いま
始める！

小学校「道徳科」

スタートブック
考え，議論する
「特別の教科 道徳」実現のために
「みんなのどうとく」編集委員会：編

道徳授業を
より
アクティブに

平成 30 年（2018 年）４月から
「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」
（道徳科）になります

「道徳科」のスタートにあたって

もくじ

道徳授業をしなやかに，
変えていこう

Step1

考え，議論する「道徳科」でのアクティブ・ラーニングのポイント

★ポイントは子どもの問題意識！
小学校の先生方へ
小学校のカリキュラムに位置づけられた道徳の授業（「道徳の時間」）が，平成 30 年度から，文部
科学省検定済教科書を使う「特別の教科

「道徳科」をアクティブに楽しもう………………２
「道徳科」をアクティブに進めるためのＱ＆Ａ

Step2

  変わる道徳教育……………… ４
なぜ変わるのか
どのように変わるのか

道徳」になります。小学校の先生方は，その準備に心を砕

いていることでしょう。
ここ数年続けられてきた，国の中央教育審議会によるカリキュラム改善の議論では，将来を担う子
どもたちにどうしても必要な「資質と能力」を身につけさせるためには道徳教育が非常に重要である
との結論に達しました。道徳教育，ひいては道徳授業の改善は待ったなしとなっています。
子どもの心を育てるための教育では，いじめなど現実の問題について「考え，議論する」授業の重
要性が高まっています。そのような方向で改善することにより，子どもたち一人一人が自分の現在を

Step3

考え，議論する授業を成功させる心構えとオリエンテーション

見つめて問題を見出し，深く考えることによって将来の自分の姿や人生をどうするか思案するように
なっていくという考え方です。

児童の実態と授業の「主題」の考え方

では，学校での道徳教育に対する考え方や道徳の授業のあり方は，どう変わるべきなのでしょう。
『学
習指導要領解説

特別の教科

「道徳科」授業編………………８

道徳編』
（文部科学省）に，次のような記述が見られています。

道徳的なより「深い学び」を実現する手がかり

「本時の主題に関わる問題意識をもたせる導入」
，
「児童がどのような問題意識をもち，どのようなこ

考え，議論する道徳をつくる７つの指導方法の工夫

とを中心にして自分との関わりで考えを深めていくのか」
，
「児童の感性や知的な興味などに訴え，児
童が問題意識をもち，主体的に考え，話し合うことができるように」
，
「発問によって児童の問題意識

学習指導案をつくる

や疑問などが生み出され，多様な感じ方や考え方が引き出される」
。このように枚挙に暇がないほど「問
題意識」という文言が多用されています。
つまり，子どもたちの意識（子どもの心の今）が最大のポイントとなるということです。求められ
るのは，子どもたちが心に抱えている，生きているからこその悩みや願いに応えられるように，考え，
議論する道徳授業を数多くすることです。子どもたちが，いろいろな道徳的価値（社会のルールや人
間としての生き方の問題）と深く関わっていることを，
教材を生かして学ばせます。自分に関係がある，
自分にとって大切だと思えばこそ子どもたちは道徳の授業に真剣になり，それをきっかけにして自分
自身の考えを見つめ直し，本当に自分が求めている未来の自分自身の姿がイメージできるようになり
ます。そのような心の状態は，他のあらゆる学習にも前向きになって生き生きと吸収できるようにな
ると考えられます。さらに，友達と協働（議論）することで視野を大きくひらかれ，考えを深めて自
分の問題の解決を展望することができるようになります。
「わかった。こう考えればいいんだ」と思えること。子どもたちは，それが楽しいのです。
以上のような取り組みが実を結べば，あるとき，学級の児童の，他人の心を思いやりながらも自分
の考えをしっかり伝えようとするりりしい姿に驚かされることでしょう。
「特別の教科

道徳」の取り組みに，大いに期待をもって進んでいきましょう。

Step4

  
「道徳科」環境づくり編………………14
学校が行わねばならないこと
指導体制づくりと全体計画
指導体制が真価を発揮できる指導計画のあり方
生きてはたらく指導計画づくりの方法
全体計画をつくる
年間指導計画
（各学年）
をつくる
別葉をつくる
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Step1「道徳科」をアクティブに楽しもう

Step1

「道徳科」をアクティブに楽しもう

「道徳の時間」が「特別の教科

道徳」
（道徳科）に変わることとなりました。
「どこがどう変わるのだろう？」

との思いや「道徳科ってどんな授業をすればよいのだろう？」という不安など，さまざまな印象をおもちかも

「道徳科」をアクティブに進めるためのＱ＆Ａ
Q1

児童が真剣に取り組むためには，どうすればよいですか。

関連事項（キーワード）

A1

生き方に関わる児童の関心がどこにあるのか，日常的に児童と会

児童の問題意識

話して，把握するとよいでしょう。それが授業の主題にどう結び

アクティブ・ラーニング

しれません。平成 27 年に告示された一部改正学習指導要領では，これまでの授業実践の上に立ちつつ，児童

つくかを考え，そこを軸にして授業を構想します。

が自分のこれからの生き方について主体的に考え行動するようになる指導を求めています。教材や指導方法な
どについては，より柔軟な考え方，しなやかさが求められています。
先生方は，児童が生き生きと活動したり真剣に考えたりする場面を見たことがあるでしょう。しっかりとし
た指導観をもち，そんな児童の実態を生かすように授業を構想すればよいと考えられます。実態としては児童
の「問題意識」が決め手になります。関心や好奇心，心に抱える不安や悩み，葛藤などを正面から取り上げる
ことで，道徳科の授業は児童の心に響かせることができます。活発になる心の働きは，ごく自然に，思考や友

