領総則編 ｢第３章
第６節道徳教育推進上の配慮事項｣ を踏まえるものとします。

内容項目は大きく四つに分かれています。
A

主として自分自身に関すること

B

主として人との関わりに関すること

C

主として集団や社会との関わりに関すること

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

●各学年

A

5

キーワードはあくまでも
キーワードです。学習指導
キーワード
要領で詳細を読み，確認す
【善悪の判断，自律，自由と責任】【正直，誠実】【節度，節制】 ることが大切です。

B

4

【親切，思いやり】【感謝】【礼儀】【友情，信頼】

C

7

【規則の尊重】
【公正，公平，社会正義】【勤労，公共の精神】
【家族愛，家庭生活の充実】【よりよい学校生活，集団生活の充実】
【伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度】【国際理解，国際親善】

D

3

【生命の尊さ】
【自然愛護】【感動，畏敬の念】

A

5

【善悪の判断，自律，自由と責任】【正直，誠実】【節度，節制】
【個性の伸長】
【希望と勇気，努力と強い意志】

B

5

【親切，思いやり】【感謝】【礼儀】【友情，信頼】【相互理解，寛容】

C

7

【規則の尊重】
【公正，公平，社会正義】【勤労，公共の精神】
【家族愛，家庭生活の充実】【よりよい学校生活，集団生活の充実】
【伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度】【国際理解，国際親善】

D

3

【生命の尊さ】
【自然愛護】【感動，畏敬の念】

内容項目数とキーワード
内容項目数

小学校低学年

19

内容項目数
小学校中学年

20

キーワード

内容項目数
小学校高学年

22

キーワード

A

6

【善悪の判断，自律，自由と責任】【正直，誠実】【節度，節制】
【個性の伸長】
【希望と勇気，努力と強い意志】【真理の探究】

B

5

【親切，思いやり】【感謝】【礼儀】【友情，信頼】
【相互理解，寛容】

C

7

【規則の尊重】
【公正，公平，社会正義】【勤労，公共の精神】
【家族愛，家庭生活の充実】【よりよい学校生活，集団生活の充実】
【伝統と文化の尊重，国や郷土を愛する態度】【国際理解，国際親善】

D

4

【生命の尊さ】
【自然愛護】【感動，畏敬の念】【よりよく生きる喜び】

内容項目数

中学校

22

【個性の伸長】
【希望と勇気，努力と強い意志】

キーワード

A

5

【自主，自律，自由と責任】【節度，節制】【向上心，個性の伸長】
【希望と勇気，克己と強い意志】【真理の探究，創造】

B

4

【思いやり，感謝】【礼儀】【友情，信頼】【相互理解，寛容】

C

9

【遵法精神，公徳心】【公正，公平，社会正義】【社会参画，公共の精神】
【勤労】
【家族愛，家族生活の充実】【よりよい学校生活，集団生活の充実】
【郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度】
【我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度】【国際理解，国際貢献】

D

4

【生命の尊さ】
【自然愛護】【感動，畏敬の念】【よりよく生きる喜び】
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道徳教育と道徳科
道徳教育は道徳的実践の指導，道徳科の指導は内面の指導となります。

道徳教育

道徳科

実践的な指導

内面の指導

やめさせる指導

資質を育てる指導

鉄は熱いうちに打て

急がば回れ

道徳科では，内面を育てます。そのため，何かがあったから道徳科の中で指導するのではなく，意図的，
計画的に35時間の中で全内容項目を扱います。

道徳教育における計画
道徳教育においては以下の計画を立て，意図的，計画的に取り組むことが大切です。
（巻末資料参照 pp.62ー64）
内

容

道徳教育全体計画

各学校において，校長の明確な方針の下に，道徳教育推進教師が中心となっ
て，全教師の参加と協力により創意と英知を結集して作成されるもの。

道徳教育全体計画別葉

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。

道徳科年間指導計画

日程，主題名，内容項目，資料名，出典，主題構成の理由，ねらい，展開の
大要等を入れた指導計画。

特に道徳科の授業は，意図的，計画
的に行うことが大切です。道徳科は，
各活動における道徳教育の要として，
それらを補ったり，深めたり，相互の
関連を考えて発展させたり統合させた
りする役割を果たします。
扇の要のように道徳教育の要所を押
さえて中心で留めるような役割を持っ
ています。
（H27 学習指導要領解説
「特別の教科 道徳編」）

補
外国語 充 総合的な
・ 学習の時間 充補
補 活動
深
充
・
・
深
化
深
化
・
化
特別活動
・
統
・
各教科
統
統
合
合
合

深化

道徳科
統合
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補充

道徳の教科化で何が変わる？
道徳の教科化と言うけれども何が変わったの？

道徳の教科化により変わったことは大きくは２点です。
あわせて確認が必要なことが２点あります。

変わった点

検定教科書の導入

評

価

教科化にともない，全ての児童生徒に教科書が配付されます。
児童生徒の側から見れば，自らの成長を実感し，意欲の向上につなげてい
くものであり，教師の側から見れば，教師が目標や計画，指導方法の改善・
充実に取り組むための資料です。

評価については，「第６章
を参照してください。

確認しておきたい点

量的確保

質的転換

道徳科の評価」

年間35時間，児童生徒が道徳的価値について考える授業を行うことです。
全内容項目を扱い，残った時間については「補う」「深める」「つなぐ」視点
で内容項目を選び，年間35時間の計画を立てることが大切です。
授業改善の視点から，児童生徒が，自分との関わりで道徳的価値について
考え，対話を通して多面的・多角的に道徳的価値について捉える場がある授
業とすることが大切です。
授業改善と言うけれど，具体的にどうしたらいいのかな？

授業づくりについて詳しくは，「第５章
実際」を参照してください。

ま

と

め

授業づくりの

道徳教育は児童生徒の道徳性を養うことを目的に，全教育活動を通じて行われるものです。

道徳性
●よりよく生きるための営みを支える基盤となるもの

全教育活動
道徳科はもとより，各教科，総合

●人間としての本来的な在り方やよりよい生き方を目
指して行われる道徳的行為を可能にする人間的特性
であり，人格の基盤をなすもの

的な学習の時間，（小学校中学年：外

●人間らしいよさであり，道徳的価値が一人一人の内
面において統合されたもの

れの特質に応じて適切に指導されな

国語活動）及び特別活動と示されて
います。道徳教育において，それぞ
ければなりません。
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第２章

学校全体で
取り組みましょう！

組織体制づくり

１. 校長先生のリーダーシップ
学校全体で道徳教育に組織的に取り組むことが大切です。重要なのは校長先生のリーダーシップです。道
徳教育推進教師を中心とした校内での体制づくりを行いましょう。

校長

【校長先生との話合い】

推進教師や研究主任から校長先生へ相談
し，どのような体制をつくっていったらよい
かを話し合う場を持ちましょう。

【
「重点目標」の設定】
研究主任

推進教師

どのような児童生徒を育てたいか，道徳教
育の方針が決まったら，道徳教育の重点目標
を設定しましょう。

重点目標の例
校長先生には，朝会等で，重点目標を意識する話を
していただきましょう。教職員・児童生徒ともに，学
校全体での道徳への意識が高まっていきます。

２. 組織体制の工夫
学校の実態に合わせて，組織体制を整えましょう。
例1は，全員で，各部会に学年内から所属する例です。 学校全体で道徳教育を進めることができます。
例2は，各学年から1名ずつの部員で道徳部を組織する例です。推進教師を中心に，定期的に情報交換を行
い学年内に持ち返ることができます。
例1：全員が所属

例2：各学年1名が道徳部所属

道徳教育推進部
道徳教育推進部

授業実践部
授業実践部

学校全体を通した
学校全体を通した

道徳授業における
道徳授業における

学年の道徳教育の実践

道徳教育の推進
道徳教育の推進

指導の工夫
指導の工夫

効果的な指導方法 情報提供

各学年からそれぞれ
各学年からそれぞれ11名ずつ
名ずつ
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道徳部

各学年から 1 名ずつ

例3は，各主任と連携する例です。それぞれの活動と道徳の重点目標を関連させて取り組みます。児童生
徒も教職員も学校教育全体での道徳教育を意識することができます。
例3：各主任との連携

特別活動主任と連携

防災主任と連携して

あいさつ運動－重点目標と関連させて

｢防災教育副読本｣を活用
防災主任が 提案

生徒指導主任 主事 と連携
生活目標－重点目標と関連させて

推進教師が 資料提示

防災主任と連携して

特別活動主任と連携
推進教師
あいさつ運動－重点目標と関連させて

教務主任

道徳教育

｢防災教育副読本｣を活用

研究主任

各学年道徳担当が

防災主任が 提案
指導案作成

生徒指導主任 主事 と連携
生活目標－重点目標と関連させて
生徒指導主任 主事

生活目標掲示

特別活動主任
防災教育副読本を活用した授業

推進教師
教務主任

３. 保護者や地域との連携 道徳教育

研究主任

推進教師が
資料提示
学級担任が
道徳授業

各学年道徳担当が
指導案作成

道徳教育の推進のためには，保護者や地域との連携が大切です。
特別活動主任
生徒指導主任 主事
児童生徒，保護者や地域と共に，道徳教育が意識できるよう，

学校から発信をしていきましょう。
生活目標掲示
学校･保護者

防災教育副読本を活用した授業

学校教育目標

学級担任が 道徳授業

協働型学校目標と道徳教育の重点目標の関連

【協働型学校目標の活用（例）
】
･ 地域 が一体

年度初めの PTA 総会等で，校長先生から，協働型学校目標
協働型学校目標と道徳教育の重点目標を関連付けま
協働型学校目標
と道徳の重点目標について説明していだたきましょう。
しょう。
となって達成

を目指します。

道徳の重点目標

力を入れて指導することを伝え，保護者や地域の協力を呼
びかけます。

児童生徒

学校･保護者
･ 地 域 が一体
となって達成

を目指します。

学 校
学校教育目標

保護者･地域
協働型学校目標と道徳教育の重点目標の関連
学校評価アンケートから課題改善を

図ることで，児童生徒･教職員･保護者

年度初めの PTA や地域の意識が高まっていきます。
総会等で，校長先生から，協働型学校目標

協働型学校目標

と道徳の重点目標について説明していだたきましょう。

道徳の重点目標

力を入れて指導することを伝え，保護者や地域の協力を呼
びかけます。

児童生徒

学 校

保護者･地域

学校評価アンケートから課題改善を
図ることで，児童生徒･教職員･保護者
や地域の意識が高まっていきます。

【授業公開】
授業参観で道徳の授業を公開しましょう。
年間の参観日で各学級1回は道徳，または，
全校一斉に道徳参観日を設定します。

授業公開
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第３章

道徳を
学びましょう！

OJTを生かした取組

道徳教育の推進には，道徳教育の研修が欠かせません。学校におけるOJTを生かして，授業づくりや授業
実践などの学びの機会をつくりましょう。

道徳の時間の授業に自信を持って取り組ん
でいますか。

道徳の時間の授業づくりはどのようにされ
ていますか。

（H27.6月 調査研究委員校 意識調査）

（H27.7月 全市推進教師 実態調査）

どちらかといえば
どちらかといえば
苦手
苦手

学年担当者の提案を基に
学年担当者の提案を基に

5％
5％
31％
31％

51％
51％

自信
自信 どちらかといえば
どちらかといえば
あり
あり

64％
64％

自信あり
自信あり

5％
5％

担任が一人で
担任が一人で

担任が一人で
担任が一人で

苦手
苦手

8％
8％

13％
13％

どちらとも
どちらとも

学年内で
学年内で

いえない
いえない

一緒に
一緒に

29％
29％

87％
87％

58％
58％

60％を超える先生方が道徳の時間の授業に自信がなく，何らかの不安を抱えていることが明らかになりま
した。それにもかかわらず，授業を参観する機会も少なく，実際の授業づくりは担任一人で行っているとい
う先生方がほとんどだと分かりました。

１. 授業づくり研修
校内研修として，夏季休業中などを利用したOJTを設定しましょう。
日程は研究主任が調整し，内容は推進教師が先生方の悩みにこたえられる
よう組み立てます。
ミニOJT研修

実際に先生方でやってみる参加型の研修を組んで
みましょう。気軽に参加できるように時間は30分で
設定しました。

【資料提示をしてみよう】

・実際に読んでみて，読み方の工夫を考えます。
・効果的な資料提示の
速さ，強弱，
方法を紹介します。
間を考えて

【板書をつくってみよう】

・板書の工夫で授業が変わります。
・実際にその場で板書
をつくっていきます。

挿絵をTVで，紙芝居
でペープサートで

【話合いをしてみよう】

・授業場面のように先生方で話し合います。

児童生徒の立場で
考えを出し合って

・全体で発問
を共有しま
す。
考えを広げ，深め
るための発問を
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主人公と友達の
気持ちを対比させて

