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小学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント （第３章 特別の教科 道徳）

ポイント①

道徳の教科化の背景 解説P.１～３

道徳教育の抜本的充実が求められる背景

●深刻ないじめの本質的な問題に向き合う
・制度改革だけでなく，本質的な問題解決に向かうことが必要

●決まった正解のない予測困難な時代を生きる
・グローバル化，情報化の急速な進展
・科学技術の進化と新たな問題 （人工知能，生命倫理…）
・社会全体の持続可能な発展（環境問題，超少子高齢社会…）

自らの人生や社会における答えが定まっていない問いを受け止め，多様な他
者と議論を重ねて探究し，「納得解」を得るための資質・能力が求められる。
（自分が納得でき周囲の納得も得られる解）

こうした資質・能力の育成に向け，道徳教育は大きな役割を果たす必要

説明



ポイント②

改訂の基本方針
説明

解説P.３～４

昭和33年に，小・中学校において，道徳の時間が設けられ，各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，
児童に道徳的価値の自覚や生き方についての考えを深めさせ，道徳的実践力を育成す
るものとされてきた。こうした道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うとい
う道徳教育の基本的な考え方は，今後も引き継ぐべきである。

今回の道徳教育の改善に関する議論の発端となったのは，いじめの問題への対応であ
り，児童がこうした現実の困難な問題に主体的に対処することのできる実効性ある力を育
成していく上で，道徳教育も大きな役割を果たすことが強く求められた。道徳教育を通じ
て，個人が直面する様々な状況の中で，そこにある事象を深く見つめ，自分はどうすべき
か，自分に何ができるかを判断し，そのことを実行する手立てを考え，実践できるようにし
ていくなどの改善が必要と考えられる。

このような状況を踏まえ，児童の道徳性を養うために，適切な教材を用いて確実に指導
を行い，指導の結果を明らかにしてその質的な向上を図ることができるよう，学校教育法
施行規則及び学習指導要領の一部を改正し，道徳の時間を教育課程上「特別の教科道

徳」（以下「道徳科」という。）として新たに位置付け，その目標，内容，教材や評価，指導
体制の在り方等を見直した。

今回の道徳教育の改善に関する議論の発端となったのは，いじめの問題への対応であ
り，児童がこうした現実の困難な問題に主体的に対処することのできる実効性ある力を育
成していく上で，道徳教育も大きな役割を果たすことが強く求められた。道徳教育を通じ
て，個人が直面する様々な状況の中で，そこにある事象を深く見つめ，自分はどうすべき
か，自分に何ができるかを判断し，そのことを実行する手立てを考え，実践できるようにし
ていくなどの改善が必要と考えられる。

このような状況を踏まえ，児童の道徳性を養うために，適切な教材を用いて確実に指導
を行い，指導の結果を明らかにしてその質的な向上を図ることができるよう，学校教育法
施行規則及び学習指導要領の一部を改正し，道徳の時間を教育課程上「特別の教科道

徳」（以下「道徳科」という。）として新たに位置付け，その目標，内容，教材や評価，指導
体制の在り方等を見直した。

ポイント③

「道徳性」を構成する諸様相
説明

解説P.２０～２１

平成２０年８月 小学校学習指導要領解説
道徳編

平成２９年６月 小学校学習指導要領解説
特別の教科 道徳編

○特に道徳性を構成する諸様相である道徳的心情，
道徳的判断力，道徳的実践意欲と態度などを養う
ことを求めている。

○また，このほかに，道徳的習慣などがある。

○道徳教育は道徳性を構成する諸様相である道徳
的判断力，道徳的心情，道徳的実践意欲と態度を
養うことを求めている。

○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
質を意味している。

道徳性とは，人間としてよりよく生きようとする人格的
特性。

道徳性とは，人間としての本来的な在り方やよりよい
生き方を目指してなされる道徳的行為を可能にする人
格的特性。

＜＜道徳性の諸様相＞
道徳的心情，道徳的判断力
道徳的実践意欲及び態度
道徳的習慣，道徳的行為

＜道徳性の諸様相＞
道徳的心情，道徳的判断力
道徳的実践意欲及び態度



よりよい行為

（道徳的習慣，道徳的行為）

よりよい行為へのエネルギー
（道徳性＝内面的資質）

「思い」は見えないが， 「思いやり」は見える。

「こころ」は見えないが， 「こころづかい」は見える。

・道徳的判断力
・道徳的心情
・道徳的実践意欲と態度

・道徳的習慣
・道徳的行為

※これらの道徳性の諸様相には，
特に序列や段階があるわけではない。

「道徳性」を構成する諸様相は，内面的資質

※内面的資質を育むための手立て
として捉えることができる。

内面的資質＝道徳性

□道徳的判断力・・・・それぞれの場面で善悪を判断する能力
□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
□道徳的実践意欲・・・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
□道徳的態度・・・・・道徳的判断力や道徳的心情に裏付けられた具体的な道徳的行為への身構え