Q2

児童が追求したくなる主発問は，どのように設定しますか。

A2

教材の場面に限られた発問内容でなく，「テーマ性をもった大き
るか，児童はどう思うか。児童の意見を多角的に引き出すように

達との交流へと向かいます。「わたしは，こう思うけれど，みんなはどうかな」
，
「○○さんはこう言ったけど，

投げかけます。

わたしと違うな」。活発な考えの交流活動がアクティブな学習の代表的な側面といえるでしょう。
「あの子が，
あんなことを言うとは驚いた」。そんな新しい発見をする授業は，児童にとっても先生にとっても，ドラマティッ
クで楽しいものです。さあ，アクティブな授業づくりを楽しんでいきましょう。

考え，議論する「道徳科」でのアクティブ・ラーニングのポイント

な」発問を，児童を主体とした形で行います。児童ならどう考え

テーマ発問
多面的・多角的に考える
道徳
アクティブ・ラーニング

Q3

児童の体験はどう生かせばよいですか。

A3

児童は日常生活や学校生活で非常に多くのことを体験，吸収し，

考える道徳

課題を感じています。その折々に感じたことや考えたことを授業

体験的な学習

で引き出し，追体験できるような学習活動を実施しましょう。

問題解決的な学習

アクティブ・ラーニングでは，どのようなことが重要になるでしょうか。その学習の姿から考えてみましょ
う。

アクティブ・ラーニング
問題解決的な学習

Q4

児童に生き方を考えさせるためにどのような工夫が有効ですか。

A4

どんな大人になりたいか，何にあこがれるかなどの児童の思い
い自分を実現するために道徳的価値が必要だとわかれば，児童自

体験的な学習

児童が抱く問題意識
から始める

と，学ぶ道徳的価値が結びつけられるように指導します。なりた

実感を伴う

協働して深める

Q5

複数時間での指導には，どのような形がありますか。

A5

１教材（１主題）に複数時間かける場合や，特別活動をはじめと

多様な教材

する体験的な学習活動と連動して系統性のあるユニット的な複

多面的・多角的に考え

道徳科でどのように生かすかがカギとなります。

る道徳
体験的な学習

◆指導過程より先にまず，児童が日常的に抱えている思いを引き出す方法を考えます。道徳的価値に関わ

ワク
ワク

る「問題意識」を立ち上げるところから，授業は始まります。
◆指導方法には，当てはめるべき一定の形式があるわけではなく，児童の「問題意識」を生かした学習と
するために，どのように工夫すればよいかを考えましょう。
◆工夫の観点として，発問の内容や投げかけるタイミング，グループ活動を採り入れるなど，児童の心が
動き，主体的に他者と協働して深く考えやすくなる方向で検討します。

2

道徳的判断力

「道徳科」をアクティブに学習するには

児童の多様な発言を引き出し
交流させる

考え，議論する道徳

盤となる道徳性を養う

身がよりよい判断を下そうと努力します。

数時間を構成する場合などがあります。後者では，児童の体験を

多面的・多角的に考える

よりよく生きるための基

3

Step2 変わる道徳教育

変わる道徳教育

Step2

平成 27 年一部改正版『学習指導要領解説』の総則編（抄）の第１章中の「改訂の経緯」には，道徳教育を忌
避しがちな風潮，他教科と比べての軽視，読み物の登場人物の心情理解に偏った形式的な指導などの課題が示さ
れ，それらの解消がねらいであるということができます。そのような課題が学校現場にはあるのだと言われてい
るのです。

平成 27 年３月，学習指導要領が一部のみ改正されて公示されました。改正点は道徳教育の改善と外国語活動
の拡充です。なぜいま，道徳教育が変わるのか，そして，どう変わるのか，ひも解いていきましょう。