【研修会での講師の講話】

・道徳の授業づくりのポイント
・学校全体での道
徳教育の進め方
・道徳科で何が変
わるの？

一緒に授業づくり

【推進教師の先生に相談】

・推進教師，道徳の得意な先
生にまずは相談しましょう。

授業づくりに一緒に取り組むのもOJTの有効な方法です。
作成した教材・教具等も共有しましょう。

【学年の先生方と一緒に】

・一人で悩まず，一緒に考えましょう。
・授業後に板書を見せ合うのもよい
研修です。

【校内研修会にて】

・研修会を推進教師がコー
ディネートしましょう。

2. 授業研究
校内研究で道徳について学ぶ機会をつくりましょう。お互いに授業を参観し，授業後に検討することで道
徳の授業への不安が軽減し，学びが深まります。
道徳的価値につい
て深く考えさせるに
はどのような発問を
しよう？

もっと子供の本音を
引き出したいよね。

● 授業研究の流れ（例）●
①

学年会での話合い

ねらいとする道徳的価値や指導の方向を確認します。

②

各担任

担任は子供の実態や教師の願いに合わせ，それぞれ指導案を作成します。

③

事前検討会

④

事前授業

⑤

研究授業

⑥

事後検討会

▼
▼
▼
▼

見通しと振り返りをどうしたらよいか，研究授業で扱う価値や資料，指
導の手立てなどを検討します。
時間をずらしてそれぞれが授業を行い，全職員がどこか１クラスを参観
できるようにします。

▼

参観した授業ごとに分かれて検討し，全体で成果と課題を共有します。

➡
全員が共通した視点を持ち，ポイントを絞った深い授業づくりが可能になります。
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第４章

道徳を
進めましょう！

道徳教育推進教師の役割

道徳教育推進教師について，学習指導要領解説

特別の教科

道徳編には，次のように記されています。

道徳教育推進教師とは･･･？
各学校においては，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，
道徳教育推進教師を中心に，全教師が道徳教育を展開する。
推進教師は，学校全体で進める道徳教育のコーディネーターです。

道徳教育推進教師になったけ
ど，全体をコーディネートする
なんて…。荷が重いなあ。

道徳教育推進教師の役割
は八つ挙げられているけど，
すべてを一人で行う必要は
ないのよ。

道徳教育推進教師の役割
１

道徳教育の指導計画の作成

２

全教育活動における道徳教育の推進，充実

３

道徳科の充実と指導体制

４

道徳用教材の整備・充実・活用

５

道徳教育の情報提供や情報交換

６

授業の公開など家庭や地域社会との連携

７

道徳教育の研修の充実

８

道徳教育における評価

など

● 道徳教育推進教師の1年間（例）
道徳教育の重点目標
道徳教育の重点項目
月

活動内容

・方針の決定
・全体計画の共通理解
４
（確認，見直し）
・教材の共有

道徳教育推進教師の動き
・校長先生との話し合い
・道徳部会の組織づくり（活動内容の確認，役割分担）
・全体計画の提示
・教材の確認

５

・児童生徒の実態把握

６

・教材の蓄積

・道徳教育推進教師研修受講，伝講

７

・教育課程等の情報共有（研修①）

・教育課程研究協議会（説明会）への参加，伝講

８

・校内研修会の実施（研修②）

・校内研修会の企画，立案，実施

・校内授業の実施（研修③）

・研究授業へのアドバイス

９
10
11

14

12

・授業参観での全員授業

１

・教材の整備

２

・全体計画，年間指導計画の見直し

３

・来年度の計画の設定

・諸計画のとりまとめ

平成30，31年度に向け，道徳教育推進のために，特にポイントとなる点です。

管理職との連携
校長先生と話合いを持ち，どのような児童生徒を育てたいのか，
道徳教育の方針を決めます。道徳教育は学校全体で行います。そ
のためにも，ここからスタートです。これを受けて，重点目標の
設定へとつながっていきます。

先生方で児童生徒のよさや課題を話合い

課題の書き出しとそれを基にした話合い

重点目標の設定
重点目標

全教職員が目にする職員室に掲示

各学年の年間指導計画

教職員，保護者や地域，児童生徒の課題や願いを基に，
「道徳教育の重点目標」を決めます。
重点目標とは，多様な道徳教育の中で，道徳科はもちろ
んそれ以外の教育活動でも，重点的に取り組んでいこうと
いう目標です。自分たちの学校では，今年度，どこに重点
を置くのかを明確にします。この目標を基に道徳教育の
「全体計画」
「全体計画

別葉」を作成していきます。

学校の重点目標が決まったら，学年の発達段階に
合わせてより具体的に学年の重点目標を決定します。

15

計画の作成と見直し
重点目標を基に計画を作成します。計画的に道徳教育を進める道しるべとなります。適宜，計画の見直し
をすることも大切です。常時職員室に掲示し，朱書きなどをして来年度に生かしていきましょう。
全体計画（例）

道徳教育

全体計画（別葉）

道徳科

年間指導計画

年間指導計画（例）

別葉 を作成することで，道徳教育と
各教科等との関連性が明確になります。
別様（例）
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別 葉 には･･･
道徳教育と各教科等との関連を考え，いつ，どのよう
な機会に指導するのかを具体的に決めて示します。

情報発信

教材整備

道徳教育の情報を発信し，道徳教育に取り組みやすい環境を整えていきましょう。
道徳通信の発行

情報を共有することで，道徳への意識を高め，全教職員で取り組むエネル
ギーになります。推進教師が月1回程度発行している例も見られます。

重点目標

最新の情報等

学年の題材

実

践

授業の内容項目

学年の題材
実

践

検討会のまとめ
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「私たちの道徳」の活用推進

教材の活用の提案も重要な発信です。

・道徳科で
・朝学習の時間で
・家庭でも

「読み物資料集」

「私たちの道徳」

教科化に伴い，教科書の使用が義務となりますが，場合によっ
ては学校の重点項目の教材が不足することも考えられます。「私た
ちの道徳」や「読み物資料集」は文部科学省のWebページからダ
ウンロードできますので，上手に活用しましょう。

道徳コーナーの設置

職員室に設置することで，いつでもだれでも利用可能となります。
書籍や副読本，教材(心情円盤や場面絵など)を常備します。

副読本以外の資料はワークシートと共にファイリ
ングします。

資

料

ワークシート

教

材

副読本

学年で教材を共有することで，一緒に教材研究をしたり，授業後
に教材を使ってみての情報交換を行ったりすることもできますね。
共有フォルダに入れておくことも有効です。いつでもだれでも利用
することができますよ。
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掲

環境整備の工夫で道徳への意識が高まります。場面絵の掲示，「私たちの道徳」を活用し

示

た廊下掲示等で，学びの蓄積を図ります。

道徳コーナー

廊下掲示

➡
ダイヤモンドランキング

思いやりの木

管理職による取組み
管理職の先生方にも積極的に協力してもらいましょう。例え
ば，道徳の授業を参観し助言をもらったり，道徳の授業の進め
方について研修会で講話をしてもらったりすることも考えられ
ます。
集会で，校長先生が自らの経験や世間で話題になっているこ
とを取り上げ，「全校で考える道徳集会」を実施している取組例
もあります。

なるほど。自分一人
で抱え込まず，協力し
てもらいながら進めて
い け ば い い の で す ね。
具体例を参考にすると，
僕にもできそうだぞ。

全校集会でオリンピックを題材に

そ う そ う， そ の 意 気
よ。 で き る こ と か ら 少
しずつ始めてみてね。
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考え，議論する
道徳に向けて

授業づくりの実際

第５章

「 特 別 の 教 科 道 徳 」の 目 標
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。 ※（
）は中学生

１. 道徳の授業におけるこれまでの成果
これから，どのような授業を目指せばいいのだろう？
道徳の授業は具体的にどのように作るのかな？
では，まずこれまでの道徳の授業における成果と課題
を見ていきましょう。

成

果

●道徳的価値に関わる事象を含んだ読み物資料が広く用いられ，授業者が明確な意図をもって
資料を吟味して，児童生徒が自分との関わりで道徳的価値の理解を深めるような学習を構想
し展開している授業
課

題

●読み物教材の登場人物の心情理解に終始する授業
●｢道徳的価値に迫る」などとして児童生徒に望ましいと
思われることを言わせたり，書かせたりする授業

➡
➡

読み物道徳
押し付け道徳

成果として道徳的価値に関わる事象を含んだ読み物資料が広く用いられ，授業者が明確な意図をもって資
料を吟味して，児童生徒が自分との関わりで道徳的価値の理解を深めるような学習を構想し展開している授
業が見られる一方で，
「読み物道徳」
「押し付け道徳」といった，決まりきった「型」のような授業が展開さ
れていました。そこで，課題のある授業については，質的変換を図らなければなりません。

２. 道徳の授業の質的転換
発達段階に応じ，例えば，「正義」とは何か，「権利と義務」とは何だろうといった答えが一つではない道
徳的な課題を，一人一人の児童生徒が道徳的な問題と捉え，向き合うことができる授業への質的な転換を図
ることが大切です。以下の視点から，授業づくりに迫ります。

◆「考え，議論する道徳」に向けた授業への転換
◆ 多様な方法を取り入れた指導の工夫
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３. 「考え，議論する道徳」
「考え，議論する道徳」とは，どのような授業を目指すことでしょう。

「考え， 議 論 す る 道 徳 」
「考え」とは

「議論する」とは

主体的に自分との関わりで考えること

多様な考え方，感じ方と出会い交流す
ること

ただ単に事象について考えるのではな
く，道徳的価値について関連させて考
えることです。
自分との関わりで，道徳的価値を考え
ること

相手を丸め込んだり，論破したりする
ことを目的とする議論ではありません。

多面的・多角的に考えること

「考え」とは
「考え」とは，児童生徒が，ただ単に事象について考えるのではなく，道徳的価値について関連させて考え
ることが大切です。
また，登場人物の心情理解に終始するのではなく，自分との関わりで道徳的価値について考えることが大
切です。
児童生徒が，その時，どのような行動をとれば良いのかとい
うことだけではなく，その行動をどのような思いからとろうと
しているのか，内なるものについて考えることが大切ですね。

登場人物がどうすればよかったのかということだけで
なく，自分だったらどのような思いから，どのようなこ
とができるのかを考えることが大切なのですね。

ポイント

考える過程では，自らを振り返って成長を実感したり，これからの課題や目標を見付けた

りすることができるよう工夫することが大切です。

今の自分のよさや課題は何だろうか？

自分はこれから，このことを頑張っていこう。
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「議論する」とは
「議論する」とは多様な考え方，感じ方と出会い交流することを目的とします。その中で，多面的・多角的
な見方へと発展する場とします。議論というと，論破することを目的としがちですが，論破することや一つ
の考え方に収束させる必要はありません。そういった意味では，議論というよりは，話し合う，対話という
言葉の方が合っているのかもしれません。
単なる生活経験の話合いにならないようにするこ
とが大切ですね。

書いたことを読み上げるだけのような，単なる意見
の発表会とならないようにすることが大切ですね。

すぐに自分の考えが出てこなくても構いません。話し
合いを通して，多様な考え方と出会う中で，自分の考え
方や，感じ方を明確にしていくことが大切ですね。

ポイント １

議論する目的は，グループになって話し合うことではありません。多様な意見や考え方に

触れることです。児童生徒の実態に応じて，グループで話し合った方がいいのか，ペアで話し合った方が
いいのか，全体で話し合った方がいいのか，形態等も吟味する必要があります。

ポイント ２

議論とは，無理に自分の考えをまとめ，話をさせることではありません。考えがまとまら

ない児童生徒がいて当たり前です。無理に話をさせようとすると，きれいごとや，観念的な理解を話した
り，書いたりするだけになってしまいます。議論（対話）中に黙って聞いている場面があっても構いませ
ん。

ポイント ３

議論では，考えを一つにまとめるのではなく，より多くの考え方に触れることが大切です。

グループ等で話合いをさせた後に発表をさせる場合は，結果だけでなく，どのような過程で話合いが進ん
だかを発表することが大切です。

多面的・多角的という言葉がたくさん出てくるけ
れど，どういうことなのだろう。

「議論する」のポイントとなるのは，多面的・多
角的な見方へと発展させることです。多面的・多角
的とはどのようなことか見ていきましょう。
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４. 多面的・多角的な見方へと発展している
多面的
道徳的価値は，見方を変えれ
ばいろいろな面を持っていると
いうこと。

