
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方(中)
特別の教科 道徳（道徳科）

〈参考・引用資料〉

「ＮＩＴＳオンライン研修（道徳教育指導者養成研修）」講義資料 他

全教育活動を通じて行う
道徳教育の推進

道徳教育の要となる
道徳科の授業の充実

・道徳教育の目標
・道徳教育推進教師の役割
・道徳教育の全体計画
・各教科等における道徳教育
・豊かな体験活動の充実
・いじめの防止
・家庭や地域社会との連携等

・道徳科の目標と内容
・年間指導計画
・道徳科の指導
・教材の開発と活用
・道徳科の評価 等

補充
機会が少ないから道徳
科の授業で確実に扱う

深化
十分な指導ができず、
心に届いていないから
道徳科の授業でしっか
り指導する

統合
ばらばらなので、つながり
を知り、より深く理解したり、
発展させたりする
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特別の教科 道徳（道徳科）が始まって

〈変わったこと〉
□教科用図書を主たる教材として使用
すること

□道徳科の授業で、生徒を評価すること

〈変わらないこと〉
□道徳教育の要として、道徳科の授業
を年間３５時間以上行うこと

□道徳教育及び道徳科では、道徳性を
養うことを目標としていること

主体的・対話的で深い学び
－「考え、議論する道徳」の実現－

学校の教育活動全体を通して

道徳性を養う指導

■各教科、外国語活動
総合的な学習の時間、特別活動で

■日常の生徒指導を通して

道徳的実践の指導

道徳科の時間で

●週１時間の授業で
●意図的・計画的に
●今後の様々な場面で
適切な行為を主体的に
選択し、実践できるように
道徳的な判断力、心情
実践意欲と態度の育成

道徳教育の
全体計画

全体計画

の別葉

道
徳
科
の
年
間
指
導
計
画

内面的資質の育成

県指導資料 第１０章



主体的・対話的で深い学び

－「考え、議論する道徳」の実現－
道徳科の特質を生かした深まりのある指導が求められている

①道徳科の目標の理解
●どのような学習をするのか

②明確な意図をもった指導
●考え、議論する授業にするためにおさえるポイント

「考え、議論する」道徳科の授業とは

「考える」とは、

「主体的に考える」
「自分との関わりで考える」

・一般論ではない
・概念的な言葉での理解ではない

主体的

「互いの考えを述べ合う」
「いろいろな考えと出合う」

・どちらがいいかの討論ではない
・教師は気付かせたいこと・考えさせたいことをもつ
・子どもは、今のぼく（私）にとって大切なことは何か
を考える

「議論する」とは、

対話的
問題意識をもつ

自らを振り返る

人間としての生き方について考えを深める

深い学び



道徳科の目標と４つの学習の要素

①道徳的価値の理解 ②自己を見つめる学習

を図る学習

③物事をより広い視野から ④人間としての生き方について

多面的・多角的に 考えを深める学習

考える学習

<特別の教科 道徳の目標＞

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，物事をより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。