なぜ変わるのか
その１

学校現場としては，具体的にどこに課題を見いだせばよいでしょうか。下図から，各校で着手できるところ
を探し出してみましょう。

チーム「学校」としての取り組み
授業の改善

繰り返される「いじめ」に関わる事件

「考え，議論する道徳」への一層の転換を進める
昭和 52 年

・アクティブ・ラーニング

小・中学校学習指導要領公示
昭和 61 年 中野富士見中いじめ自殺事件

平成 元 年
平成 10 年

小・中学校学習指導要領公示

平成７年

阪神淡路大震災

平成９年

神戸連続児童殺傷事件

小・中学校学習指導要領公示
平成 16 年 佐世保小 6 女子児童同級生殺害事件

平成 20 年

いじめの防止
安全の確保

・問題解決的な学習
・多面的・多角的に考える授業

協働的な学習，体験的な学習
指導過程

小・中学校学習指導要領公示
平成 23 年 東日本大震災
大津市中２いじめ自殺事件
平成 24 年 いじめ防止対策推進法

平成 27 年

小・中学校学習指導要領公示
（一部改正）

平成 30 年

次期小・中学校学習指導要領公示（予定）

指導計画づくり

児童の実態把握

全体計画

指導の重点化

学年の年間指導計画

学習指導要領に示された重点内容
に，自校の重点を加味して再重点

別葉（具体的実施計画）

化し，学年の発達段階に合った指

・実施時期と内容を簡潔に示した
◆繰り返される“いじめ事件”の中で，道徳教育の「実効性」が問題に◆

導計画に反映する。

計画

上の表からもわかるように，期せずして，学習指導要領の改訂に重大ないじめ事件が影を落とすことになっ
ています。その背景には子どもたちの心の問題が存在していると論じられることも多く，近年，政府関係機
関の検討も下記のように重ねられてきました。
・教育再生実行会議（内閣諮問機関） →第一次提言（いじめ問題）→「道徳の教科化」
・道徳教育の充実に関する懇談会（文部科学省設置機関）→報告「道徳の教科化」の検討を提案
・中央教育審議会教育課程部会「道徳教育専門部会」 →審議のまとめ
・中央教育審議会

→答申「特別の教科

道徳」設置

→学習指導要領（平成 27 年一部改正）

豊かな体験活動
の充実

家庭・地域との連携
家庭・保護者

・集団宿泊活動
・ボランティア活動

地域自治団体等

・自然体験活動

※学校の道徳教育について共通理

など

解と協働を図る。

その２

格差や指導方法などの是正

いじめとは関わりなく大きな問題として取り上げられたのは，道徳教育の地域間格差や学校間格差，そして，
硬直化したと言われる指導方法などです。

指導体制づくり
校長の指導方針
道徳教育推進教師
全教師

4

※校長の方針を具体化するため，道徳教育推進教
師を中心として，職員全員が役割を担い協働す
る関係をもつ体制を構築する。

5
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どのように変わるのか
中央教育審議会の答申で挙げられていた改善の視点には，①目標

関係がわかりやすく整理された「目標」

②内容

③指導方法

④評価

がありま

した。それぞれについて，学習指導要領が改訂されています。

道徳教育
の目標

また，教科には，「各教科」と同様に，下記のような条件が付与されることになります。

…道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるた

道徳の時間

（道徳科）
特別の教科 道徳

めの基盤となる 道徳性を養う ため，

◆授業の履修義務……年間指導計画の実行
◆検定教科書の使用義務
……多彩な教材の並用を推奨

道徳教育は，教育基本法及び

①

道徳的諸価値についての理解を基に，

学校教育法に定められた教育の

②

自己を見つめ，

根本精神に基づき，自己の生き

③

物事を多面的・多角的に考え，

④

自己の生き方についての考えを深める学習

方を考え，主体的な判断の下に

◆実施体制の整備
……学校・家庭・地域ぐるみの対応

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。

20年告示

算数

理科

理科

生活

生活

音楽
図画工作

ここに
注意！

音楽
道徳と特別活動の違い

図画工作

特別活動が集団的な向上を目指すのに
対して，道徳は児童一人一人がどう生き

家庭
体育

家庭

ていくかが課題です。生徒指導は「行い
の指導」を直接的に行いますが，道徳は

高まる位置づけ

体育

を考えさせ，道徳性（内面的な実践力）
を育てることを主眼とします。説教じみ

⑤

道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を
育てる。

て発展させ，統合させたりすることで，学校における道徳教育は一層充実する。こうした考え方に立って，
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規定している。
（学習指導要領解説

総則編）

ここに
注意！

道徳は一領域の中に，新たに
特別な教科を創設して，必須
の取り組みであるとともに，
全教育活動の基礎として位置

議論を通して「自分がいかにありたいか」

を通して，

道徳科の指導 において，各教科等で行われる道徳教育を補ったり，それを深めたり，相互の関連を考え

特別活動

社会

総合的な学習の時間

国語

外国語活動

各教科

特別の教科 道徳（道徳科）

特別活動

算数

27年（一部改正版）告示
総合的な学習の時間

社会

外国語活動

道徳

国語

（学習指導要領「第３章道徳」
）

（学習指導要領「第1章総則」）

道徳の教科化で変わること

各教科

特別の教科  道徳（道徳科）
の目標

づけが強化されました。

道徳教育の土台
◆平成 27 年告示の学習指導要領に基づき，平成 30 年度から小学校の道徳教育は「単純な一領域」から
「特別の教科

道徳」となる。中学校は平成 31 年度からの完全実施である。

◆「道徳の時間」は「道徳科」となり，児童がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養う目標のもと
で「要」の役割を果たす。