例）

価値は，見方によっ
ては，実現は難しい
という一面を持っ
ていること

親切という道徳

親切

親切という道徳的

的価値は，見方に
よっては，多様な
持っていること

親切という道徳的価値は，見方によっては，大切なものという一面を持っている。

多角的

多様な
もの

ものという一面を

難しい
もの

大切な
もの

感謝

例）

親切という道徳的価値を通し

勤労

て，勤労，感謝，礼儀など，他
の道徳的価値を見ることも大切

礼儀

だということ。

親切

勇気

誠実

考え，議論する道徳
「考え，議論する道徳」では道徳的価値について

｢考え」 → 自分との関わりで考える

「議論」 → 多面的・多角的な見方に触れる
「考え」ることで自分の考え方，感じ方を明
確 に し ，「 議 論 」 す る こ と を 通 し て ， 自 分 の 考
え，感じ方をさらに明確にする
「考え，議論する道徳」の授業を実践することは「特別の教科

主体的

対話的

深い学び

道徳」における，主体的，対話的で

深い学びとつながります。
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５. 多様な方法を取り入れた指導の工夫
多様な指導法の工夫とは，例えば，以下の三つが考えられます。しかし，これら三つの指導法は，これを
やればいいというものではなく，教材や児童生徒の実態に合わせ，使い分けたり，組み合わせたりして授業
を工夫していくことが大切です。以下にそれぞれの特徴と留意点を挙げます。
① 読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習

特

徴

指導方法の
効果
指導上の
留意点

教材の登場人物の判断や心情を自分との関わりにおいて多面的・多角的に考えることを通し，
道徳的諸価値の理解を深めることについて効果的な指導方法であり，登場人物に自分を投影して，
その判断や心情を考えることにより，道徳的価値の理解を深めることができる。
・子供たちが読み物教材の登場人物に託して自らの考えや気持ちを素直に語る中で，道徳
的価値の理解を図る指導方法として効果的。
・教師に明確な主題設定がなく，指導観に基づく発問でなければ，「登場人物の心情理解の
みの指導」になりかねない。

② 問題解決的な学習

特

徴

指導方法の
効果

児童生徒一人一人が生きる上で出会う様々な道徳的諸価値に関わる問題や課題を主体的
に解決するために必要な資質・能力を養うことができる。
問題場面について児童生徒自身の考えの根拠を問う発問や，問題場面を実際の自分に当
てはめて考えてみることを促す発問，問題場面における道徳的価値の意味を考えさせる発
問などによって，道徳的価値を実現するための資質・能力を養うことができる。
・出会った道徳的な問題に対処しようとする資質・能力を養う指導方法として有効。
・他者と対話や協働しつつ問題解決する中で，新たな価値や考えを発見・創造する可能性。
・問題の解決を求める探究の先に新たな「問い」が生まれるという問題解決的なプロセスに価値。

指導上の
留意点

明確なテーマ設定のもと，
・多面的・多角的な思考を促す「問い」が設定されているか。
・上記「問い」の設定を可能とする教材が選択されているか。
・議論し，探求するプロセスが重視されているか。
といった検討や準備がなければ，単なる「話合い」の時間になりかねない。

③ 道徳的行為に関する体験的な学習

特

徴

指導方法の
効果

指導上の
留意点

役割演技などの体験的な学習を通して，実際の問題場面を実感を伴って理解することを通
して，様々な問題や課題を主体的に解決するために必要な資質・能力を養うことができる。
問題場面を実際に体験してみること，また，それに対して自分ならどういう行動をとる
かという問題解決のための役割演技を通して，道徳的価値を実現するための資質・能力を
養うことができる。
・心情と行為とをすり合わせることにより，無意識の行為を意識化することができ，様々な課題や問
題を主体的に解決するために必要な資質・能力を養う指導方法として有効。
・体験的な学習を通して，取り得る行為を考え選択させることで内面も強化していくことが可能。
明確なテーマのもと
※
・心情と行為との齟齬 （そご）や葛藤を意識化させ，多面的・多角的な思考を促す問題場
面が設定されているか。
・上記問題場面の設定を可能とする教材が選択されているか。
といった検討や準備がなければ，主題設定の不十分な生徒・生活指導になりかねない。
※そご…物事がくい違って意図した通りに進まないこと
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６. 道徳的価値の理解
道徳的価値の理解にあたっては，三つの理解を押さえることが大切です。
価値理解だけで授業を進めてしまうと，観念的な理解に止まってしまうことが懸念されます。価値理解の
みならず，人間理解を深めれば価値理解も深まります。他者理解を深めれば，さらに価値理解が深まります。
価値理解が深まることで人間理解や他者理解が深まります。
三つの理解に順序性はなく，お互いが関わり合いながら，道徳的価値の理解をさらに深めていきます。
例）

価値理解

道徳的価値は大切であること
（友達と仲良くするのは楽しいんだな・・・）

人間理解

道徳的価値は大切だけど実現は難しいこと
（困っている人に親切にするのは大事だけど，声を掛けるのは難しいな・・・）

他者理解

道徳的価値の実現に向けては多様な感じ方や考え方がある
（「ありがとう」という時もいろいろな思いがあるんだなぁ）
子供たちは，授業ではいいこと言うのだけれど，言って
いることと生活の様子がつながっていないように見えるな。
子供たちは，普段の生活の中で，こうあるべきだ，こうしな
さいと言われてきています。そのため学年が上がるにつれ，観
念的な理解となっていることがあります。人間理解や他者理解
の面から価値理解に迫ることが大切です。

道徳的価値は大切だ：価値理解
観念的理解になっていませんか？
道を歩いている
と，あたりをキョロ
キョロしている人が
います。どうやら何
かを探しているよう
です。あなたはどう
しますか？

僕は，声を掛けてあげ
ます。困っている人は助
けてあげることが大切だ
と思うからです。

私は一緒に探してあげ
ます。人に親切にするこ
とは大切だからだと思う
からです。
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道徳的価値は大切だけど，実現は難しい：人間理解

価値理解と人間理解の葛藤
確かに，どんな人かわからないの
で声を掛けるのは気が引けるな…

この間，キョロキョロしている人が
いたけど，通り過ぎてしまったわ…

でも，本当に声
を掛けてあげら
れますか？

道徳的価値の実現に向けては多様な考え方や感じ方がある：他者理解
僕は，相手が声
を掛けられると恥
ずかしいと思うか
もしれないから，
見守るよ。

そういう考え方も
あるんだな

それなら，私は，周りを見て誰か
と一緒に声を掛けてみようかな。

自己理解
自己理解を深めることで，道徳的価値にかかわる課題を見つけ人間としての生き方についての自覚を深
めることにつながります。確かな課題把握のために，自分自身を振り返り理解することが大切です。
道徳的価値を他人事ではなく，自分の問題として捉えることで自己理解が深まります。
道徳的価値にかかわる課題を見つけるために，現在の自分自身を知る。

今までに，家族のことを考えて
役に立てたことはあったかなあ…

家族愛
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今までに，礼儀正しくしなくてはいけな
いときに，失礼をしてしまったことはな
かったかなあ…

思いやり

礼

儀

７. 授業づくり
授業をする上で大切にすべきことは少しずつ分かってきたぞ。
でも具体的に授業は，どのように作ればいいのだろう。

では，７つのステップを踏んで授業を作ってみましょう。

STEP１

ねらいの検討

ねらいは，年間指導計画から内容項目を確認します。内容項目の捉えを学習指導要領で確認し，目の前の
児童生徒の実態と，教師がどのような児童生徒になってほしいのかを踏まえ，考えます。その際，最後には
必ず様相を入れます。

年間指導計画
確

道徳的心情
しようとする気持ちを育てる。

認

ねらい：〇〇〇〇

+

道徳的価値

（内容項目）

道徳性の
様相

道徳的判断力
について判断する力を育てる。
道徳的実践意欲・態度
しようとする意欲を高める。
しようとする態度を育てる。

年間指導計画から今回の授業の内容項目は○○，キーワードでいうと「思いやり，
親切」だな。学習指導要領で内容項目の○○とはどういう捉えなのかを確認しよう。
クラスの子供たちは，親切の大切さは分かるが，自己中心的な思い
を優先させてしまうところがあるな。
身近な人のことを考えて温かい気持ちで接し，親切にしようとする
心情を育てたい。

よし，今回のねらいは，○○の様相にしよう

ポイント １
内容項目には複数の道徳的価値が含まれていることがあります。児童生徒の実態に合わせて，考えま
しょう。

ポイント ２
教師の考えや感じ方の押し付けにならないように，学習指導要領を読み，内容項目を押さえましょう。
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STEP２

指導観の明確化

多様な授業を展開するうえで，児童生徒からは様々な考えや感じ方が出てく
ることが考えられます。その中で，何について児童生徒に考えさせたいのかを
明確に持つことで，ねらいに迫る授業となります。「〇〇と言わせたい。」では
なく，「〇〇について考えさせたい。」となることが大切です。そのためには，
教師が明確な指導観を持つことが大切です。

指導観の明確化
１ ねらいとする道徳的価値（道
徳 の 内 容 ） に つ い て， 学 習 指
導 要 領 に 基 づ き， 明 確 な 考 え
を持つ。

道徳的
価値

指

導

観

価値観

道徳的価値に関わる授業者

明確な価値観を基に子供たち
にどのように指導し，子供たち
が何を学び，その結果としての
よさや課題を確認し，本時で学
ばせたいことを明らかにする。

の考え方（価値観）に基づ

２

児童生徒
の実態

授業者の明確な価値観，児童
生徒観を基に，教材の活用の仕
方を明らかにする。

供の姿（児童生徒観）を明
確にし，子供に考えさせる
べきことを確かにもつ

児童生徒観
３

いた指導の結果としての子

教材の
活用

教材観

うちのクラスは，給食当番の分の給食を配膳し
てあげないな。思いやりが足りないかなあ。次の
授業は，思いやりを取り上げて給食当番の給食を
配膳するよう声掛けしてみよう。

給食当番の分の配膳をしてあげるだけが思いやりでしょう
か？それだと一面的な価値観の押し付けになりかねないですね。

ポイント １

道徳的価値観，児童生徒の実態，教材の活用が指導観になります。教師がこの時間に何に

ついて考えさせたいかを明確に持つことで，ねらいに迫る授業となります。その際，こう考えさせたいと
いう一面的な押し付けにならないように，教師自身も共に考えるという姿勢で授業に臨むことが大切です。
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STEP３

教材の吟味
そもそも教材って何のためにあるのだろう？
児童生徒は異なった生育歴のもとにあります。登場人
物等を通して考えることで，同じ土台で考えることが目
的です。
年間35時間の道徳の授業があるけど，内容項目は35
項目もないぞ。また，今回扱う教材は，うちのクラスに
とって響きやすい教材かな？

児童生徒が，考えやすい教材を選ぶことが重要です。

ポイント １

教師が伝えたい，考えさせたい，という思いのある教材を選ぶことが大切です。しかし，

押し付けにならないように注意することも大切です。

この間，こんな本を見つけたぞ。きっとクラスの子供たちにとって道徳のい
い教材になるはずだ。ちょうど今度の内容項目にぴったりだから使ってみよう。

いい教材だと思ったのに，子供たちは考えにくそうだっ
たな。表面的な言葉しか出てこなかったぞ。どうしてだ
ろう？
子供が，その読み物教材の背景にあるものを知れば，
感じ方も変わってくるかもしれません。学年が違えば，
より子供が考えやすい教材となるかもしれません。自作
の教材等を使った場合は，子供に，教材がどうだったか
を聞いてみることもいいかもしれません。

ポイント ２

教師にとっていい教材が，児童にとっていい教材とは限りません。大人は知識があるので

感じることも，知識が少なければ感じ方も変わります。
他教科での学びを考え，横断的な視点で教材を使う時期を考えると更に効果的な教材となるはずです。
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STEP４

指導過程の構想

いよいよ指導過程の構想です。指導過程は，次のような順番で考えます。

中心発問

補助発問
中心発問が，より効果的な発問

ねらいとする内容を考える発問

となるように補助する発問

まずは，中心発問を考えます。中心発問一つだけで授業が広がり，深まることが理想ですが，なかなかそ
うはいきません。必要であれば，児童生徒の実態に応じて補助発問を考えます。中心発問を効果的にするた
めに，知っておいていた方がいいこと，押さえておきたいことを補助発問で押さえます。
中心発問って教材の中のどの部分を使うとか決まっているのかな？
中心発問を考える上で押さえておくべきことは何だろう？
中心発問はその教材のどこを使うべきといったことは
ありません。
児童生徒がねらいとする内容を考えやすい場面や題材
を選ぶことが大切です。