○ぼくだったら・・・。
○どんな考え方をすれば、
こんなことができるのかな。○○って大切だよな。

分かってるけど難しいなぁ。

県指導資料 第３章－３・４解説第２章第２節道徳科の目標

今の自分の

よさや課題は
何だろうか？

明確な指導観＝価値観＋生徒観＋教材観

こういう指導が大事だと考えています

各教科等で、こんな指導をしてきました

その結果、子どもたちはこういう実態です

授業でこういうことを考えさせることが必要

そのために、この教材を活用して、
この発問をします

（２）明確な意図をもった指導
県指導資料 第４章－１



指導の明確な意図（明確な指導観）をもつためのステップ

３ 授業者の意図、生徒の実態をもとに、教材
をどのように活用し、どのような学習を行うの
かを明らかにする。

２ ねらいとする道徳的価値について、日頃、
どのような指導を行い、その結果としての生徒
のよさや課題を確認し、本時で学ばせたいこと
は何かを明らかにする。

１ ねらいとする道徳的価値（内容項目に含ま
れるもの）について、学習指導要領に基づき、
明確な考えをもつ。

主
題
設
定
の
理
由

道徳的
価値

生徒の
実態

教材の
活用

県指導資料
第４章－２

道徳科の一般的な学習指導過程（例）

導入 数分
（１分～２分程度）

○生徒の興味や関心を高め、ねらいとする道徳的
価値に向けて動機付けを図る段階

補助資料

多種多様なものが
考えられる

展開 ３０分～４０分程度 ○ねらいを達成するための中心となる段階

○中心的な資料によって、ねらいとする道徳的価値に
ついてじっくり考える段階

中心的な資料

数分
（１分～５分程度）

○ねらいに対する、思いや願い、課題を培うために、
現在の自分を見つめる
（設定しない場合も考えられる）

終末 数分
（１分～２分程度）

○ねらいに対する自分なりの思いをあたためたり、
更に深く心にとどめたりして、今後の発展につなぐ
段階

補助資料

多種多様なものが
考えられる

県指導資料 第３章－５解説第４章第２節
道徳科の指導



（３）新大分スタンダードと道徳科の授業

振り返り

課題

まとめ

めあて（～しよう）

活動

導入

展開

終末

（手立て・見通し）

導入
◇価値への方向付け ◇教材へ方向付け
本時の問題意識や興味、関心をもたせる

展開（中心的な発問）
◇教材を通した学習の中心
◇ねらいとする道徳的価値に直結した
発問を設定

展開（話し合いの整理）
子どもたちから出てきた考え方を整理
し、多面的・多角的に捉えさせる。
※一つの考え方にむりやり集約したり、
特定の考えを で囲んで強調する
ことが「まとめ」ではない。