ポイント③－２

※宮澤章二 『行為の意味』より

いじめは
やめなさい！

公正公平 礼 儀

友 情

誠 実

規則遵守

寛 容 節 度

親 切

いじめをやめさせる指
導

行為に関する指導

内面的資質の育成

鉄は熱いうちに打て

急がば回れ

相手の気持ちを考えて親切にしたこと
はありますか？

いじめをし
ない資質を
育てる
指導

内面的資質である道徳性と道徳的実践（行為）
の両面の指導が大切。



ポイント④

「特別の教科 道徳」の目標
説明

解説P.１６～１９

平成２０年８月 小学校学習指導要領解説
道徳編

平成２９年６月 小学校学習指導要領解説
特別の教科 道徳編

道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つ
め，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方につ
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。

各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特
別活動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
の考えを深め，道徳的実践力を育成するものとする。

道徳的価値の自覚

道徳的実践力

道徳的諸価値についての理解

自己を見つめ

物事を多面的・多角的に考え

道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度

道徳科の学習活動をイメージしやすいように，難解な言葉を具体
的にして示した。

道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，
物事を多面的・多角的に考え，自己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。

道徳的価値の理解

■ 人間としてよりよく生きる上で大切なことであると
理解すること

■ 道徳的価値を実現したり，実現できなかったりする場合の
感じ方，考え方は一つではない，多様であるということを
前提として理解すること

■ 道徳的価値は大切であってもなかなか実現することが
できない人間の弱さなども理解すること

価値理解

人間理解

他者理解

友達と仲良くする
と，本当に楽しい
んだなあ。

目標に向かってや
り遂げたときはい
い気持ちだなあ。

困っている人に親切
にするのは大事だけ
れど，声をかけるこ
とは難しいなあ。

みんなで使う場所で，
みんなに迷惑をかけ
たことがあるなあ。

親切な行為にも，
いろいろな考え
方があるなあ。

ありがとうにも，
いろいろな思い
があるんだなあ。

×特定の道徳的価値を絶対的なものとする指導
×本来実感を伴って理解すべき道徳的価値のよさや
大切さを観念的に理解させたりする学習

ポイント④－２



道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，
物事を多面的・多角的に考え，自己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。

自己を見つめる

これまでの自分の経験やそのときの考え方，感じ方と照ら
し合わせながら，更に考えを深めること

■ 道徳的価値の理解を図るには，児童生徒一人一人がこれら
の理解を自分との関わりで捉えることが重要

■ 人間としてよりよく生きる上で大切な道徳的価値を自分の
こととして考えたり感じたりすることが大切

私だったら・・・自己理解

ポイント④－３

道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，
物事を多面的・多角的に考え，自己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。

物事を多面的・多角的に考える

物事を一面的に捉えるのではなく，様々な視点から物事を
理解し，主体的に学習に取り組むことができるようにする
ことが大切

■ 発達の段階に応じて二つの概念が互いに矛盾，対立しているという
二項対立の物事を取り扱うなど，物事を多面的・多角的に考える

ことができるよう指導上の工夫をすることも大切

■ 諸事情の背景にある道徳的価値の多面性に着目させ，様々な角度から
総合的に考察することの大切さや，いかに生きるかについて主体的に
考えることの大切さに気付かせることが肝要

ポイント④－４



自己の生き方についての考えを深める

○道徳的価値の理解を自分との関わりで深める

○自分自身の体験やそれに伴う感じ方や考え方などを確かに
想起したりすることができるようにする

■ 特に自己の生き方についての考えを深めることを強く意識
して指導すること

道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，
物事を多面的・多角的に考え，自己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。