ポイント １
読み物等の山場が中心発問場面とは限りません。

ポイント ２
クラスごとに盛り上がりやすい話題は異なります。クラスの実態に応じて発問を設定しましょう。

中心発問がこれでいいかどうか迷ったときは，発問から，特定場面や特定状況
を外して，授業者が考えさせたい内容になっているか確認しましょう。
例）発問：ブラッドレーはどのような思いから，「このお金は返します。」と
言ったのか。
この発問から場面・状況を抜くと
ブラッドレーの気持ちを聞いている。
指導過程は，中心発問

展

→

開

主題のねらいを達成するため
の中心となる段階であり，中
心的な教材によって，児童生
徒一人一人がねらいの根底に
ある道徳的価値の自覚を深め
る段階
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補助発問

＊「わたしたちの道徳」ブラッドレーの請求書より

と考えますので，必然的に次のような流れで考えます。

導

入

主題に対する児童生徒の興味
や関心を高め，ねらいの根底
にある道徳的価値の自覚に向
けて動機付けを図る段階

終

末

ねらいの根底にある道徳的価
値に対する思いや考えをまと
めたり温めたりして，今後の
発展につなぐ段階

STEP５

一人一人を生かす方法を考える

● 一人一人の感じ方や考え方が生かされ，学び合うことができる工夫をすることが大切です。
考える時間を確保する
自分の考え方や感じ方と向き合うためには時間が必要です。教師
としては不安になりますが沈黙の時間も必要です。考える時間を十

すぐに手が上がることより
も，児童生徒の悩む時間を確
保しましょう。

分に確保しましょう。
考える時間を確保することが大切です。
発問をした後にすぐに書き出す，すぐに
手が上がるのは，観念的な理解である可
能性があります。
書く活動
書く活動を吟味する必要があります。何のために，何を書くのかを明確にしましょう。
例）
何のために

どの様に

どのタイミングで

自分の考えをまとめるために

文章で

授業の終盤で，中心発問の場面で

他者の意見で気になったことを

メモ，箇条書きで

中心発問の場面で

自分の意見を出すために

メモ，箇条書きで

中心発問の場面で

書く活動は１時間のうちに１～２回くらいがいいかもしれませんね。
また，文章をきれいに書くことが目的ではありません。書く力を見る場
面とならないようにすることが大切です。

教材の言葉を使った発問の工夫

発問をすると，すぐに教材に目がいき，
教材の言葉で答える子が多いな。

そのような時は，教材の言葉を発問にあらかじめ入れ
るといいですよ。

例）発問：一冊のノートには，祖母のどのような思いが込められているのだろうか。
＊「私たちの道徳」一冊のノートより

「あと十年，いや，せめてあと五年，何とか孫たちの面倒を見なければ。」と書かれた
一冊のノートには，祖母のどのような思いが込められているのだろうか。
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STEP６

板書を生かす計画を立てる

ねらいにかかわって，指導の意図や教材の内容の整理，児童生徒の感じ方や考え方の整理を視覚的にする
ために，板書を有効に使用することを検討します。学習指導過程との関連を持たせて計画を立てます。
どのように書いていけばいいのかな？
縦書きがいいのかな？横書きがいいのかな？
順番に書けばいいのかな？
縦書き横書き，特にきまりはありません。
順番に書く必要もありません。児童生徒が考える補助
となるように，構造的に書くことが大切です。
例）

枠を作り，35回
の授業を意識する
ことも大切です。

STEP７

事前，事後の押さえや指導を考える

道徳の授業は道徳教育の要です。これは，「特別の教科

道徳」となっても変わりません。授業の中だけで

なく，事前の実態把握に始まり，日常的な指導につなげます。また，事後の様子を見て，児童生徒に足りな
いこと，考えさせたいことにつなげます。特別活動と道徳は両輪といわれています。
事前，事後の指導は，道徳の授業をどの
ように日常生活や他の教科と結びつけるか
が大切なのですね。
そうです。ただし，気を付けなければならないことも
ありますよ。「第１章 概要」のP.８を確認しましょう。
扇を忘れてはいけません。事前事後の指導といっても道
徳の授業が行事などの事前指導のためにあるのではあり
ません。
また，授業では，内容項目を計画的，意図的に扱うこ
とを忘れてはいけません。
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まとめ
授業を考える上でのポイントは，児童生徒が道徳的価値について考えることです。児童生徒に考えさせた
いことを実態から教師が明確に持つことが必要です。児童生徒が考えやすいように教材を吟味し，発問を工
夫します。次の７つのSTEPから構想を考えましょう。

STEP １

STEP ２

STEP ３

STEP ４

STEP ５

道徳的価値（内容項目）＋

様相

指導観の明確化

価値観 ＋ 児童生徒観 ＋ 教材観 ＝ 指導観

教材の吟味

教師の思いと児童生徒の実態（知識等）

指導過程の構想

中心発問 → 補助発問（必要であれば）
展開 → 導入 → 終末

一人一人を生かす方法を考える

「考え，議論する道徳」，考える時間，書く活動

板書を生かす計画を立てる

順番に書くのではなく，構造的な板書

事前，事後の押さえや指導を考える

意図的，計画的な指導を日常生活とつなげる

STEP ６

STEP ７

ねらいの検討

授業づくりで大切なことが分かりました。これで授
業が作れそうな気がします。なんだか，道徳の授業をし
たくなってきたぞ。

迷ったときには，周りの先生に相談しましょう。教師
自身が一面的な考えになっては本末転倒です。教師自身
が，多面的・多角的な視点で，授業を作ることが大切です。

教師が何かを教えるというよりは，考える題材を与え，ともに道徳的価値について考えるということが
大切です。児童生徒が考えや感じ方を交流し合いながら，自分との関わりの中で道徳的価値について考え
たり，もう一度考え直したりすることを通して，自分の考えを，より明確にしていく場とすることが大切
です。
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第６章

道徳科の評価

子供の成長のために

道徳がいよいよ教科になるなあ。道徳の評価って何
だろう？不安だなあ…。

そうね。たしかに今まで評価を意識してこなかったか
ら不安になるでしょうね。でも，基本を押さえると全然
難しいことはないのよ。一緒に見ていきましょう。
● 評価の意義（何のために評価する？）

児童生徒が自らの
成長を実感し,更に意
→ 自己の成長や変容を実感し，意欲の向上につなげるもの。
欲的に取り組もうと
◆教師にとって
するきっかけとなる
→ 目標や計画，指導方法の改善・充実に取り組むためのもの。
ような評価を目指す
指導に生かされ，児童生徒の成長につながる評価でなくてはならない。 ということです。
◆児童生徒にとって

指導と評価の一体化を考えていくことが大切
● 評価の位置づけ（道徳教育全体の評価と道徳科の評価の違いって？）
学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の成果として行動に表れたもの。

➡

指導要録の「行動の記録」

➡

指導要録に専用の欄

道徳科の目標に照らして学習状況や成長の様子などを記述。

※通信票…法的規定はなく，各学校（校長）の判断。
● 基本的な考え方（これだけは押さえておこう）
① 記述式で行う。
×数値による評価（３２１，ABCなど）

道徳科の
評価欄

② 大くくりなまとまりを踏まえた評価とする。
×個々の内容項目ごと
③ 個人内評価とする。（いかに成長したかを積極的に受け止め励ます）
×他の児童生徒との比較による相対評価
×目標の到達度を段階別に判定する目標に準拠した評価
④ 学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと
発展しているか，道徳的価値の理解を自分自身との関わりで
深めているかといった点を重視する。
⑤発達障害等のある児童生徒への必要な配慮をする。
障害特性に合わせた継続的な配慮

なるほど。他教科，領域の
評価,いわゆる目標準拠の評価
とは違うのですね。道徳科で
は，子供一人一人の「よさ」
や「成長の様子」を大事にす
るということですね。

⑥ 入学者選抜の合否判定に活用しない。
「各教科の評定」や「出欠の記録」等とは基本的な性格が異なる。
調査書には記載しない。
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道徳科の評価の考え方は分かったぞ。じゃあ，1時
間の授業の中では何をしたらいいのでしょう？
そうね，評価だけにとらわれず，指導と評価を一体化
するために，まずは「考え，議論する道徳」に向けた授
業づくりや工夫をしていくことが大切ね。
小学校実践例
１

主題名

みんな仲間

道徳の内容Ｃ－13

２

資料名

同じ仲間だから

３

本時のねらい

誰に対しても分け隔てなく接するための判断力を高める

４

本時の学習過程

出典：文部科学省「わたしたちの道徳」

導入

学習活動・主な発問
１

資料に興味を持たせ判断場面に意識を向ける。

２
３

教師の範読を聞き，場面を押さえる。
話し合う。

もしも，とも子がひろしに賛成し，光夫
が体育を休み，２組が競技で勝ったとき，
光夫，ひろし，みんなはどんな気持ちか。
【ひろし】

【みんな】

【光夫】

勝ててうれしいけど僕は参加
してないから，僕も参加して勝
てたらうれしかった。
なんで休まなければな
らなかったのだろう。

展 開

ポイント２
不公平な判断が信頼関係や集団活
動に支障をきたし，いじめにつながる
ことに気付くような基本発問の工夫

初めて勝ったぞ。光夫
がいないおかげで勝った。
次も休ませよう。

居心地が悪い。ひろしが光
夫を仲間はずれにしようとす
ることを考えているから。
心がぎすぎすしているか
らいじめも増えてしまう。

自己を振り返る。

迷ったけど「仲間だから」と考えたこ
とは？
終末

５

ポイント１
不公平な判断がもたらす周囲への影響
を考える中心発問の工夫

なんで光夫だけ休
ませたんだろう。

このクラスって
どう思う？

４

児童の心の動き

勝てたから光夫を
休ませて良かった。

光夫を外して休ませて良
かったって思う人がいるか
ら，これからも仲間はずれ
にしたり，それがだんだん
激しくなったりしていじめ
になっていく。

５

公正，公平，社会正義

友達チェーンをＢＧＭに合わせて見る。

本時の授業評価（授業改善の視点）

友達に「あの子とは関わらないで」と
言われたけど，だめだよと注意できた。
ポイント３
道徳的価値を自分との関わりで捉え，
日常生活につなげる教材の工夫

・不公平な判断をしたことの影響を，三者の立場で考えられるような発問だったか。
・公正，公平，社会正義について，自分自身との関わりで考えられるような発問だったか。
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中学校実践例
１

主題名

志高く生きる 〔

Ａ

希望と勇気，克己と強い意志

２

資料名

３

本時のねらい 「風に向かって立つライオンでありたい」とは，どういう生き方なのかを考えるこ
とを通して，志高く生き，困難や失敗を乗り越えて，自分の人生を切りひらき挑戦
し続けようとする道徳的実践意欲を養う。

４

本時の学習過程

「風に立つライオン」 出典：中学生の道徳３

導入

学習活動・主な発問
１

登場人物の立場を想像してみる。

２
３

資料を読む。
ペアで話し合う。

【発問】
風に向かって立つライオンでありたいと
はどういう姿をいうのだろう。
４

自分の夢をかなえるために
挑戦している。
どんな困難にも立ち向かっ
て自分らしく堂々と生きたい。

周りに反対されて
も信念を曲げない。

どんなに難しいことが
あってもチャレンジする。

展
開

ポイント１
自分と違う考えや立場を理解し，自分の
考えを深めるためのグループ活動の工夫

ポイント２
主人公の悩み，葛藤に着目し，
理想を追い求めることの素晴ら
しさを実感できる発問の工夫

自分の理想を実現させ
るためにどんなことでも
あきらめられる心。

自分の理想に自信を
持つ。あきらめない心。
あきらめること
も大事？
５

グループで出た考えを発表する。

６

教師が説話をする。 ポイント３

幸せになるためにはね。

C：まっすぐな心を持つ。探究心を大切にする。
C：強い心を持つ。信念を曲げない。

終末

主人公の生き方から自分の将来の生き方につなげ
るような説話の工夫

自分の夢をかなえるため
にはあきらめなければなら
７ 今日の授業を振り返って，
ワークシートに記入する。 ないこともあると思った。
５

自分をのばす （廣済堂あかつき）

生徒の心の動き

グループで話し合う。

【中心発問】
僕が自分の理想を実現させようとしたとき，
大切にした心は何だろう。

〕

自分は今，部活の強い学校を選ぶか，
学業を優先させるか悩んでいるけど，
どちらが大切か自分の気持ちに嘘をつ
かないことが大切だと思った。

本時の授業評価（授業改善の視点）
・自分と違う意見や立場について考えられるような対話の場となっていたか。
・授業を通して，これから自分が大切にしたいことを考えられるような発問だったか。
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授業の中で子供たちが道徳的価値について考えを広げ
たり深めたりするような手立てを工夫することで，子供
のよさを引き出すことができるのですね。
では，授業での子供の学習の様子を記録する方法を考
えてみましょう。