本時の学びを振り返る

展開（現在の自分自身を見つめる）

教材を通して学習した道徳的価値に
関わって、今の自分がどのような状況
なのか、振り返らせる。

終末（教師の説話等）
説話等を通して、ねらいに対する自分なり

の思いをあたためたり、さらに深く心にとど
めたりして、今後の発展につなぐ。

県指導資料 第９章－１



○今日の授業を通して、～～～～～が大切だと感じました。 （価値の自覚）

○今の私には、～～～～～が足りないと気づきました。 （自分の課題）

○一人の人間として～～～～～～～ありたいと思いました。 （願い）

◇今の私にとって、大切なことは・・・

◇今のぼくの課題は、・・・・・・・

◇一人の人間として、・・・・・・・・・

自己の（人間としての）生き方についての考えを深める

振り返り

（４）道徳科の授業構想（発問づくり）

①内容項目の理解
・指導すべき内容を理解する

・学年段階の重点の把握

②生徒の現状を把握
・内容項目に関わって、どのような
指導を行ってきたか。

・その結果、どのような成長があり、
また課題があるのか。

＜ねらいの明確化＞
・何を考えさせたいのか。
・何に気付かせたいのか。
・何を中心にするのか。
（判断力、心情、態度等）

中心発問

中心発問に対して、
期待する児童生徒の
発言等

基本発問
③
指
導
者
の
「
ね
ら
い
」
が
明
確
な
発
問
構
成

直 結 す る
のか？

直 結す る
のか？ 補助発問

基本発問

まず、中心発問を考え、次にそれを生かす前後の発問
（基本発問）を考え、全体を一体的に捉えることが有効

授
業
の
骨
子

※補助発問は、子どもの反応によって、
臨機応変な対応を必要とする発問です

道徳的
価値

生徒の
実態

教材の
活用

県指導資料 第４章－６



「二通の手紙」の授業構想について

内容項目の理解

・遵法精神は、公徳心によって支えられている。
・他律的な捉えから、自律的な捉えに。
・「私」を大切にする心と「公」を大切にする心の関係に
ついて考えを深める。

生徒の現状を把握

○ルールやきまりを守って生活している

●ルール違反を見ても、見て見ぬふりをする。
●「人が見ていなかったり、ばれなかったら、
きまりをやぶる」と答えた生徒が８割

教師の意図
・きまりの意義について、様々な視点から
考えさせたい。

ねらいの明確化
・きまりを守り、義務を果たすことのできる
判断力を育てる。

元さんのこの場面での「思いやり」
には問題はないのか

この話で迷うところは、どんなことか

直結

法やきまりを守ることの大切について、
今日の学習で考え直したことをノート
に書こう

まず、中心発問を考え、次にそれを生かす前後の発問
（基本発問）を考え、全体を一体的に捉えることが有効

※補助発問は、子どもの反応によって、
臨機応変な対応を必要とする発問です

【
価
値
観
】

【
生
徒
観
】

【
教
材
観
】

指
導
者
の
「
ね
ら
い
」
が
明
確
な
発
問
構
成

授
業
の
骨
子

動物園の規則に問題はないのか

この場合は問題がある。
○規則は、自分一人のものではない点
について
○命より大切なものはないという点に
ついて

県指導資料 第４章－６

（４）道徳科の授業構想（発問づくり）

【発問づくりの３つの視点】

①道徳的価値に関わるどんな問題状況が起きているのか。
または、その出来事に道徳的価値がどのように関わっているのか。

②行間はあるのか。（行間を問うているか。）
行間とは、教材（文）には直接表現されていない人物の気持ちや場面等

③ねらいに関わって、児童生徒に一番考えさせたい場面はどこか。

県指導資料 第４章－３



（５）道徳科における指導方法の工夫

道徳教育アーカイブ 検索

「考え、議論する道徳」の実現に向けて
指導方法の工夫事例やいじめ防止を扱った
実践事例を、授業映像や指導案で紹介中

道徳科の指導方法の工夫を考えながら、視聴しましょう

中学校学習指導要領 解説 特別の教科 道徳編 より

県指導資料 第５章解説第４章第２節
道徳科の指導

□ア．教材を提示する工夫 □カ．板書を生かす工夫
□イ．発問の工夫 □キ．説話の工夫 など
□ウ．話合いの工夫
□エ．書く活動の工夫
□オ．動作化、役割演技等の表現活動の工夫

（５）道徳科における指導法の工夫

★興味・関心、場面の理解、場面に対する思考等を促す。
・教師の範読が一般的。
・教材文⇒紙芝居、ペープサート、影絵、音声の追加
・ある一部分を強調 ・ある部分を隠す ・分割
・大切な事柄を抽出 ・図や表 ・実物

★興味・関心、場面の理解、場面に対する思考等を促す。
・教師の範読が一般的。
・教材文⇒紙芝居、ペープサート、影絵、音声の追加
・ある一部分を強調 ・ある部分を隠す ・分割
・大切な事柄を抽出 ・図や表 ・実物

★発問構成の手順、ねらいと中心発問の連動、様々な質の
発問を理解し、適切に活用すれば、日々の授業作りに役立つ。

○わかりきったことは問わないこと。
○教材文に書かれている言葉や文が答えになるような発問は、設定
しないこと。

○授業のねらいに関わる「中心的な発問」をまず考え、次にそれをいかす
ための前後の発問を考えるようにすること。
○ねらいと直結した中心発問を設定すること。
・「道徳的判断力」をねらいとした場合
⇒理由や根拠を問う。対比や選択、批正を正す問い等
・「道徳的心情」をねらいとした場合
⇒人物の心情を想像、自分ならどう感じるか当心の有様を問う。
・「道徳的実践意欲及び態度」をねらいとした場合
⇒今後の行動や行き方、夢や希望について考えさせる。