た教師の独演は禁物です。
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Step3「道徳科」授業編

Step3

「道徳科」授業編

児童の実態と授業の「主題」の考え方
主題は，授業の「ねらい」とそれを達成するための「教材」を合わせ，

平成 27 年一部改正学習指導要領に示された，今後の主流となる授業を構想するために大切なことを考えて
おきましょう。

その授業で学ぶ内容を表したものです。
そして主題を設定するにあたっては，「ねらい」が教師の指導観と

考え, 議論する授業を成功させる心構えとオリエンテーション
道徳と国語の違い

・教師が教えようとする（押しつける）のでなく，共通のテーマをもって考え
話し合い，道徳的価値と自分の関わりに気づくことを求めます。
・指導方法は，年間指導計画に基づく授業のねらいと児童の実態，教材の特性
を吟味しながら，それぞれの最大の生かし方をプラス思考で柔軟に考えます。

読み物教材中心の道徳の授

す。
・よりよくなろうとする力がある，児童の本性を信じます。

で い る か に か か っ て い ま す。

教師から一方的に与えられる「押しつけ」になってしまうからです。

心理学的な一般的な発達段階

教師の明確な指導観，児童観，教材観

国語では読み物で作者の意

児童の実態をつかむ

に表れた人間の行動等をヒン

よりよくなりたい思い

トにして考え，話し合い，自

なりたい自分の姿

き方を見つけるために。

とする教師の心構えが重要に

（質問紙）

・１時間で，著しい効果（児童の変化）は望みません。

・日常生活や他の教育活動との関連づけを意識します。

づく意思を，常に確認しよう

アンケート

ですが，道徳は読み物の外に

ます。自分らしいよりよい生

です。その子なりの経験に基

作文，日記等

図を「読解」することが目標

分ならではの答えを探し出し

え方や思いを聞くことが第一

観察（発言・行動）
，

授業のねらいがあり，読み物

・教材は，授業の目的ではなく，考えるきっかけとするにすぎません。

その手法はさまざまありま
すが，日常的に児童らと会話
をして諸事について彼らの考

・他者と比べる評価は絶対にしません。個人の成長を客観的に記録します。
・
「道徳科」のオリエンテーション授業を年度始めに行います。

論でなく，目前の児童の心を
よく知ることが大切です。

と言われてきました。
その違いは一体どこに？

将来の夢

なります。

ゲスフーテスト
（相互評価）

などを

とらえておく。

例）友達と仲よくして，
毎日を楽しくしたい。

【オリエンテーションの展開例】

主題

※さまざまな方法が考えられますが，授業の実際を体験しながら行う手法が最もポピュラーです。
（２年）教材名「きれいな羽」 指導内容：
（９）Ｂ

友情，信頼

教材「きれいな羽」

きれいな羽のくじゃく
本時のねらい：友だちとなかよくするのに大事なことを考える。
は人気者だったが，やが
て友達は離れていった。
※「今日は，来週から始まる道徳の授業を実際に体験してみましょう」と誘う。 不思議に思ったくじゃく
だったが，遠足での出来
◆児童に，自分や友達の得意なことを発表させて，そのときの気分を聞く。
《導入》
事をきっかけに今度は友
また，それを聞いて思ったことを周囲に発表させる。
達が増えていったのだっ
「今日は，きれいな羽が得意だったくじゃくさんのお話を読んで，友達と仲
た。

よくなる秘密を，みんなで考えましょう。
」

◆道徳科では，みんなが考えたいことを取り上げると伝え，今後に期待をもたせる。

《展開》

ねらい

Ｂ

友情，信頼

自分が望む友情に満ち
た人間関係を築く上で，
何（道徳的価値）を大
切にすればよいかを考

教材

友達との人間関係が表され

えて答えを見出すため

た素材（読み物，写真，詩

の学習主題とする。

や歌など）

◇「きれいな羽」を読み聞かせ，以下を投げかける。
① 「友達がいなくなったときのくじゃくさんは，どんな気分でしょう。
」
◆話の中の登場人物の気持ちをよく考えるよう伝える。
② 「くじゃくさんのまわりに，ほかの動物たちが集まるようになったのは，どうしてだと思い


よい教材とはどういうもの？

ますか。」
◆友達と仲よくできるひみつ（本時のねらい＝考えるテーマ）を考えることを促す。
今日の道徳でいちばん大事なことであると伝える。
◆自分の考えをどんどん言ってよいと伝える。

《終末》

道徳科の授業の成否は，児
童の心の実態を正しくつかん

児童の実態把握に必ず基づいていることが重要です。そうでなければ，

業は，国語の授業に似ている

・自由な雰囲気を大切にし，何を言っても安心できる学級づくりを前提としま

児童の実態のつかみ方

③ 「友達が増えたくじゃくさんに，手紙を書きましょう。

」また，
「今日の道徳でわかったことや思ったことを書きましょう。
」
◆授業の最後に今日の授業でわかったことや自分が思ったことを発表したり，書き残したりする
と伝える。
◆自分ならどうか，考えてみるよう促す。
「くじゃくを見て，自分ならどうなりたいと思いましたか。
」
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多様なジャンルから教材を選ぶ傾向は，今後強まると予想されます。読み
物等の形式ではなく，児童の意識に響く要素を含んでいるかどうかが重視さ
れるでしょう。ねらいとする価値について多面的に考えることができる教材
が求められています。
また，教科書を原則とする指導計画の一部分を，地域や児童の実態に応じ
て身近な郷土教材等に組み替えることも望ましいとされています。
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Step3「道徳科」授業編