評価の具体例

友達の考えを記入
することも可

評価するために（何を使って？）
ワークシートの活用
● 議論を活発にし，思考を深める中心場面で，
自分との関わりから考えて記述
● 授業の指導過程に応じた構成
● 多様な形式を工夫
・絵で表す
・手紙を書く

など

道徳ノートの活用
● 児童生徒の成長の軌跡が見える内容構成
● 教材に関わる内容ではなく，授業を通して児童生徒の
心が受け止めた内容を記述
・自己評価
・テーマについて考えたこと
・友達の発言から影響を受けたこと
・自分の考えが変わったこと，新しく発見したこと

など

名簿や座席表の活用

授業中の机間指導で，子供たちの学習の様子を記録
児童生徒の学習の
様子を記入する

欲張らずに1時間に
2～3人程度を記入する

短 い 言 葉 で，
簡単に

チェックなど
マークの活用
学習の様子をキーワードで
（簡潔に，印象に残ったことを）
発言，記述との関連 → 多面的な評価へ
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その他の活用

他にもこんな例が…

児童生徒のよさを見取る方法は一つではありません。担任の先生が取り組みやすい，継続しやすい方法を
見つけましょう。

ネームプレートを貼って
一人一人の考えを記録する。
児童生徒の発言
を記録する。

児童生徒の記述を取
り上げ紹介し記録する。
おたよりを利用する例

板書を利用する例

略案を利用する例

発達障害等のある児童生徒への配慮
障害による特性
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具体的な配慮例

●抽象的な指導内容が理解しにくい。
●知識が断片的になりやすく，
応用が難しい。

・子供の興味・関心や生活に結び付いた具体的な題材を設定。
・動作化，劇化など実際的な活動を取り入れる。
・具体的な用語の使用。
・理解を促すための絵カードや文字カード，パソコンの活用。
・視覚を活用した，写真や図面，模型，実物等の活用。
・教材文の順序を分かりやすく提示。

●聞こえにくい。

・補聴器等の効果的な活用。
・身振り，簡単な手話等の活用。
・分かりやすい板書。
・教科書の音読箇所の位置の明示。
・必要な情報を視覚的な情報で提示。
・話合いの内容を確認するため書いて提示。

●見えにくい。

・文字の拡大。
・読み仮名の付加。
・話し方の工夫。
・文の長さの調整。

●文章を読むのがたどたどしい。

・文章を読みやすくするために体裁を変える。
・拡大文字を用いた資料。
・振り仮名をつける。
・音声やコンピュータの読み上げ，聴覚情報を併用して伝える。

●気が散りやすい。

・途中で忘れないようなメモの使用。

●注意の集中を持続することが苦手。

・学習内容を分割して適切な量にする。

●聞き逃しや見逃しが多い。

・目を合わせての指示。
・板書の工夫などによって情報を整理して提示する。

●相手の気持ちを想像することが苦手。

・他者の心情を理解するために動作化，劇化，役割演技を取り入れる。
・ルールを明文化する。

子供の記述や学習の様子が分かるようにワーク
シートや記録を取っておいたけど…。それからど
うすればいいのかなあ？
子供のよさや成長をどう見取る
か手順を考えていきましょう。

評価の具体例
●評価するために（どんな手順で？）
ワークシートをファイリングし
ておくと，後から振り返ることが
できます。その中で,特に目立つ
ところをピックアップします。

A先生の例

道徳ノート，ワークシートの記述の蓄積から子供の変容を見取る
【第10回】

授業の感想のみの記述

友達の考えをしっかり
聞いていたから自分の考
えが持てたのね。

・はじめは資料の感想だけ
だったけど…。
・発表は苦手だけど…。
・友達の役割演技を見て
～と考えていたんだ。

【第18回】

【第25回】

自分のこととして考えている記述

10回目までは授業の感想のみを書い
ていたHさんだけど，18回目あたりから
自分のこととして考えているみたいね。
授業での様子はどんなだったかしら？

（教師のメモ）
Hさん
友達の発表を聞い
て考えを広げていた
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B先生の例
略案に，児童生徒の発言，授業中の様子などを付箋でメモ
略

案

名

簿

付箋のメモから○○さ
んの授業での様子や成長
の様子が分かるぞ。

生き物を大切にしたい

メモが全くない子は
ワークシートの記述を参
考にしよう。

発表あり
個人毎に付箋を整理し，メモを蓄積していく

ポイント

一つの方法で評価するのではなく，いくつか

評価のポイント（例）

の方法を組み合わせることで，児童生徒の姿が

・自分との関わりで考えている。

より明確になり，多面的な評価へとつなげるこ

・友達の考えを聞いて，自分の考えを深めている。

とができます。

・自分の考えを見直している。
・自分と違う立場の考えを理解している。
・学習した道徳的価値に関わって，少しでも自分を
よくしていこうとしている。
子供自身の自己評価を蓄
積しておいて，学期末など
に見返すことで，子供が，
自分自身の成長を実感する
ことができるわよ。
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どうしても記録が残らない子っ
て出てこないか心配だなあ。

毎時間の記録を重ねてパラパラ漫画のようにめくってみると…

記録のない子供がい
ることが見えてきま
す。
次時はその子の学習
の様子を意識して見て
いくことができます。

学年で協働して評価す
る方法もあるわよ。

Ｔ２として参加しながら授業をサポート

Aさんはワークシートにあまり書
いていないけど，ペアトークでは，
自分の経験から話していたよ。

グループでの話し
合いで何を話すのか
絞るとよかったね。

学年でワークシートや指導案を共有して授業

どのような気持ちから行動に移したかを見
取るのは難しいですね。例えば，満員電車で
席を譲った時に，思いやりから？公共の精神？
礼儀？それとも譲りなさいと言われたから？
人の心の中はのぞけないですね。そのため，
内容項目，道徳的価値について，評価するこ
とは出来ないのです。
ですから，道徳的価値について考える授業
の中で，どのように学習活動
に取り組んだのかを見取り，
それを評価（励まし）とする
のですね。

学年で指導方法や評価を検討
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実践事例
主 題 名

読み物教材の登場人
物への自我関与が中
心の学習

温かい心を大切に

２－（２） 思いやり，親切

教材名（実施学年） 「一さつのおくりもの」
（東京書籍

小３）

1 ねらい
相手のことを思いやり，進んで親切にしようとする心情を育てる。

2 主題設定の理由
（１）ねらいとする道徳的価値
人と人とのかかわりによって成り立つ社会において，私たちがよりよい人間関係を築いていくために
は，自分のことばかりを考えたり，自分の思いだけを主張したりせずに，お互いが相手に対して思いや
りの心をもって接することが大切である。思いやりの心は，相手が置かれている状況を理解し，気持ち
を推し量ることから生まれ，人間関係を温かいものにしてくれる。自己中心的な言動をとる傾向にある
現代の子供たちにとっては，相手を思いやり，親切にする心を培うことがより重要だと考える。また，
子供たちは，困っている相手の気持ちに気付かなかったり，親切にしたい気持ちがあっても恥ずかしさ
が先立ってなかなか行動に移せなかったりする弱さも見られる。人に親切にするには，まず，相手に対
する温かい心をもつことが大切であることを感じ取らせたい。
（２）児童の実態
本学級の児童は，クラスに困っている友達がいるとかけよって助けたり，掃除が終わると友達のラン
ドセルを運んであげたりと，親切な行いをできる児童が多い。しかし，自己中心的な言動を取りがちな
場面も見られるので，その都度，相手の気持ちを考える大切さや，自分はどのように行動すればよかっ
たかなどを考えさせ，思いやりのある言動がとれるように声掛けをしているところである。
「思いやり，親切」については年間3時間学習することを計画している。３年生に進級し，最初の道徳
の時間に「やさしい人大さくせん」を学習し，１年間を通して「やさしい人大作戦」を実行していこう
と意欲付けを図った。日常の実践としては，帰りの会の「ほめほめタイム」の時間に親切な行いを出し
合ったり，掲示板に「思いやりの木」を掲示し，身近にあった親切を木の葉に書いたりして「やさしい
人大作戦」を継続している。「親切」に対する実践力が高まってきた児童も多いが，なかなか行動に移せ
ない児童もいる。そこで，本教材の温かさを通して，親切にすることの良さや難しさを考え，主人公に
自分を重ねながら，相手のことを思いやり進んで親切にしようとする心を育みたい。
（３）教材について（略）

3 ねらいに迫るための指導の工夫
ポイント
ポイント11［教材提示の工夫］
3年生という発達段階を考え，より児童が教材にスムーズに入れるように，教材の視覚化，焦点
化を図り，教材への自我関与を促します。
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ポイント
ポイント21［発問構成の工夫］
効果的な導入により，教材に入り込んだ児童が，主人公に自我関与できるような発問を工夫しま
す。本を「あげたい」
「あげたくない」という二つの気持ちの間で揺れ動く主人公に自分を重ね合
わせ，道徳的価値を深める発問へとつなげていきます。

4 本時の指導
◇学習活動

■予想される児童の心の動き

・指導上の留意点
・
「思いやりの木」に書かれている児童の行為や
気持ちを出し合うことにより，内容への動機
付けを図る。

２「一さつのおくりもの」を読んで話し合う。

・自分との関わりで教材を考えさせるため，分
割せずに全文を通して読む。

導入５分

１「思いやりの木」から身近な親切について話
し合う。

クマタは，この絵本のどんなところが気に入っていますか。

（１）クマタがこの絵本をどう思っているか考える。 ・クマタが，この本をとても気に入っているこ
■キツネの子がリスの子に，自分の好きな
とをキツネの思いや行為から気付かせる。
貝がらをあげたところ。
・でも，自分はキツネの子のようにできないと
■キツネちゃんのやさしいところ。
言っていることをおさえる。
■キツネちゃんのえらいところ。
展開
分
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クマタは，ひとばん，どんなことを考えたのでしょうか。
（２）ふかみどり村で大変なことが起きたと聞い
て，クマタは，ひとばんどんなことを考えたか，
本を送ることに決めたのは，どんな思いから ・ふかみどり村では，大変な思いをしているこ
なのかを話し合う。
とを想像することによって，クマタの心情を
考えさせる。
■ふかみどり村の子は大変だなあ。
■自分にできることはないかな。
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◇学習活動

■予想される児童の心の動き

「貝がらのおくりもの」をあげたい。
■ふかみどり村の子に喜んでほしい。
■役に立ちたい。
■この本で元気になってほしい。
どうしよう…

・指導上の留意点
・「本をあげたいけれど，あげたくない。どうし
よう。」と迷っている心の中を十分に考えさせ，
ワークシートに記入させる。
・ペアで話し合った後，全体で話し合う。

「貝がらのおくりもの」をあげたくない。
■「貝がらのおくりものは」あげたくないなあ。
■この本はぼくのお気に入りだしなあ。
■キツネの子に会えなくなるなあ。

■やっぱり，送ろう！
■ふかみどり村の子供のために，ぼくができる
ことはこれだ！

・一晩悩んだが，自分のことより，相手のこと
を考えて，送ることに決めたことを確かめる。

クマタが，自分の一番大切なものをあげられたのは，
クマタがどんな心を持っていたからでしょうか？
展開

（３）クマタの思いや行為から「親切」にすると
きの心について考え，話し合う。
■やさしい心
■思いやりの心
■温かい心
■相手を思う心
40

分

ササエの手紙を読んだクマタは，どんな気持ちになったでしょうか。
（４）手紙を読んだクマタの気持ちを考える。
■喜んでくれてよかった。
■本を送ってよかったな。
■キツネの子のようと言われてうれしい。

・自分の気持ちと行為が相手に届いたときのう
れしさに気付かせる。
・ササエの優しさにも触れ，思いやりは二人の
心をつないだことにも気付かせたい。

３自分の生活を振り返る。

自分だったら，クマタのように考えて行動することができるかな。
■できる！
■そうやってみたい！
■ちょっとむずかしいな。

自分の生活では，進んで親切にできているかな。

終末５分
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■友達が困っているとき，手伝ってあげてよかっ
たな。
■困っている人がいても，手伝えなかったな。