■ 児童生徒が道徳的価値の理解を基に，自己を見つめ，物事
を多面的・多角的に考えることを通して形成された道徳的
価値観を基盤として

ポイント④－５

ポイント⑤

「特別の教科 道徳」の内容項目
説明

解説P.２２～２７

平成２０年８月 小学校学習指導要領解説
道徳編

平成２９年６月 小学校学習指導要領解説
特別の教科 道徳編

○４つの視点
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

○４つの視点
１主として自分自身に関すること
２主として他の人とのかかわりに関すること
３主として自然や崇高なものとのかかわりに関する
こと
４主として集団や社会とのかかわりに関すること

○内容項目
低学年１６項目 ３項目増

中学年１８項目 ２項目増

高学年２２項目 統合１，新規１

○内容項目
低学年１９項目 「個性の伸長」「国際理解，国際貢献」

「公正，公平，社会正義」
中学年２０項目 「相互理解，寛容」

「公正，公平，社会正義」
高学年２２項目 「よりよく生きる喜び」

○「公正，公平，社会正義」・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・ いじめ問題
○「国際理解，国際貢献」・・・・･･・・・・・・・・・・・・・・・・ グローバル化
○「相互理解，寛容」・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・人間関係の構築
○「個性の伸長」「よりよく生きる喜び」・・・・・・・・・・・・他国に比べ，自尊感情が低い

○内容項目
低学年１６項目 ３項目増

中学年１８項目 ２項目増

高学年２２項目 統合１，新規１

○内容項目
低学年１９項目 「個性の伸長」「国際理解，国際貢献」

「公正，公平，社会正義」
中学年２０項目 「相互理解，寛容」

「公正，公平，社会正義」
高学年２２項目 「よりよく生きる喜び」



見開き２ページで，内容項目ごとに全学年の指導の要点等が示されている。
ポイント⑤－２

解説P.２８～７１

役割演技などの疑似体験的な表現活動を通して，道徳的価値の理解を深め，
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。

ポイント⑥

多様な方法を取り入れた指導

説明

解説P.９５～９７

道徳科における質の高い多様な指導方法について（イメージ）

平成２８年７月２２日 道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議

①読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習

教材の登場人物の判断や心情を自分との関わりで多面的・多角的に考えるこ
となどを通して，道徳的諸価値の理解を深める。

②問題解決的な学習

問題解決的な学習を通して，道徳的な問題を多面的・多角的に考え，児童生
徒一人一人が生きる上で出会う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。

③道徳的行為に関する体験的な学習

※これらの指導方法は，それぞれが独立した指導の「型」を示しているわけではない。
それぞれに様々な展開が考えられ，例えば読み物教材を活用しつつ問題解決的な学
習を取り入れるなど，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る。



ポイント⑦

「特別の教科 道徳」の評価

説明

解説P.１０７～１１６

平成２０年８月 小学校学習指導要領解説
道徳編

平成２９年６月 小学校学習指導要領解説
特別の教科 道徳編

児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把
握し，指導に生かすよう努める必要がある。
ただし，数値などによる評価は行わないものとする。

児童の道徳性については，常にその実態を把握して指導に
生かすよう努める必要がある。
ただし，道徳の時間に関して数値などによる評価は行わな
いものとする。

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多面的・多角的に考
え，自己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，実践意欲及び態度を育てる。

道徳性を育てる ※道徳性を評価するのではない。

道徳科の授業における児童の学習状況を評価する。

⇒内面的資質を評価することは困難

説明

○改訂後の学習指導要領（特別の教科道徳）

児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生かすよ
う努める必要がある。
ただし，数値などによる評価は行わないものとする。

具体的な方法を，道徳科の評価の在り方に関する専門家会議で検討（H27.6～H28.7）

【基本的な方向性】

○数値による評価ではなく，記述式とすること，
○個々の内容項目ごとではなく，大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること，
○他の児童生徒との比較による評価ではなく，児童生徒がいかに成長したかを積極的に
受け止めて認め，励ます個人内評価

○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の中で深めているかといった点を重視すること

○調査書に記載せず，入学者選抜の合否判定に活用することのないようにする必要

学習指導要領及び解説書に示されている「評価」は，指導要録の「評価」のこと。

「特別の教科 道徳」における評価の概要
ポイント⑦ー２



道徳科の授業における評価
・週１時間（３５時間）

行動の記録
・特別活動
・授業以外の学校生活等

小学校児童指導要録（参考様式）（イメージ）
ポイント⑦ー３

指導要録の意義

指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要

約を記録し，その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせる
ための原簿となるものであり，各学校で学習評価を計画的に進めて
いく上で重要な表簿である。