道徳的なより「深い学び」を実現する手がかり
学校や児童の実態を検討して，道徳的価値の自覚の深まりを実現するために，授業について下記の４点の

教材提示

教材をどうする

●情報過多でなく最小限の重要な情報を精選。

入

教材

児童を教材に出会わせ，共感・感動や疑問，想像をかき
立てるなどして問題意識をもたせます。
◆読み物教材＝読み聞かせ，紙芝居，パネルシアター，影絵，
人形劇等，大型絵の掲示，視聴覚機器，映像，テレビ番組

導

どこを工夫するかを考えてみましょう。

考え, 議論する道徳をつくる ７つの指導方法の工夫

発問

「道徳科」で用いる教材は，使用義務のある教科書にも多様な形式のものが考えられます。
読み物だけでも，伝記，実話，物語，意見文，詩，劇のシナリオ等，実に多様です。それら
の扱い（授業展開）も，人物の気持ち，感動，迷いや葛藤，知見・気づき，批判的な見方など，
教材の特色に合った取り上げ方を，多角的に考えます。そして，登場人物の立場を通して自
分を見つめさせたり，道徳的価値とそれまでの自分との関わりについて考えを深めさせたり
します。また，教科書を盛り上げる副教材の活用も大事です。県や市が作成した郷土教材を，
同じ内容項目同士で漏れがないように差し替えることもできます。

験をしています。その体験には道徳的価値
に関わるものもあり，それを授業で話題に
取り出して，そのときの感じ方や考え方を
生かしながら教材の内容と結びつけたり，

「道徳科」のねらいを達成するために有
訴えて児童の心に問題意識を芽生えさせ，
それを主体的に考え学級の友達と交流で
その際に重要なのは，児童の実態や教

手の心を察した礼の仕方の実演や，役割演

材の特色，学習指導過程などに応じて適

技などの採り入れも大切です。道徳的価値

切な指導方法を選び，工夫を加えること

の理解を深めたり，自分を見つめるきっか

です。“ 読み取り道徳 ” を乗り越えて，問

けとなります。

題解決的な学習など多様性を高めます。
指導方法のアレンジにはどのようなこ

関連

とが考えられるか，右のページを参考に

各教科等との関連を
どうする

児童たちが多様な考えを互いに出し合い学び合って，切
磋琢磨する活動。教材に示された道徳的価値についての考
え方や受け止め方に関して考えを深めていきます。
◆立場や心情の視覚化，座席配置の工夫，ペアの対話，
小グループでの話し合い，討議等。

●教師対児童，一対一の間での応答でなく，
友達の意見に対する思いも引き出す。
●児童相互の意見交流により，自他の多面的・
多角的な考え方に触れさせる。

書く活動

効なことは，児童の感性や知的好奇心に

きるようにすることです。

友達との違いから交流したりできます。相

話合い

開

児童は，学校や日常生活でさまざまな体

方法をどうする

●考える余地が広い中心的な発問を軸に，小
発問を一体的に構成。

してみましょう。

●書く回数を絞って，十分な時間を確保。
●書くことで児童の自問・内省（自己内対話）
を促す。
●記述内容を授業内で発表させ，意見を交流
させる。

児童が自己に向き合い，個性的な考えを深めます。
◆吹き出しや手紙等のワークシート，絵，自己評価欄等。
その蓄積は，成長の実感や評価の根拠となります。

表現活動
児童の考えが所作や動作で語られるようにします。
◆動きや言葉の模倣から実感を深める動作化や劇化，特定
の役割を与えて即興的・創作的に行う役割演技，実際の場
面の追体験等。

●児童の動作や表情，セリフが創造的に発揮
される場の設定。

板書

同じ方向であるとき，学習時期の前後や趣

末

旨内容の相互の関連を図ることで，学習の

●異なる立場の対比。
●変容した考えの構造化。
●授業の中心を浮き立たせる。

説話

効果を一層高め，強化することができます。
例えば，各教科から，道徳のねらいに準じ

教師から伝えたいことを語り，児童がより自分ごととし
て実感できるようサポートします。
◆教師の体験談や見聞したことの所感。教師自身の思いや
考えを語る等。

る既習事項を持ち出したり，逆に，道徳科
の学びを他の学習活動の中で意識づけたり
します。指導計画の別葉に盛り込むことで

●教師の考えや思いを押しつけない。
●心からの願いを児童に語る構えが必要。
●授業を通して得た児童の納得を強化。

鮮明になります。
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終

児童が思考を深めるための材料として，共通のノートの
役割を果たします。
◆指導の流れどおりでなく，対比や構造化，授業の中心を
浮き立たせるような意図をもった工夫。

各教科等と「道徳科」の指導のねらいが

展

指導方法

体験

体験をどうする

児童の心を動かし，児童なりの問題意識や感じ方を引き
出したり，考えを深めたりできるよう投げかけをします。
◆考える必然性や切実感がある，自由な思考を促す，物事
を多面的・多角的に考えさせる等の意図をもった発問。
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学習指導案をつくる
現在，道徳の指導過程が改善を迫られています。従来の基本型をさらに「考え，議論する道徳」へと進化さ
せている最中といえます。そのような学習指導案改善の「考え，議論する」方向性は「道徳科」に限ったこと
ではありませんが，まずその基本的な考え方を確認しておきましょう。