・これまでの自分の生活を見つめ，ワークシー
トに書かせる。

４教師の説話を聞く。
相手を思いやる大切さについて話す。

・クラスの中で出会った思いやりある行動や「○
○な心」について話す。

5 本時の授業評価
・主人公に共感し，自分との関わりで相手を思いやり進んで親切にしようとすることについて考えられるよ
うな発問だったか。

6 板書計画

7 ねらいに迫るための指導の工夫
自我関与とは，道徳的価値に照らし合わせ，登場人物の判断や心情を自分との関わりで捉えることだと考
えました。
本時の授業では，「自分だったら」という視点を入れて発問を組み立てました。そして，中心発問は主人公
が悩んで行動を決定した場面とし，
「どうして，主人公は本を送ることに決めたのだろうか。」としました。
大変な状況の子供たちがいる，困っている子供たちがいる，ということを十分に想像させ，相手の身になっ
て考えさせたいと思ったからです。
展開後段では，自分を見つめさせるために「自分だったら，主人公のように考えて行動できるだろうか。」
と発問しました。「困っている人のために，自分もやってみたい。何か手伝いたい。」と答えた児童が多くい
たことから，ねらいに迫れたのではないかと考えます。
読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習では，教師が，道徳的価値の内容を深く捉えること，児
童が登場人物へ感情移入して考え，話し合いができるように発問構成の工夫，板書の工夫，話合いの仕方の
工夫などを手立てとして考えることが重要であると感じました。
実践から学んだこと
道児童生徒の実態を考え，内容項目について何を考えさせたいのか，子供たちに足りないものはどこ
なのかを明らかにし，道徳性の様相を選ぶことが重要です。
道徳性の様相が違えば，教材が変わったり，同じ教材でも中心発問の場面が変わったりするかもしれ
ません。目の前の児童生徒に足りないもの，伸ばしたいところをきちんと捉えることが大切です。
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実践事例
主 題 名

問題解決的な学習を
取り入れた指導

公共のマナー

４－（１） 規則尊重，公徳心，権利義務

教材名（実施学年） 「シンガポールの思い出」
（ぶんけい

小６）

1 ねらい
みんなが快適に生活するために，公徳心を大切にしていこうとする意欲を高める。

2 主題設定の理由
（１） ねらいとする道徳的価値
公徳心とは，社会の一員として，公共のマナーや利益を守ろうとする心である。「人に迷惑をかけない」
「公共物を大切にする」といった公徳心は，社会生活上のルールや基本的なモラルなどの倫理観並びに遵
法の精神につながり，社会や集団の中で気持ちよく生活していくための重要な要素である。
一方，法やきまりは，トラブルを未然に防いだり，解決したりするために，成文化したものであり，
誰もが守るべき規則である。
この時期の児童は，他律的な考え方から自律的な考え方への変容が見られるようになる。しかし，意
識と行動が一致しない場面もしばしば見られ，きまりは知っていてもその場の雰囲気に流されたり，き
まりを自分の都合のいいように解釈したりすることもある。
このような傾向のある児童にとって，マナーやきまりについて考えさせ，法やきまりの意義を理解し，
遵法精神を育てることが大切であると考える。
（２） 児童の実態
４月当初は，自分本位な考えや言い分で，きまりや時間を守らなかったり，周りに流されて正しい行
動ができなかったりする児童が見られた。しかし，運動会，修学旅行，陸上記録会など，大きな行事を
経験する中で，励まし合うこと，協力し合うことの大切さを学んできた。そして，多くの人たちとの関
わりの中で，自分たちは成長しているということを実感できるようになった。また，委員会やクラブ活
動などで中心となって働く姿や，下級生からは憧れの存在として見られていることに気付き，模範とな
る行動をとろうとする姿が見られるようになった。
しかし，きまりを守ることについては，「守ることでみんなが楽しく過ごせる。」「みんなに迷惑がかか
るから守る。」といった考えが半数を占める中で，「きまりだから守る。」「守らないとおこられるから守
る。
」といった他律的な考えできまりを守っている児童も３～４割存在する。小学校生活も残り４か月と
なり，この時期に改めて「きまりを守ることの意味」について考えさせることを通して，自律的にきま
りやマナーを守ろうとする意識を育てていきたい。
（３） 教材について（略）

3 ねらいに迫るための指導の工夫
ポイント
ポイント11［問題設定の工夫］
本時では，児童が自ら問題意識を持って主体的に考えられるような問題設定を行います。まず，教
材を読んだ後，「わたしは何が気に掛かっているのか。」と投げ掛け，本教材で問題になっていること
を確認します。その上で，「この時間に考えるべき道徳的問題は何なのか。」を明確にしていきます。
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ポイント
ポイント21［主体的かつ協働的な話合いの工夫］
「きまり（罰金）があった方がいい。」という考えと，「何でもきまりにすればいいわけではない。」
という考えのどちらに賛成するのかを問います。まず，一人一人が自分の考えをノートにまとめ，
それを基にグループで話し合います。その後，全体で話し合うことで，一人一人が主体的に話合い
に参加できるようにします。
その後，シンガポールに住む人たちの思いを考えさせます。罰せられるからだけではなく，「み
んなが気持ちよく生活するためにきれいにしているのではないか。」「シンガポールの町がきれいな
ことがうれしいのではないか。」など，本時のねらいとする価値に迫れるようにしていきます。

4 本時の指導
段階

◇主な学習活動と発問 ■予想される児童の心の動き
１

導入

学校のトイレや教室のマジックを入れてい
るロッカーなど，みんなで使う場所の写真を
見て話し合う。
■みんなが片付けないから汚れている。
■使い方が悪いから散らかっている。

・指導上の留意点
・日常的に汚れている場所の写真を提示し，気
付いたことを出し合わせることで，本時の教
材への関心を持たせていく。

２ 「シンガポールの思い出」を読んで話し合う。
（１）問題になっていることは何かを話し合い，
問題設定を行う。

わたしは何が気に掛かっているのでしょうか。

展開

■きまりが厳しい方がいいのか，厳しくない方
がいいのかで悩んでいる。
■きまりが厳しくてもきれいな町になるならい
いと思っていたけれど，そうではないのだろ
うかと悩んでいる。
■町をきれいにするためにはきまりが必要なの
に，丹野さんの言葉を聞いて，どうしたらい
いのかと悩んでいる。

・児童から出された意見を基に，きまりが厳し
いことによってシンガポールがきれいな町で
あることや，日本には町をきれいにするため
の厳しいきまりがないこと，町が雑然として
いて汚れていることをおさえる。

ポイント 1

学習問題：日本の町をきれいにするためにきまり（罰金）はあった方がいいの
だろうか。
（２）学習問題について自分の考えを基に話し合
う。

「きまり（罰金）はあった方がいい」という考えと，「なんでもきまりにすればいいとい
うわけではない」という考えのどちらに賛成しますか。
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段階

◇主な学習活動と発問 ■予想される児童の心の動き

・指導上の留意点

ポイント 2

展開

①グループで話し合う。
・付箋紙に自分の考えをまとめた上で話し合う
〈きまり（罰金）はあったほうがいい〉
ことで，みんなが主体的に参加できるように
■きまりはあった方がいい。その方がきれいに
する。
なる。
・グループの話合いでは，ホワイトボードに付
■きまりを守らなければ罰せられるからみんな
箋紙を貼っていき，出された考えを整理して
がきれいにするようになる。
いく。
■本当に気持ちよく生活したいという気持ちが
あったなら，たとえきまりが厳しくても納得
できると思う。
〈
「なんでもきまり」に反対〉
■きまりがなくなったらきっと「まあいいや」
という考えで汚くなると思う。
■きまりばかりだときゅうくつになる。
■きまりがあるからきれいにしているだけで，
心からきれいにしようと行動しているのとは
違うと思う。
②全体で話し合う。
◇グループでの話合いを通して自分の考えが変
わったり，新たに考えたりしたことなどを交
流する。

シンガポールの人たちは，罰金を取られるから町をきれいにしているのだろうか。
■みんなが気持ちよく生活するためにきれいに
しようとしている。
■町がきれいなことがうれしいのではないか。
■きれいな町であり続けることに誇りを持って
いるからきれいにしている。

３

終末

４

今の自分を振り返りながら，考えたことを
まとめる。

教師の説話を聞く。

5 本時の授業評価
シンガポールのきまりを基にして，公徳心の大切さについて考えられるような話合いを設定できたか。
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6 板書

7 授業を終えて
授業づくりの際には，内容項目に含まれる複数の価値の中から，ねらいたい価値を決定します。
内容項目４－（１）には，「①公徳心をもって②法やきまりを守り，③自他の権利を大切にし，進んで義務
を果たす」とあります。この中で，子供たちに重点的に考えさせたいことはどれなのかを授業者が明確に持
つことで，授業がねらいからずれにくくなります。
本時では，
「①公徳心」に絞り込み，主題を「公共のマナー」としました。授業で考えさせたいことは，「日
本の町をきれいにするためにきまりはあった方がいいのだろうか。」ということです。
教材を読んだ後「わたしは何が気にかかっているのだろうか。」と投げかけ，子供たちと教材の中で問題と
なっていることを把握し，学習問題を設定しました。学習問題に対して，「きまりがあった方がいい。」
「なん
でもきまりにすればいいわけではない。」のどちらに賛成するか，一人一人考えをノートにまとめた後，グルー
プで考えを交流し，学級全体で話し合いました。
問題解決的な道徳の授業は，ねらいとする価値と学習問題にずれがないようにすることが大切です。また
子供たちと一緒に学習問題を設定することにより，子供たちが主体的に深く考えることにもつながっていく
と思います。
実践から学んだこと
問題解決的な学習の成立条件は，教材に解決したくなる問題が含まれていることです。この実践では，
問題となることを全員で確認し，その上で，本時でねらう道徳的価値を明確化し，見出だされた問題を
どうすれば解決できるか，児童が主体的に考えられるよう工夫しています。その後，どれがよりよい解
決方法か比較検討し，
「シンガポールの人々は罰金を取られるから町をきれいにしているのか。」と揺さ
ぶりの発問をし，ねらいとする価値に迫っていったところも工夫されています。
問題解決的な学習では，問題を解決することがねらいではなく，児童がよりよく生きようとする意欲
や態度にまでつなげていくことが大切です。そのためには，今後の生活で道徳的な考えをどのように生
かしていくかを問うなどの，一人一人が自分との関わりで考えるような終末の工夫も必要になってきま
す。
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実践事例
主 題 名

読み物教材の登場人
物への自我関与が中
心の学習

きまりを守る

４－（１）法の遵守，権利義務

教材名（実施学年） 「元さんと２通の手紙」（廣済堂あかつき 中3）

1 ねらい
きまりを遵守し，確実に義務を果たすことでよりよい生活をつくろうとする道徳的実践意欲を高める。

2 主題設定の理由
（１）ねらいとする道徳的価値
社会生活を維持し，よりよいものにするためにも一人一人が他人の権利を尊重した上で自分の権利を
正しく主張するとともに，社会のきまりを守るなどの義務を確実に果たそうとする態度を育成すること
がとても重要である。中学生になると，社会の仕組みもある程度理解できるようになり，社会の中での
人間としての生き方についての自覚も深まってくるので，きまりについての意義を確実に果たそうとす
る意欲を高めることが重要である。
（２）生徒の実態
これまで集団生活を送る上でルールやマナーを守ることは安心して生活する基盤となることを学んで
きた。しかし最近，気の緩みから遅刻や服装の乱れなどが見られるようになってきた。アンケートを見
ると，ほとんどの生徒がきまりの必要性や意義について理解しているものの，実際の行動となると自分
に甘えが出てきている部分も見られる。また，きまりを守らない人に対して腹が立つと解答する者は多
いが，実際，学校のきまりを守っていない者に対して積極的に声を掛け合うという状況には至っていない。
これから生徒たちには自分で考え行動することが一段と社会から求められることになる。この機会に，
もう一度きまりを守ることの大切さと意義を確認し，よりより社会を実現するための意欲を持たせたい。
また，学校生活への慣れや油断から，時間を守ることができなくなったり，場に応じた行動ができなくなっ
たりするなど，きまりを守る意識が低くなることもある。社会の一員として他者の考えを認め，自分の
考えをしっかり持つことで，社会の秩序と規律を自ら高めていくものと考え，本主題を設定した。
（３）教材について（略）

3 ねらいに迫るための指導の工夫
ポイント
ポイント11［発問の精選］
限られた時間の中でねらいに迫るために，「発問を精選する」ことで，生徒が考えるための時間
をしっかりと確保でき，生徒一人一人が自分の考えを持ち，さらに他者の考えを聞く時間を十分に
取ることができます。また，他者の考えを聞くことで，別の視点からも考えることができ，自分の
考えを深めることにつながると考えます。
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ポイント
ポイント21［発問構成の工夫］
「自分なら」という自我関与を促す発問を入れることで，生徒を中心発問へ向かわせることをね
らいます。そこから，生徒の葛藤や考えの広がりから多様な考えが出るような発問へとつなげてい
きます。