指導の過程及び結果の要約を記録し，
その後の指導に役立たせる。

前年度の担任 次年度の担任

この子たちの学
び方の成長を，
次の担任の先生
に，しっかり引き
ついでもらおう。

Ｂさんは，こんな学び
方が，だんだんできるよ
うになってきているのね。

今年は，もっとよくなる
ように指導しなきゃね。

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童
生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）

文科省 平成２２年５月１１日

ポイント⑦ー４



一人一人のよさを認めて励ます個人内評価

ねらい（方向目標）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

○目標に準拠した評価（絶対評価）は行わない。

○道徳科は，学習の到達度や目標の達成状況を把握するのでは
なく「学習状況」（学習のプロセス）を把握していく。

○
教
師
に
と
っ
て
は
，
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

○
児
童
に
と
っ
て
は
，
自
ら
の
成
長
を
実
感
し
意
欲

の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
も
の
。

ポイント⑦ー５

どのような学習状況を見ていくのか

自分の考えを堂々
と，わかりやすく説
明できている。

自分の考えを丁寧
に詳しく書いてい
る。

たくさん，手を挙げ
て発表することが
できている。

道徳科の目標 ⇒ 学習状況を把握するための着眼点

ポイント⑦ー６



道徳科の学習状況を把握するための観点

一面的な見方から多面的・多
角的な見方へと発展させている
かどうか

道徳的価値の理解を自分
自身との関わりの中で深めて
いるかどうか

複数の道徳的価値の対立が生じる場面に
おいて取り得る行動を多面的・多角的に考
えようとしている。

読み物教材の登場人物を自分に置き換
えて考え，自分なりに具体的にイメージし
て理解しようとしている。

自分と違う立場や
感じ方，考え方を理解しようとしている。

道徳的価値に関わる問題に対する判断の
根拠やそのときの心情を様々な視点から捉
え考えようとしている。

道徳的な問題に対して自己の取り得る行
動を他者と議論する中で，道徳的価値の
理解をさらに深めている。

現在の自分自身を振り返り，自らの行動
や考えを見直している。

道徳的価値を実現することの難しさを自
分のこととして捉え，考えようとしている。

ポイント⑦ー７

児童の学習状況（例）

ピエロはサーカス団のリーダーだから，
仲間の気持ちはわからないといけない
と思う。

私がもし，リーダーだとしたら，怒って
ばかりの自分ではいけないと思うから。

２つの考えを比べたとき，どちらもあると
思うけど，私はやっぱり，自分を反省し
たときに，許せる気持ちがわいてくる。

ぼくは，みんなの考えに納得できない。

もしもぼくが，ピエロだったら，大切な
出番を奪われたのに，相手がちょっと
がんばったくらいでは，簡単に許せない。

読み物教材の登場人物を自分に置き換
えて考え，自分なりに具体的にイメージし
て理解しようとしている。

道徳的価値の実現することの難しさを自
分のこととして捉え，考えようとしている。

自分と違う立場や感じ方，考え方を理解
しようとしている。

Ａ児

Ｂ児

Ｃ児

道徳的価値の実現することの難しさを自
分のこととして捉え，考えようとしている。

読み物教材の登場人物を自分に置き換
えて考え，自分なりに具体的にイメージし
て理解しようとしている。

自分と違う立場や感じ方，考え方を理解
しようとしている。



児童の学習状況を把握するために

○児童の学習状況は，教師の指導によって変わってくる。

○指導者が意図した学習状況が，児童の学習活動の中に
生まれてくるように授業を工夫し，意図した学習状況が見
られたかどうかを把握していく。

⇒指導と評価を一体的に捉える

○偶然に表れる学習状況を把握するのは，難しい。

学習状況を把握するためには，
指導者が，何を見ていくのか観点をもつことが必要。

ポイント⑦ー８

具体的な評価の方法（例）

①ファイリングの蓄積
・ワークシートや道徳ノート
②指導者のエピソードノート（仮称）
・毎時間，全ての児童は，記録できないが，記憶を頼り
に，毎時間３～５人ずつの学習状況を記録していく。
・ノートに記録されていない児童ほど，次回，意識して学
習状況を見取るようにする。

③チームによる評価
・互見授業や学年部，管理職等に授業を見てもらい，記
録をとってもらう。
④聞き取りやインタビューなど
・机間指導や授業後に，「何か言いたいことあるのかな」
や「これについて，どう思うかな」等と個別に問いかけ，
考え方や学習状況をつかむ。