１．教材（資料）を提示する工夫

２．発問の工夫

３．話し合いの工夫

★生徒の考えを深める中心的な活動であり、
重要な役割
考えを出し合う、まとめる、比較する等

・討議形式（考えの種別、心情図・グラフの活用、
二項対立型等）

・グループでの話し合い、ペアでの対話。

・補助発問の活用

（納得度、実行の可能性、経験の有無、善悪の判断、
共通点、根拠や理由等）

★生徒の考えを深める中心的な活動であり、
重要な役割
考えを出し合う、まとめる、比較する等

・討議形式（考えの種別、心情図・グラフの活用、
二項対立型等）

・グループでの話し合い、ペアでの対話。

・補助発問の活用

（納得度、実行の可能性、経験の有無、善悪の判断、
共通点、根拠や理由等）

県指導資料 第５章解説第４章第２節
道徳科の指導



（５）道徳科における指導法の工夫

★生徒の考えを深めたり、整理したりする。学習の
個別化を図り、教師が児童生徒の考え方や感じ方を
とらえる機会

・生徒の成長の記録となり、評価にも生かすことができる。

・各回数を重要な箇所に絞り込み、記述内容を生かす工夫。

・ワーク形式（吹き出し形式、手紙形式、作業的内容の形式等）。

★生徒の考えを深めたり、整理したりする。学習の
個別化を図り、教師が児童生徒の考え方や感じ方を
とらえる機会

・生徒の成長の記録となり、評価にも生かすことができる。

・各回数を重要な箇所に絞り込み、記述内容を生かす工夫。

・ワーク形式（吹き出し形式、手紙形式、作業的内容の形式等）。

５．動作化、役割演技などの表現活動の工夫

★話したり、書いたりする以外に、その場に応じた
身のこなし、表情などで自分の考えを表現する方法

・動作化⇒動きを忠実に真似して、実感的な理解を深める。

・役割演技⇒特定の役割をもって即興的演技から深める。

・類似体験⇒実際の場面の追体験、実験や観察、調査等。

★話したり、書いたりする以外に、その場に応じた
身のこなし、表情などで自分の考えを表現する方法

・動作化⇒動きを忠実に真似して、実感的な理解を深める。

・役割演技⇒特定の役割をもって即興的演技から深める。

・類似体験⇒実際の場面の追体験、実験や観察、調査等。

６．板書を生かす工夫

★思考を深める共通のノートとして生かす。

・順接的な板書だけでなく、対比的、構造的な示し方も
工夫。

・中心部分を特にクローズアップした構成。

・意見の違いが類型化された構成。

★思考を深める共通のノートとして生かす。

・順接的な板書だけでなく、対比的、構造的な示し方も
工夫。

・中心部分を特にクローズアップした構成。

・意見の違いが類型化された構成。

７．説話の工夫

★教師が意図をもって、まとまった話をする。

・日常の話題や学級の出来事、時事問題を生かした内容。

・ことわざ、格言、エピソード、「私たちの道徳」のメッセージ。

・教師の忘れられない体験など。

★教師が意図をもって、まとまった話をする。

・日常の話題や学級の出来事、時事問題を生かした内容。

・ことわざ、格言、エピソード、「私たちの道徳」のメッセージ。

・教師の忘れられない体験など。

４．書く活動の工夫

詳細は、第５章 道徳科の指導法の工夫を参照

県指導資料 第５章解説第４章第２節
道徳科の指導

道徳科における評価

①通知表（あゆみ）
②指導要録
③道徳科における学習
④日常における行為・行動、生活習慣

何を評価するか

①生徒の学習状況の把握
②道徳性に係る成長の様子の把握

※「通知表（あゆみ）」の所見は、各学校で、子どもの姿からつくる

県指導資料
第１章、第２章、第７章

解説第５章
道徳科の評価



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

※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。

※宮澤章二 『行為の意味』より

なぜ、「道徳性」を評価しないのか
県指導資料 第１章－２

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

※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

※宮澤章二 『行為の意味』より

県指導資料 第１章－２



とは、道徳科の目標に示されている学習活動（下記①～④の
ような学習）における生徒の発言や記述等のこと

道徳科の学習状況

学習状況の評価とは、学習活動の様子、
学習のプロセスを評価する

「自分の考えを丁寧に
くわしく書いている」

「たくさん手を挙げて発表
することができている」

「自分の考えを大きな声で
堂々と説明できている」

×
×
×

教
師
の

見
取
る
力

県指導資料 第１章－３

・数値による評価ではなく、記述式にすること

・個々の内容項目ではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価をすること

・他の生徒との比較ではなく、生徒がいかに成長したかを積極的に受け
止めて認め、励ます個人内評価として行うこと

・学習活動において生徒がより多面的・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

・発達障害等のある生徒が抱える学習上の困難さの状況等を踏まえた
指導及び評価上の配慮を行うこと

・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
にすること

道徳科の評価の在り方
県指導資料 第２章



・数値による評価ではなく、記述式にすること

・個々の内容項目ではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価をすること

・他の生徒との比較ではなく、生徒がいかに成長したかを積極的に受け
止めて認め、励ます個人内評価として行うこと

・学習活動において生徒がより多面的・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

・発達障害等のある児童生徒が抱える学習上の困難さの状況等を踏まえ