4 本時の指導
◇学習活動

■予想される生徒の心の動き

◇事前アンケートの結果を見る。

身の回りのルールには，
どんなものがあるだろう。

・指導上の留意点
・事前アンケートを活用する。
・社会にはたくさんのきまりやルールがあるこ
とに気付かせ，学習課題への意識付けとする。

導入

■スポーツのルール
■交通ルール
■刑法・法律・憲法
■校則

◇登場人物の説明をする。
◇教材を範読する。
◇自分が元さんの立場ならどのような行動を
とったか考える。

・入園係の山田さんと佐々木さんと元同僚の元
さんについて簡潔に説明する。
・登場人物の心情を汲み取れるよう分かりやす
く範読する。（１０分程度）

あなたが元さんの立場だったら子供たちを入園させましたか。（入れる
ｏｒ入れない，を挙手させた後，その理由をワークシートに書かせる）

ポイント 1

・元さんの行動に賛成か反対か，理由を含めて
じっくり考えさせる。
・それぞれの意見を聞き合う。
展開

「自分なら入園させる」に挙手す
る生徒が圧倒的に多かった。
◇自分の考えを発表する。
■姉弟のために同じ行動をとる。
■自分なら一緒に園内を回ってあげる。
■規則は破れない。

「入園させない」とした少数派の
生徒の考えを聞くうちに，少しずつ
きまりを守ることの意義について気
付き出した。
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◇学習活動

■予想される生徒の心の動き

・指導上の留意点

ポイント 2
元さんが『この年になって初めて考えさせられたこと』とは何だったのだろう。
◇元さんが学んだことを考える。
◇ペアになりお互いの考えを共有する。
自分の考えを発表する。

展開
■規則を破ると，結局は多くの人に迷惑をかけ
ることになる。
■今回はたまたま喜んでもらえたが，規則に従
わないと何が起こるか分からない。
■情に流されることが，決して許されないとき
もある。
■規則を守ることがひいては姉弟を守ることに
なる。

・各自が義務を確実に果たすことで社会秩序が
保たれていること，結果がどうあれ，規則を
破ることは誤りであることを認識させる。
・保護者同伴でないことを知りながら幼い二人
の子供を入園させた。保護者同伴は子供の命
を守る為には絶対守らなければならない規則
であった。元さんの判断の甘さなどに気付か
せる。

姉弟を入れてあげることだけが思
いやりではない，ということと本当
の思いやりは姉弟の命を守ること
だ，ということに気付くことで，き
まりの意義を理解することにつな
がっていった。

本時の学習を通して感じたこと，考えたことを記入しましょう。
終末

◇本時の学習を通して規則について考えたこと
を，ワークシートに記入する。
◇教師の説話を聞く。

◇本時の学習を通して規則について考えたこと
を，ワークシートに記入する。
◇教師が説話をする。

5 本時の授業評価
●法やきまりの大切さや存在する意義について考えられるような話合いの場面が設定できたか。
●他者の考えを聞き，認めながら，自分の考えをしっかり持つことができるような発問構成だったか。
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6 板書計画

7 授業を終えて
今回の「元さんと二通の手紙」は範読に10分程度必要とする教材です。したがって生徒がしっかりと考え，
またお互いの考えを聞いて，さらに考えを深めていく授業にするために，発問の精選は大切であると考えます。
発問を精選する上で必要なことは，生徒が登場人物に自我関与しながら，ねらいに迫るための発問であるか
どうかです。さらに，そこから生まれる様々な生徒の考えに指導者は耳を傾け，受け止めることも大切だと
考えます。今回，最初は元さんの取った行動に賛成とする生徒が大多数でした。これは思いやりの心情であ
ることから，まずそこはしっかりと受け止めました。しかし少数派の考えや友達との語り合いを通して，生
徒は万が一何か起きた時に，その場の情に流されて入園させることが裏目に出てしまうことに気付きました。
さらに社会のきまりを守ることは，我々が守られるということにも気付き，元さんがはじめて考えさせられ
たことに思いが至りました。
そのためにはまず指導者がねらいをしっかりと理解し，ゆれ動くことなく授業を進めていくことの重要さ
を改めて感じました。
また中心発問について考えさせる場合，グループで考えを聞き合うことも効果的だと考えます。話合い活
動については，生徒の実態によっては難しい場合もあります。道徳の時間だけではなく，各教科や学年全体
で日頃から取り組んでいくことが大切だと痛感しました。また道徳の時間の話合い活動は，お互いの考えに
触れ，考えを深めることがねらいです。話合い活動という手立てそのものにばかり目を向けるのではなく，
多様な考えに触れ，考えを深め，ねらいに迫ることが大切であることを念頭に，効果的に取り入れていくこ
とが大切だと考えます。
実践から学んだこと
この実践では，生徒が自分と向き合い，道徳的価値にしっかりと向かうため，発問の数を精選してい
ます。ポイントは発問の質です。少ない発問で道徳的価値に向かわせるために，基本発問で自我関与さ
せることで，まずは自分と向き合い，中心発問で多様な考えに触れる中で，多面的・多角的に考えさせ
ることができました。発問の数を少なくすることは大事ですが，あわせて道徳的価値にまっすぐ向かう
ことができるような発問の質を高めることも大切になります。
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実践事例
主 題 名

郷 土 に 関 心 を 高 め，
生き方を考える問題
解決的な学習

自己を見つめる

１－（５）個性の伸長

教材名（実施学年） 「錺金具職人として」
（自作資料

中１）

1 ねらい
自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばしながら充実した生き方を追求しようとす
る道徳的実践意欲を養う。

2 主題設定の理由
（１）ねらいとする道徳的価値
本教材は，内容項目「１

主として自分自身に関すること」の「（5）自己を見つめ，自己の向上を図

るとともに，個性を伸ばして充実した生き方を追求する」に関連するものである。
これまでの自分や現在の自分，そして将来こうありたいという自分を静かに見つめ直すことは，自己
の向上を願って生きていく上で重要なことである。また，人には必ずその人固有のよさがあり，その個
性を生かし伸ばしていくことは，わたしたちの生涯をかけての課題である。充実した生き方は，自分の
人生への前向きな取組を繰り返す中で体得されていく。
そこで本実践では，自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばしながら充実した生き方
を追求しようとする道徳的実践意欲を育てていきたい。
（２）生徒の実態
入学当時は，小学校とは違う学校生活のリズムや他の小学校出身者との関わりなど，新しい環境に対
応できずに戸惑っている様子が見られた。しかし，学校行事や部活動などの様々な活動を通して，徐々
に中学校生活に慣れてきた。
その中で，入学前に思い描いていた自分の姿と，現在の自分の姿の違いに思い悩んでいる生徒も少な
くない。自分の欠点や短所にばかり目を向けるのではなく，自己を見つめ直しながら，優れている面に
も気付かせていきたい。そして，自分自身のよさや個性を大切にしながら，充実した生き方を追求して
いく意欲を持たせたい。
（３）教材について（略）

3 ねらいに迫るための指導の工夫
ポイント
ポイント11［生徒の実態やねらいに基づいた教材開発］
自分の欠点や短所にばかり目を向けるのではなく，自分自身を見つめ直し，自分のよさや個性を
大切にしながら，充実した学校生活を送ってもらいたいという教師の願いから，自己の問題として
捉え，問題解決的に生き方について真剣に考えられる教材づくりを目指しました。教材づくりでは，
①自分自身を見つめ直し，自分のよさや個性の大切さに気付けるもの
②自分と同じように悩み，苦しんでいる面に着目できる，自我関与がしやすいもの
の2点に気を付けて内容を吟味しました。
実際にインタビューをしたり，新聞・書籍などを
読んだりして得られた素材の中から資料を開発
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ポイント
ポイント21［中心発問の吟味］
考える時間を確保するために発問を精選し，中心発問は，主人公の人生が大きく転換する場面に
焦点を当て，
「どうして金具職人の修行を始めようと思ったのだろう。」とします。その際，主人公
のお父さんの言葉に着目させ，お父さんの言葉をきっかけに自分を見つめ直し，自分の素直な気持
ちに気付いた主人公の心の変容を捉えさせます。

4 本時の指導
段階

◇主な学習活動
◇

■予想される生徒の心の動き

・指導上の留意点

事前アンケートの結果を知る。

「自分を見つめ直す」のは，どんなときですか。

導入

■失敗したとき（けんか，テスト）
■悩みがあるとき（友達）
■大きな行事などが終わったとき
◇「仙台箪笥」について知る。

ポイント 1 ・時代背景が現代と違っていたり，職人の仕事

◇ 教材を読む。

◇ 八重樫さんの立場になって考える。

に関する専門用語が分かりにくかったりする
ことを考え，脚注を入れできるだけ読みやす
くする。

あなただったら，工場の手伝いをしますか。

展開

＜する＞
■家族全員が手伝っているから仕方ない。
■家族が困る。仕事ができなくなる。
■家族に頼りにされている。
■金具づくりの仕事が好きだ。
＜しない＞
■仕事が大変そうだ。
■好きなことがしたい。
■同級生のように遊びたい。

・中学生の時に工場の手伝いをしていたことを
確認させる。
・どちらの立場なのかを挙手させ，その理由を
ワークシートに記入させる。
・それぞれの意見を聞き合う。

◇ 自分の考えを発表する。
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段階

◇主な学習活動
◇

■予想される生徒の心の動き

・指導上の留意点

八重樫さんの思いを考える。

どうして（八重樫さんは）金具職人の修行をしようと思ったのだろう

ポイント 2

展開

■父に「一番向いている仕事だ」と言われ，自 ・コックの仕事を辞めて修行することになった
分でも金具づくりの仕事が好きだと気付いた。
ことを確認する。
■修行は大変だが，本当に好きな仕事のためな ・ワークシートを記入させる。
ら我慢できる。もう一度金具づくりに挑戦し
てみたいと思った。
■自分でもコックよりも金具づくりの仕事が向
いていると気付いた。
■コックの仕事をしてみて，どの仕事にも大変
なことがあると知った。
◇ グループになりお互いの考えを共有する。
◇ 自分の考えを発表する。
◇

本時のまとめをする。

展開

今日の学習を通して感じたこと，考えたことを記入しよう。
■自分を見直すことは，自分がこれから成長し
ていくために必要なことだと思った。
■授業を通して，自分の気持ちと向き合ったり
自分を見つめ直したりすると，本当の自分の
気持ちが分かると思った。

・ワークシートに記入させる。

5 本時の授業評価
自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばしながら充実した生き方を追求しようとする意欲
を持つことができるような教材だったか。

6 板書計画
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7 授業を終えて
４月に，夢や希望を抱いて中学校に入学してきた生徒たちが，学校生活に慣れてくるに従って，入学前に
思い描いていた自分と，現実の自分との間にギャップを感じ，思い悩んでいる姿を見かけるようになりまし
た。そのような実態の生徒たちに，自分の欠点や短所にばかり目を向けるのではなく，自分自身を見つめ直し，
自分のよさや個性を大切にしながら，充実した学校生活を送ってもらいたいと考えるようになりました。
そこで，地域社会に尽くし，人生を大切にして生きてきた先人の生き方を通して気付かせたいと考え，仙
台箪笥の錺金具職人である八重樫榮吉さんの生き方を教材にすることにしました。きっかけは，新聞に掲載
された「津波に負けず精進」という記事でした。
実際にインタビューをしたり，新聞・書籍などを読んだりして得られた素材の中から，八重樫さんが中
学時代に実家の金具づくりを手伝っていたこと，中学卒業後にコックとして就職したホテルを辞めて，金具
職人の修行を始めたことに焦点を当て，教材を開発しました。
また，指導にあたっては，考える時間を確保するために発問を精選し，中心発問は，主人公の人生が大き
く転換する場面に焦点を当て，「どうして金具職人の修行を始めようと思ったのだろう。」としました。
その結果，
「自分を見直すことは，自分がこれから成長していくために必要なことだと思った。」「授業を通
して，自分の気持ちと向き合ったり自分を見つめ直したりすると，本当の自分の気持ちが分かると思った。」
などという生徒の感想からも分かるように，主人公の生き方に自我関与し，自分の生き方を考えるだけでなく，
自分を見つめ直すという道徳の本質に迫りながら，本時のねらいに迫れたのではないかと思われます。
今回の授業実践を通して，生徒の実態に即した教材を開発し活用することで，ねらいについて深く考えさ
せることができるということが分かりました。
教材は，ねらいとの関連において生徒の心に響くものを多様に選択することが大切です。その中には，私
たち教師による自作教材も含まれます。これからも「生徒が感動を覚えるような教材の発掘」に努めていき
たいと思います。

実践から学んだこと
この実践は，授業者の「生徒に自分のよさや個性を見つめ直し，向上していってほしい」という願い
から生まれました。教材を作成する際には，学習指導要領に示されている教材の具備する要件に即して，
多様な教材を開発していくことが求められます。また，書籍や新聞等から教材を収集するだけでなく，
インタビューなどで直接聞き取りをすることで，主人公の葛藤や揺れ動く微妙な心情を教材に反映させ
ることができます。魅力的な教材は児童生徒を引きつけ，道徳的価値について考えを深めさせることが
できるという実践例です。
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資 料