ポイント⑦ー９



発達障がい等のある児童や海外から帰国した児童，
日本語習得に困難のある児童等に対する配慮

発達障害等のある児童に対する指導や評価を行う上では，それぞれの学習の過程で考
えられる「困難さの状態」をしっかりと把握した上で必要な配慮が求められる。

海外から帰国した児童や外国人の児童，両親が国際結婚であるなどのいわゆる外国に
つながる児童について，一人一人の児童の状況に応じた指導と評価を行う。

○例えば，他者との社会的関係の形成に困難がある児童の場合であれば，相手の気持ち
を想像することが苦手で字義通りの解釈をしてしまうことがある。

○例えば，暗黙のルールや一般的な常識が理解できないことがある。

例えば，他者の心情を理解するために役割を交代して動作化，劇化したり，ルールを明
文化したりするなど，学習過程において想定される困難さとそれに対する指導上の工夫が
必要である。
そして，評価を行うに当たっても，困難さの状況ごとの配慮を踏まえることが必要である。

困難さの状況を十分に理解した上で

ポイント⑦ー１０

小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編
第５章 道徳科の評価
第２節 道徳科における児童の学習状況及び成長の様子についての評価
２道徳科における評価
（５）発達障害等のある児童や海外から帰国した児童，日本語習得に困難のある児童

等に対する配慮

発達障害等のある児童に対する指導や評価を行う上では，それぞれの学習の過程で考えられる「困難さ
の状態」をしっかりと把握した上で必要な配慮が求められる。
例えば，他者との社会的関係の形成に困難がある児童の場合であれば，相手の気持ちを想像することが
苦手で字義通りの解釈をしてしまうことがあることや，暗黙のルールや一般的な常識が理解できないこと
があることなど困難さの状況を十分に理解した上で，例えば，他者の心情を理解するために役割を交代し
て動作化，劇化したり，ルールを明文化したりするなど，学習過程において想定される困難さとそれに対
する指導上の工夫が必要である。
そして，評価を行うに当たっても，困難さの状況ごとの配慮を踏まえることが必要である。前述のよう
な配慮を伴った指導を行った結果として，相手の意見を取り入れつつ自分の考えを深めているかなど，児
童が多面的・多角的な見方へ発展させていたり道徳的価値を自分のこととして捉えていたりしているかを
丁寧に見取る必要がある。
発達障害等のある児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を把握するため，道徳的価値の理解を深め
ていることをどのように見取るのかという評価資料を集めたり，集めた資料を検討したりするに当たって
は，相手の気持ちを想像することが苦手であることや，望ましいと分かっていてもそのとおりにできない
ことがあるなど，一人一人の障害により学習上の困難さの状況をしっかり踏まえた上で行い，評価するこ
とが重要である。
道徳科の評価は他の児童との比較による評価や目標への到達度を測る評価ではなく，一人一人の児童が
いかに成長したかを積極的に受け止めて認め，励ます個人内評価として行うことから，このような道徳科
の評価本来の在り方を追究していくことが，一人一人の学習上の困難さに応じた評価につながるものと考
えられる。