道徳科指導案の要素
実際に指導案を書く前に考えることを以下に示します。

④ 学習指導過程を構想する……児童がどのような問題意識をもって学習に臨み，ねらいとする

①

ねらい……年間指導計画を踏まえて指導の内容や教師の指導の意図を簡潔に記述します。

道徳的価値を理解し，自己を見つめ，多様な感じ方や考え方によって学び合うことができるの

②

指導の要点……ねらいに関わる児童の実態と，それを踏まえた教師の指導観を明らかにし，

かを具体的に予想しながら，それが効果的になされるための授業全体の展開を構想します。

各教科等の指導との関連を検討して指導の要点を明確にします。

また，その構想にあたっては，
指導の流れ自体が，
特定の価値観を児童に教え込む展開にならな

教材の吟味……教科書や副読本等の教材について，授業者が児童に考えさせたい道徳的価

いよう十分に注意します。児童が道徳的価値に関わる内容を主体的に考え，
また，
児童相互の話

値に関わる事項がどのように含まれているか検討します。

し合いを通してよりよい生き方を導き出していく展開のほうが望ましいものです。

③

指導過程の新しい考え方に基づいた
多様な工夫

低学年（1 年）
「はしの


上の

おおかみ」の展開例
（発問のみ例示）

① 「もどれ、もどれ」というおおか
みは、どんな気持ちでしょう。
② くまの後ろ姿を見送りながら、お
おかみはどんなことを思ったでしょ
う。
③ みんなを渡してあげるおおかみ
は、どんな気持ちでしょう。
④ これまでに、人に親切にしてよ
かったことはありますか。そのとき

多様な工夫

中学年（4 年）
「雨のバス停留所で」の展開例

例１）役割演技【アクティブな
学び】
○みんなで劇をしながら、おお
かみの気持ちを考えましょう。
役割は～
○演技を始めてください。
○（①の場面で）ここで、劇を
止めましょう。→①の発問へ。
○劇をしたみんなは、どうでし
たか。では、劇を続けましょう。

は、どんな気持ちでしたか。



多様な工夫のあり方（例）

（発問のみ例示）

① よし子の行為を、どう思いますか
② 軒下で雨宿りをしているときのよ
し子は，どんな気持ちでいたでしょ

例１）問題解決的な学習
① よし子のしたことをどう思いま
すか。（児童の考えを受けて）今日
は、「みんなのためのきまり」の意
味について、考えましょう。

う。
③ バスが見えて、雨の中へ駆け出し

例２）言語活動の工夫（書く活

たよし子はどんな気持ちでそうした
のでしょう。

⑤ 短冊に書いて、みんなで見
合って考えを広げましょう。

どんな気持ちなのでしょう。

例２）
言語活動の工夫
（話合い活動）
○考えたことを、となりの友達

⑥ 「みんなのためのきまり」につい
て、どのように考えますか。



（発問のみ例示）

例１）問題解決的な学習
① 心に残ったことはどんなこと
ですか。
（児童の考えを受けて、）

① 心に残ったことはどんなことですか。

今日は、「手品師はなぜ、男の

② 迷いに迷う手品師は、どんな気持ち

子のもとに行ったのか」をみん

だったのでしょう。

なで考えましょう。

すか。
④ たった一人の客（男の子）の前で演
じながら、手品師はどんなことを思っ

例 2）多面的な思考を促す
○ 「自分の夢をかなえたい」「約束を
守る自分でいたい」「男の子を見捨て

たでしょう。

るわけにはいかない」など、さまざま
な思いがあって、迷っているのですね。

なものですか。
例３）主体的な学習

例３）多角的な思考を促す

⑥ （導入できまりの意味を考えておき）

○

「みんなのためのきまり」について、学

や、グループの他の友達とも話

習の前後でどのように考えが変わっ

し合ってみましょう。

たり、確かになったりしましたか。
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「手品師」の展開例

⑤ あなたの中にある誠実さとは、どん

⑤ きまりをやぶりそうになったと
き、何と言って自分を止めますか。

高学年（5 年）

③ 手品師は、これでよかったと思いま
動）
【アクティブな学び】

④ よし子を連れ戻したお母さんは、

多様な工夫

手品師の迷いや判断につい

て、自分を見つめて考えてみま
しょう。
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Step4 「道徳科」環境づくり編