道徳科

指導案

男○○名

日

女○○名は書かない

時：

平成○○年○○月○○日（○）

指導学級：

○年○組

指導者

○○

場
１

例

：
所：

○○名（人数）

○○

○年○組教室

主題名：原則として年間指導計画における主題名を記述する。

		
		

どのような道徳的価値をねらいとし，どのように教材を活用するかを構想する指導のまとまり。
「ねらい」と「教材（資料）」で構成した主題を端的に表したもの。

例１）小学校低学年
ねらい

主題名

：身近にいる幼い人や高齢者に温かい心で接し，親切にする

やさしいきもちで

教材（資料）：「はしの上のおおかみ」
例２）小学校高学年
ねらい

：誠実に，明るい心で楽しく生活する

自分自身に誠実に

教材（資料）：「手品師」
２

教材名 「

３

主題設定の理由

」（

出典：○○文庫

△△△△

（１）ねらいとする価値について（価値観）

）

学習指導要領に基づ

・主題のねらいを明確にする。

き，本時で考えさせた

・ねらいとする内容項目の意義。

い道徳的価値・内容項

・内容項目に対する教師の基本的な考え方。

目について書く

＊学習指導要領に基づいたものとする。
（２）生徒の実態（児童生徒観）

ねらいとする価値にか

・内容項目に照らし合わせた児童生徒の実態。

かわる児童生徒の実態

（これまでの学び，よさや課題）
・期待する児童生徒の姿。
・今までの他の教科等での指導との関連。

道徳的価値と児童生
徒の実態を踏まえた

（３）教材とその活用について（教材観）

教材の選定と効果的

・教材の概要や取り上げた意図。

な活用

・活用のポイント。
・児童生徒の実態を踏まえた指導の具体的な方策。
（ ・
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研究内容を踏まえた指導の具体的な方策

）

指導観

・社会から要請されている今日的な課題。

道徳的価値・内容項目+様相を入れる
４

本時のねらい
○○○○（道徳的価値・内容項目）

+

しようとする気持ちを育てる（道徳的心情）

+

しようとする心情を育てる （道徳的心情）

+

について判断する力を育てる（道徳的判断力）

+

しようとする意欲を高める（道徳的実践意欲）

+

しようとする態度を育てる（道徳的実践態度）

児童生徒がどのような学習

道徳的価値の自覚を深め

活動を行うのかを示す。こ

るための発問やそれに対

の欄に，教師の指導の意図

する児童生徒の予想され

を示すことが多い。

る心の動きを示す。

５

授業を効果的に展開していくために，
・指導に際して陥りがちな問題への対応
・理解しにくい点などについての指導の工夫
・教材の活用や指導法にかかわって配慮すべき事項

本時の展開

段階

学習活動

発問と予想される児童生徒の心の動き

指導上の留意点

導入

主題に対する児童生徒の興味・関心を高め，ねらいの根拠にある道徳的価値の自
覚に向けて動機付けを図る段階

展開

主題のねらいを達成するための中心となる段階であり，中心的な教材によって一
人一人がねらいの根底にある道徳的価値の自覚を深める段階

終末

ねらいの根底にある道徳的価値に対する思いや考えをまとめたり温めたりして，
今後の発展につなぐ段階

６

板書計画
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資 料

学習指導案チェックシート

１

主題名
ねらいと資料で構成した主題を端的に表したものを記述する。
本時の学習の概要が分かる主題名となっているか

２

……………………………………………………

□

ねらい
ねらいとする内容や道徳性の諸様相を端的に表したものを記述する。
本時のねらいが内容項目の文言と整合しているか

３

……………………………………………………

□

教材
指導で用いる中心的な教材の題名を記述する。なお，その出典を併記することが望ましい。

４

教材名が正しく記されているか …
… ……………………………………………………………………

□

出版会社，書名など教材の出典が明示されているか

□

…………………………………………………

主題設定の理由
１）ねらいとする道徳的価値（価値観）：ねらいや指導内容についての教師の考え方
解説の内容項目に関わる記述は参照したか … …………………………………………………………

□

内容項目の発達段階におけるポイントを参照したか

□

…………………………………………………

ねらいとする道徳的価値に関わる授業者の指導のポイントは
明示されているか …
… ……………………………………………………………………………………

□

２）児童生徒の実態（児童生徒観）：価値観と関連する児童生徒の実態と教師の願い
道徳の時間以外の教育活動でのねらいとする道徳的価値に関わる指導の
状況が示されているか（これまでどのような指導を行ってきたのか） … …………………………
道徳の時間以外のねらいとする道徳的価値に関わる指導の結果，
児童生徒がどのような状況にあり，どのような側面から道徳性を
養うのか，その方向性が示されているか。

……………………………………………………………

補充，深化，統合の方向性が明らかになっているか。
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………………………………………………

□

□
□

３）教材について（教材観）：使用する教材の特質や取り上げた意図及び児童生徒の実態と
関わらせた指導の方策

５

価値観，児童生徒観を基に教材をどのように活用するのかが示されているか … …………………

□

教材の粗筋ではなく，どのように活用するのかが示されているか … ………………………………

□

指導の工夫
● 教材を提示する工夫

● 発問の工夫

● 話合いの工夫

● 書く活動の工夫

● 表現活動の工夫

● 板書を生かす工夫

● 説話の工夫
学習指導過程における指導の工夫が，道徳的価値の自覚を深めることにつながっているか

６

……………………………………

□

（道徳的価値のよさを問うのか，難しさを問うのかなど）… …………………………………………

□

発問構成
発問の意図が明確になっているか
何を問いたいのか意図が明確になっているか

発問から特定場面，特定状況を外したときに，授業者が考えさせたい内容になっているか

７

……………………………………

□

児童生徒が自分とのかかわりで考えられる発問になっているか … …………………………………

□

もっとも考えさせたい発問の順に考えられているか … ………………………………………………

□

全体を通して（道徳的価値の自覚を視点としているか）
道徳的価値の理解を図る学習が位置付いているか … …………………………………………………

□

自分とのかかわりで道徳的価値を捉える学習が位置付いているか … ………………………………

□

道徳的価値にかかわる思いや課題を培う学習が位置付いているか … ………………………………

□

（現在の自分の状況を考える学習）
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資 料
■ 全体計画
【資料

道徳教育の全体計画構想図

】

【本校教育目標】

【教育関係法規，法令等】
○日本国憲法○教育基本法○学校教育法
○その他の教育関係法規○学習指導要領
○学習指導要領解説（総則，特別の教科
道徳編，他）

社会の要請

教師の願い

地域の実情

保護者の願い

学校の実情

児童の実情

【道徳教育の目標】
【道徳教育全学年に共通した重点目標】

低学年

各教科
国語 思考力や想像力及び言語感覚を養う
ことを通して，道徳的心情や道徳的判断力
を高めるとともに・・・

社会

地域及び我が国の国土と歴史への
理解を通して，我が国や郷土を愛する心を
育てるとともに・・・

補
充
・
深
化
算数 見通しをもち筋道を立てて考える
・
ことを通して，道徳的判断力を育てるとと
統
もに・・・
合

各学年の重点目標
中学年

道徳の時間
重点化に対応した指導内容
《全学年共通した重点内容》
２－（２）思いやり
【発達段階に応じた重点内容】
《低学年》

《高学年》

・・・望ましい人間関係を形成し，よ
りよい生活づくりに参画する態度を育
てるとともに，自らの生活を振り返り
健全な生活を送ろうとする態度を育て
る。

指導方針

児童会活動
・・・異年齢による望ましい人間関係
を形成し，よりよい学校生活づくりに
参画する態度を育てる。

音楽

・・・美しいものや崇高なものを尊重する心を
養うとともに，我が国の伝統や文化，希望をも
って生きることの大切さをなどを感得させ，豊
かな情操により道徳性の基盤を養う。

図工
・・・創造的な情操により道徳性の基盤を養う。

家庭
・・・家族を敬愛し，楽しい家庭をつくり，家
族の役に立とうとする態度を育てる。

体育

・・・粘り強くやり遂げる，きまりを守る，集
団に参加し，協力しようとする態度を育てると
ともに・・・

環境整備
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総合的な学習の時間

補
充
・
深
化
・
統 特別活動
合 学級活動

《中学年》

・・・道徳的判断力や真理を大切にしよう
とする態度を育てる。

生活

外国語活動
・・・日本人としての自覚をもって世
界の人々と親善に努めようとする態度
を育てる。

・・・自己の生き方を考えようとする態度を
育てるとともに，粘り強く考えようとする態
度，他者と協調して解決を図ろうとする態度
を育てる。

理科

・・・自然や生命を大切にする心を育てる
とともに・・・

高学年

指導の工夫
・

活用

・情報モラル指導

・資料提示
・自作資料活用
・発問
・書く活動表現
・ゲストティーチ
ャーの参加

クラブ活動
・・・望ましい人間関係の形成，個性
の伸長，よりよいクラブ活動づくりに
参画する態度を育てる。

体験活動を生か
す。
魅力的な教材の
開発や活用を図
る。
言葉を生かし，
考えを深める。

学校行事
・・・望ましい人間関係，自律的態度，
協力，責任，公徳心，勤労，社会奉仕
などにかかわる道徳性を育てる。

生活指導

私たちの道徳
道徳ノート
日常的に活用す
る。

家庭・地域との連携

推進体制

■ 別葉枠

正直

誠実

勤労
公共の精神
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資 料
■ 年間指導計画

年間指導計画例
第〇学年 年間指導計画
１ 身近な集団の中で自分の役割と責任を主体的に果たせるようにする。
学年の基本方針 ２ 資料中の特定場面や状況を自分との関わりで考え，自分の生き方についての自覚を深める場面を作る。
回
主題名

㻝

月
節度ある生活

㻠
内容項目

週

㻞

文部科学省 読み物資料とその利用
「主として自分自身のこと」
主題構成の理由
生活を振り返り，自ら節度を守り節制に心掛けることについて，主人公を通じて考える。
ねらい
生活習慣の大切さを知り，自分の生活を見直し，節度を守り節制に心掛けようとする態度を育てる。
１ 児童の流行に関することについて話し合う。
２ 資料「流行おくれ」を読んで話し合う。
・ みどりと社会科見学の服装について話をするまゆみはどのような気持ちだったか。
・ 母にたしなめられたまゆみは，どのようなことを考えたか。
展開の大要
・ わたるに「ゲームの本を返して」と言われたまゆみは，どのような気持ちだったか。
・ しーんとした自分の部屋を見回すまゆみは，どのようなことを思っていたか。
３ 節度節制について，心掛けている事柄や実行している事柄の話し合いを通して，自分の生活を振り返る。
資料名

他の教育活動との関連
回
主題名

流行おくれ

出典

月

週
内容項目

資料名

出典

主題構成の理由
ねらい

展開の大要

他の教育活動との関連
回
主題名

月

週
内容項目

資料名

出典

主題構成の理由
ねらい

展開の大要

他の教育活動との関連
回
主題名
資料名
主題構成の理由
ねらい

展開の大要

他の教育活動との関連
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月

週
内容項目
出典

作成協力者
●平成27年度

※ 肩書きは当時

調査研究委員会

研究アドバイザー

押谷

由夫（昭和女子大学大学院

委員長

本木

一昭（鶴谷中

校長）

副委員長

阿部

千幸（六郷小

教頭）

研究協力校

星

聡栄（台原小）

研究委員

大宮
色摩

●平成28年度

濱本

健（旭丘小）

建（八木山小）

土生

吉伸（古城小）

我妻美知子（南光台小）

理好（八乙女中）

笠原

由香（将監中）

佐藤

郁子（将監東中）

伊藤

隆（田子中）

鵜沼

勝久（田子中）

調査研究委員会

研究アドバイザー

押谷

由夫（昭和女子大学大学院

委員長

佐藤

郷美（南吉成中

副委員長

石川

裕美（七郷小

研究協力校

星

聡栄（台原小）

研究委員

大宮
髙橋

●平成29年度

教授）

教授）

校長）
教頭）
濱本

建（八木山小）

健（旭丘小）

由理（岩切中）

我妻美知子（南光台小） 小泉富貴子（高森東小）
庄子

登世（西山中）

永塚

悦子（八乙女中）

調査研究委員会

研究アドバイザー

押谷

由夫（武庫川女子大学大学院

教授）

委員長

佐藤

郷美（南吉成中

副委員長

阿部

千幸（将監小

研究委員

千葉

梨絵（東仙台小）

大宮

我妻美知子（南光台小）

青沼

一岳（七郷中）

髙橋

永塚

悦子（八乙女中）

校長）
教頭）

由理（吉成中）

建（八木山小） 石山
庄子

宏美（田子小）
登世（西山中）
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