〇法令上の規定はなく，各学校が独自に行っている。
〇国として様式の例示等は示していない。指導要録の様式に
対応した内容を学期ごとに通知する形が一般的。

１学期の
学習状況

２学期の
学習状況

３学期の
学習状況

通知表について

１学期の道徳科の授業では，Ａ子さんは，
「手品師」の授業の様子について，書いて
あげよう。
真剣に考えていたからね。

ポイント⑦ー１１



「『道徳科』評価と授業構想の在り方改訂版」の目次

『特別の教科 道徳』の実施に向けて ～小学校はＨ３０年，中学校はＨ３１年～

教育課程の編成 指 導 評 価

１ 道徳教育の全体計画

○各学校は，道徳教育の重点目標を設定
します。 ⇒ 重点目標

○重点目標が，道徳教育の内容項目の
どれにあたるか明確にします。

⇒ 重点内容項目

２ 全体計画の別葉

○道徳科の授業以外の教育活動における
道徳教育の指導の内容及び時期等を
示します。

⇒ 重点目標を中心に編成することを
お薦めします。

３ 道徳科の年間指導計画

○重点内容項目は，他の項目より多めに
時間数を確保します。

○学校行事等との関連が図られるように
内容項目の指導時期を考慮します。

１ 教科書の使用義務

○主たる教材として教科書を使用する。

○教科書以外の教材を使用する例

例１：重点内容項目に関わる教材が教科書に
不足している場合，地域教材や「私たちの
道徳」等の教材を使用。

例２：ねらいの達成には，地域教材が有効であ
ると判断した場合。

２ 道徳的価値の理解

○大切であるという理解だけでなく，実現
することの難しさや感じ方，考え方は多
様であることを自分事として深めること
が大切です。

⇒ 自己を見つめる
⇒ 多面的・多角的に考える

※道徳的価値を知識として，理解させるの
ではありません。

１ 学習状況を評価

○週１時間の道徳科の評価です。

○児童生徒が，自分事として考えたり，
多面的・多角的に考えたり話し合ったり
している学習状況を把握します。

※授業の中で，道徳的判断力，心情等の
道徳性を評価するのは困難なことです。

２ 個人内評価

○学習状況から，児童生徒のよさやがんば
りを継続的に把握していきます。

○達成状況ではなく，学習のプロセスを
評価します。

※相対評価や絶対評価ではなく，認めて励
ます個人内評価です。

３ 指導要録と通知表

○数値による評価ではなく，記述式です。

○指導要録の評価は，法令上の規定です
が，通知表は各学校の判断です。

※週１時間の授業を確実に実施
⇒ 学習状況の把握

※指導があってこその評価です。
※県教委のホームページ「道徳教育」
の「教科化の全面実施に向けて」参照。

例 高学年は２２の内容項目があります。全
ての内容項目を１時間で行うと，３５－２２＝
１３の余剰時間ができます。この１３時間に
重点内容項目を振り分けます。



ポイント⑧

「特別の教科 道徳」の教材
説明

解説P.１０２～１０６

道徳科においても，主たる教材として教科用図書を使用しなければならないことは言う
までもないが，道徳教育の特性に鑑みれば，各地域に根ざした地域教材など，多様な教
材を併せて活用することが重要となる。様々な題材について郷土の特色が生かせる教
材は，児童にとって特に身近なものに感じられ，教材に親しみながら，ねらいとする道徳
的価値について考えを深めることができるので，地域教材の開発や活用にも努めること
が望ましい。

道徳科に生かす教材

ア児童の発達の段階に即し，ねらいを達成するのにふさわしいものであること。
イ人間尊重の精神にかなうものであって，悩みや葛藤等の心の揺れ，人間関係の理解
等の課題も含め，児童が深く考えることができ，人間としてよりよく生きる喜びや勇気
を与えられるものであること。

ウ多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には，特定の見方や考え方に偏っ
た取扱いがなされていないものであること。

なお，教科用図書以外の教材を使用するに当たっては，「学校における補助教材の適正
な取扱いについて」（平成27年３月４日付け文部科学省初等中等教育局長通知）など，関
係する法規等の趣旨を十分に理解した上で，適切に使用することが重要である。

ポイント⑨

道徳教育の全体計画及び別葉の作成

説明
解説総則編P.１２７～

平成２０年８月 小学校学習指導要領解説
道徳編

平成２９年６月 小学校学習指導要領解説
総則編

＜道徳教育の別葉＞
道徳の内容との関連を踏まえた各教科，外国語

活動，総合的な学習の時間及び特別活動における指
導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携
の方法を示す必要があること。

＜道徳教育の別葉＞

道徳科の指導方針，第３章特別の教科道徳の第２
に示す内容との関連を踏まえた各教科，外国語活動，
総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内
容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を
示すこと。

＜道徳教育の推進体制と全体計画＞

各学校においては，第１の２に示す道徳教育の目標
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，道徳教育の推進を主に担当する教師（以下
「道徳教育推進教師」という。）を中心に，全教師が協
力して道徳教育を展開すること。

＜道徳教育の推進体制と全体計画＞

各学校においては，校長の方針の下に，道徳教育
の推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教
師」という。）を中心に，全教師が協力して道徳教育を
展開するため，次に示すところにより，道徳教育の全
体計画を作成するものとする。

○学校の教育課程の管理者である校長は，その指導力を発揮し，学校の道徳教育の基本的な方
針を全教師に明確に示すことが必要である。
○校長は道徳教育の改善・充実を視野におきながら，関係法規や社会的な要請，学校や地域社会
の実情，児童の道徳性に関わる実態，家庭や地域社会の期待などを踏まえ，学校の教育目標と
の関わりで，道徳教育の基本的な方針等を明示しなければならない。