Step4

「道徳科」環境づくり編

指導体制づくりと全体計画
指導体制の例

校長

学校職員

学校が行わねばならないこと

（事務・給食・用務等）

教頭（副校長）
，教務主任

道徳教育推進教師

平成 27 年の学習指導要領の一部改正にあたっては，学校の道徳教育に対して大きく２つのことが動機となっ

道徳教育目標

ＰＴＡ
地域団体

指導の重点方針

自治，福祉
ボランティア

指導計画

公的機関

・道徳教育全体計画

てカリキュラムに表れていると考えられます。繰り返されるいじめが関わる事件等から，道徳教育の実効性を

各学年（・各教科）担当主任

より高める必要があり，全国でその取り組みを進めるという点。もう一つは，これまで一貫して学校の指導教

・年間指導計画
・指導計画  別葉

各学級児童の保護者

師に任されてきた指導過程について具体的に言及することになった点です。

学校の教育方針

道徳的実践力を高める指導が効果を上げるために，学校の「実行力」が問われているのです。

学校経営と道徳

校長の方針

学校を経営する立場にある校長先生は，憲法や法
令に則り保護者の願いや地域や児童の実態に応じな

学校の教育目標

がら，ご自身が理想とする学校を実現するために全

地域の実情
児童の実態

指導体制に基づいて各自があらゆる場面で道徳指導を意識して取り組むためには，指導内容とその重点，「指

力で取り組まれていることと思います。そのために

導時期」を明確にすることがポイントになります。「指導内容」だけでは “ 絵に描いた餅 ” になりかねません。

大きな権限も付与されています。

そうしないためには，計画の「別葉」を作成します。簡潔明瞭な「別葉」は，計画の実効性を高めます。道徳

その基本方針にはさまざまな思いが込められます
が，多くは児童がどのような人間に育ってほしいか

学校の道徳教育目標の設定

指導体制が真価を発揮できる指導計画のあり方

が前面に掲げられます。道徳教育はそこに最も大き

科（各学年・学級）はもちろん，各教科や領域などでも，別葉の目的を押さえれば各々の行動計画（例えば，
教科版の別葉）も作成することができます。

く寄与する教育活動です。しかし，学力向上のため
には，「各教科」の指導環境の整備に注力しがちに
なります。近年，精神面の影響により、人間の脳は
自分が行うべき活動に意欲的になることが明らかに

道徳教育の全体計画
道徳教育推進教師

なっています。まさに現在の道徳教育は，そこに深

年間指導計画

全体計画

各学年の実行計画

く関わります。
教科化のこの機を逃さず，道徳教育の取り組みを
しっかりと学校経営に位置づけてください。児童の

別葉に示した，各

明るく元気な姿を見るには，それが最善の道だと思

指導体制の構築

教科・領域等との関

われます。

指導計画の作成で配慮するべき事項

別葉

ここに
注意！

各学級（学年）で実施する，道徳
科
（授業）
の行動計画表。実施のチェッ

◆学校の全教育活動で行うため，全教職員が役割をもつ指導体制を構築。外部関係者との連携も明示。
◆それぞれの教育活動が担うべき道徳教育の方針，活動内容を明確にし，「特別の教科

ク表ともなります。

道徳」（道徳科）

連 か ら，「 国 語 科 の
別葉」というような
教科ごとの別葉がで
きれば，指導体制全
域を網羅することが
できます。

を要に据えて構成した全体計画の策定。
◆学習指導要領が示す「指導内容の重点化」を踏まえ，さらに地域社会や児童の実態，児童の道徳性の発
達状態に応じて調整を経た，学校としての重点的指導内容を策定。全体計画に反映させます。

学校としての取り組みスタートに必要なこと

◆日常生活をはじめ学校の他教科，領域で行われる体験的な学習活動など，児童がもつ「豊かな体験」を

◆校長は，自校の教育目標策定と同時に，自校の道徳教育目標を定め，達成に向けた計画づくりに着手し

道徳指導にどう生かすか。また，いじめを防止するために有効な道徳指導の手立てについてどのように

ます。その実現のために必要なことは，意欲的な道徳教育推進教師を任命し，全教職員の協力が得られ

配慮するかの計画的な見通しをもちます。

る体制をつくることです。

◆道徳科をはじめとして，学校が行う道徳指導を積極的に保護者，地域住民に公開し，同時に家庭・地域
の協力が得られるよう積極的に連携を図ります。

14

◆指導計画を全学級が確実に実行するためには，“行動計画”である別葉をつくり，「道徳科」で教師と児
童が共に年間 35 単位以上楽しく学びを積み上げることが大切になります。

15

Step4 「道徳科」環境づくり編

生きてはたらく指導計画づくりの方法
全体計画をつくる

年間指導計画（各学年）をつくる
［主題名］
・教材名

児童の実態
児童の道徳性の実態を把握
して，課題を明示する。

ねらい，指導要領との関連

教材類型

年間の行事予定や季節感を考え

各授業のねらいを明示する。一緒

道徳科の多様性の確保

て，
月ごとの道徳科（授業）のテー

に，関係する学習指導要領の内容

に配慮して教材のタイ

マと教材配列を表す。

項目も記す。

プ を 示 し， 同 種 の 教 材
が時期的に集中するこ

H27 全国計画 5 年・改.docx 1／7

とがないようにする。

５年生の年間指導計画（案）

地域の実態，

各学年の道徳教育重点目標

家庭・地域の期待

各学年の重点内容を明示す

月

［主題名］・教材名

ねらい

４
月

［気持ちのよい習慣］
1．父がぼくに教えたかったこと

きまりよい生活が自分を成長させることに気づき、進んで自分の生活を改善し
ようとする態度を養う。

踏まえて，学校への期待や

［希望をもって］
2．メジャーリーガー・イチロー

学校種を越えた連携なども
５
月

［自分らしく輝いて生きる］
3．心の中の龍

道徳科の目標
道徳教育の要らしく，道徳

各教科の重点目標

科の目標を中心に明示する。

全教育活動で行う道徳教育
として，大きな位置をしめ
まえて記す。

体験的な学習活動との関連
を強調して示したい。

P.13 を〈導入〉で参
照する。
〈終末〉で、P.15・
16 を活用する。

Ａ(5)希望と勇気、
努力と強い意志

読み物
（伝記）

〈事前指導〉か〈導
入〉で、P.18・19 を
参照する。
〈展開後段〉で、
P.26・27 を活用す
る。

自分の心に潜むよさと課題に気づき、自己統制を深め、自分らしく輝いていき
ようとする態度を育てる。

全教育活動で行う道徳教育をはっき

Ａ(4)個性の伸長

りさせるため，他教科や特別活動，
〈終末〉で P.52 を参

読み物（ド
キュメンタ
リー）

照し、P.53 を〈事後

指導〉に生かす。
総合的な学習の時間の年間計画を右

【主な発問例】
○人間にとって「本当の幸福」とは、どのようなことだろうか。
●自分の心の中の龍を鍛えることは、なぜ大切なのだろうか。
○自分らしく輝くとはどういうことだろう。『心のノート』の「わたしらしさってなんだろう」を見て考えてみよう。

に付加することもできる。紙面が足

［みんな同じ人間］
4．愛の日記

るので，全教科の内容を踏

特別活動・体験活動

より高い目標を立てて、困難や失敗にくじけずに、希望をもって一歩一歩努力
しようとする意欲を育てる。

『私たちの道徳』ほかとの
関連

読み物
（生活文）

【主な発問例】
○３年生のとき、父と練習を続けていたイチローは何を思っていたのか。
●イチローがアメリカン・リーグで最優秀選手になれたのは、なぜだろう。
○イチローのように、自分の目標に向かっていくために大事なことは、どんなことだろう。

考慮して，調査や意見交換
を踏まえて記す。

Ａ(3)節度・節制

資料類型

【主な発問例】
○家でも学校でもくつそろえのことを言われた誠也は、どんな気持ちになったのだろうか。
○ぬぎ捨てられた自分のくつを見ている誠也は、どんなことを考えているのだろうか。
●父に笑顔で話しかけられ、誠也の心の中には、どのような気持ちや考えが広がったのだろう。
○これからは、どのようなことを心がけて生活していこうと思うか。

地域の特徴や家庭の現状を

る。

指導要領との関連

［思いやりの心］
5．台湾からの転入生

読み物
（物語）

相手の立場に立って考え、思いやりの心をもち温かく親切に接しようとする気
持ちを育てる。

生活文

Ｂ(7)親切、思いや
り

各教科等を一覧できるようにするこ
とから，逆に教科ごと，各領域ごと
〈展開後段〉で
の年間計画に道徳科を付け加えるこ
P.62・64 を生かす。

とも可能になる。教科部会等で生か

【主な発問例】
○みどりが「なんでも聞いてね。」と声をかけたのは、どんな思いからか。
○ケイからの手紙の内容を聞いて、みどりはどんなことを考えたか。
●先生の言葉に、みどりがはっとしたのはどう思ったからか。

生徒指導

りないときは別葉とする。

だれに対しても差別や偏見をもつことなく、公正・公平に接しようとする態度
Ｃ(13)公正・公平、
を育てる。
社会正義
【主な発問例】
○父からリャンちゃんのことを尋ねられたとき、だまったままだった愛は、どんな気持ちだったか。
●愛がリャンちゃんに声をかけることができたとき、どんなことを考えたか。
○身近にある差別やいじめをなくすには、どうすればよいか。

す。

「生徒指導提要」を踏まえ，
本 校 の 重 点 指 導事項を記

主な発問例

す。
学 校 教 育ネット

学校教育ネット

検 索

授業の大まかな流れがわかるよう，主発問のみ示す。

検 索

別葉をつくる
別葉は，教師の手元に置くよりも，児童にもよく見える教室内に掲示することを推奨します。学んだ履歴を
指導計画を実行するための計画が別葉です。多くは各学年の年間指導計画をベースにして，各学級の児童の

いつも確認できるようにすることで，児童が自らの変化に関心をもち，自分自身をより前向きに捉えるように

実態に合わせて一部を改変し，さらに，実施したら色をぬるなど，進行状況が誰にでもわかるよう工夫します。

なれば，自尊感情を高めることにつながります。

４年「道徳科」指導計画「別葉」

4 年「道徳科」学習の計画 （教室掲示用）

①

※終わったら，実施した日付を書いて色をぬりましょう。
②

③

①

※終わったら，実施した日にちを書いて色をぬりましょう。
②
副読本

みんな

③

①主題（授業のねらい）に関
する情報
②教材に関する情報
③他の教育活動との関連
に加え，実施回数と実施予定
日を月ごとに必ず記入する。
実行するごとに，色を塗っ
たりして，達成感が得られる
よう工夫する。児童のやる気
を高めることもできる。
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