本校の道徳教育の重点目標を次のように設定しました。

『人間尊重の精神を生かし，思いやりの心
をもち，規範意識の高い子どもを育成する』

校長先生の方針は，学習指導要領解説に示されている内容項目
から言えば，「親切・思いやり」と「規則の尊重」の２つですね。

次に，各学年の重点目標を設定します。

＜Ａ小学校の学校の教育目標 （例）＞
アイディアマン ➡ 自ら問いをもち，探究する子
ハートマン ➡ 目標に向かって，何事にも協働的に取り組む子
ファイトマン ➡ 学んだことを活かし，新しいことに挑戦する子

○相手の考えを尊重したり，相手の気持ちを推し量れる人間性
○ルールやマナーを尊重する態度

ポイント⑨－２

道徳教育の全体計画（例）
学校教育の教育目標

道徳教育の重点目標

各学年の重点目標

＜A学校の道徳教育の重点目標＞
人間尊重の精神を生かし，思いやりの心をもって，規
則を尊重しようとする子どもを育成する。

○身近にいる人にあたたかい心で接することができる。

○約束やきまりを守り，みんなで使うものを大切にできる。

○相手のことを思いやり，進んで親切にする。
○学校のきまりや社会のルールを守って生活できる。

○思いやりの心をもち，相手の立場や気持ちを考え
ることができる。
○法やきまりの意義を理解し，規則やモラルを意識
して生活できる。

＜A学校の道徳教育の重点目標＞
人間尊重の精神を生かし，思いやりの心をもって，規則を尊重しようとする子どもを育成する。

＜低学年の重点目標＞
○身近にいる人にあたたかい心で
接することができる。
○約束やきまりを守り，みんなで使
うものを大切にできる。

＜中学年の重点目標＞
○相手のことを思いやり，進んで
親切にする。
○学校のきまりや社会のルールを
守って生活できる。

＜高学年の重点目標＞
○思いやりの心をもち，相手の立場
や気持ちを考えることができる。

○法やきまりの意義を理解し，規則
やモラルを意識して生活できる。

ポイント⑨－３



道徳科以外の道徳教育の指導
の内容及び時期を示します。

第２学年

節度・節制

努力，意志

正直・誠実

善悪の判断

礼 儀

親切・思いやり

友情・信頼

相互理解

生命の尊さ

自然愛護

畏敬の念

規則の尊重

公正・公平

家族愛

学校生活

伝統と文化

これが，

全体計画の別葉（例）です！

思いやりにかかわる指導

規則の尊重にかかわる指導

ポイント⑨－４

「思いやり」と「規則の尊重」
は私の学校の重点目標です。

思いやりにかかわる指導

規則の尊重にかかわる指導

第２学年

２つの重点目標（重点内容項
目）には，全教職員で意識し
て取り組みます。

節度・節制

努力，意志

正直・誠実

善悪の判断
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伝統と文化

ポイント⑨－５



重点目標（重点内容項目）
を中心にして，作成した別葉（例）

ポイント⑨－６

重点内容項目

特別活動 各教科等

学期ごとに重点内容項目に関わる指導内容
を示している。

＜指導計画作成上の配慮事項＞

各学校においては，道徳教育の全体計画に基づき，各教科，外国語活動，総合的な学習
の時間及び特別活動との関連を考慮しながら，道徳科の年間指導計画を作成するものとす
る。なお，作成に当たっては，第２に示す各学年段階の内容項目について，相当する各学年
において全て取り上げることとする。その際，児童や学校の実態に応じ，２学年間を見通した
重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導，一つの内容項目を複数の時間で扱う
指導を取り入れるなどの工夫を行うものとする。

「特別の教科 道徳」の年間指導計画作成

・小学校低学年・・・・１９この内容項目
・小学校中学年・・・・２０この内容項目
・小学校高学年・・・・２２この内容項目

各校の重点目標が決まったら，道徳科の年間指導計画に反映させていきましょう。
重点目標に関わる指導内容（重点内容項目）は，１時間ではなく，２～４時間ほど，授
業を行ってもよいのです。

・３５－１９＝１６
・３５－２０＝１５
・３５－２２＝１３

例えば，１時間に１つの内容項目で学習したとすると

この時間に，
重点内容項目
の授業を行う。

ポイント⑩

説明 解説P.７２～７７