た指導及び評価上の配慮を行うこと

・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
にすること

道徳科の評価の在り方
県指導資料 第２章

道徳科における評価 成長を受け止めて認め、
励ます 個人内評価

道徳科の授業のねらい

教師の指導の明確な意図
評価規準では
なく、達成度の
評価はできない

評
価
す
る
の
は
、

児
童
生
徒
の

学
び
の
姿

県指導資料
第２章－１



道徳科の学習状況を把握するための視点

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。

自己を見つめる 多面的・多角的に考える

県指導資料
第１章－５

「学習の中心的内容」・・・・（元さんが姉弟を入園させたことについて、）
「学習活動」・・・・・・・・・・・・（きまりの大切さを生命尊重や思いやり等の視点から考えること

を通して）
「道徳性の諸様相」・・・・・・（きまりを守り義務を果たすことのできる判断力を育てる。）

道徳科のねらいと評価
【ねらいの構造】

「学習の中心的内容」・・・・（～について、～を）

「学習活動」・・・・・・・・・・・・（～活動を通して）

「道徳性の諸様相」・・・・・・（～な心情を育てる、～な判断力を高める、～な態度を育てる等）

期待する学習状況のこと⇒評価の着眼点

【学習状況を把握するための評価の着眼点】

きまりの大切さを生命尊重や思いやりと関連付けながら考え、発言したり書いたりしている。

【評価の方法】 ・グループ学習の様子や全体での発言から見取っていく。・道徳ノートの記述から見取っていく。

県指導資料 第６章－２、第９章－２



・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

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
に生かすように努める必要がある。「第３章 特別の教科道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の４

学習状況 道徳性に係る 成長の様子

＝

道徳的価値の理解に基づく

人間としての生き方について考えを深める

・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

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
に生かすように努める必要がある。「第３章 特別の教科道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の４

学習状況 道徳性に係る 成長の様子

道徳科に係る ×道徳性の成長の様子成長の様子



道徳的価値の理解に基づく

人間としての生き方について考えを深める

・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

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
に生かすように努める必要がある。「第３章 特別の教科道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の４

学習状況 道徳性に係る 成長の様子

１回目

10回目
３５回目

○回目

学期間の成長の様子
年間の成長の様子

道徳的価値の理解に基づく

人間としての生き方について考えを深める

・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

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
に生かすように努める必要がある。「第３章 特別の教科道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の４

学習状況 道徳性に係る 成長の様子

１回目

10回目
３５回目

学期間の成長の様子
年間の成長の様子

大くくりなまとまりで見えてくる
学びの姿の成長の様子を評価する

○回目



具体的な評価の方法（例）

①学習記録のファイリング
・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，全て生徒は，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生徒ほど，次回，意識して見取るようにする。

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。

⑤生徒が行う自己評価や相互評価 等

県指導資料
第２章－３，４

道徳科では、このような記述はしません！
◇Ａさんは、親切で心の優しい子だ。
◇Ｂさんは、最後まであきらめずに努力できる子だ。

◇Ｃさんは、社会科見学で元気よく感謝の言葉を伝えた。
◇Ｄさんは、道徳科で学んだ礼儀を実践に移し、
心を込めたあいさつができるようになった。

◇Ｅさんは、積極的に手を挙げて発表することができた。
◇Ｆさんは、きまりの大切さをノートに書くことができた。



道徳科では、このような記述はしません！
◇Ａさんは、親切で心の優しい子だ。
◇Ｂさんは、最後まであきらめずに努力できる子だ。

◇Ｃさんは、社会科見学で元気よく感謝の言葉を伝えた。
◇Ｄさんは、道徳科で学んだ礼儀を実践に移し、
心を込めたあいさつができるようになった。

◇Ｅさんは、積極的に手を挙げて発表することができた。
◇Ｆさんは、きまりの大切さをノートに書くことができた。

道徳性そのもの
を評価できない

道徳科では、このような記述はしません！
◇Ａさんは、親切で心の優しい子だ。
◇Ｂさんは、最後まであきらめずに努力できる子だ。

◇Ｃさんは、社会科見学で元気よく感謝の言葉を伝えた。
◇Ｄさんは、道徳科で学んだ礼儀を実践に移し、
心を込めたあいさつができるようになった。

◇Ｅさんは、積極的に手を挙げて発表することができた。
◇Ｆさんは、きまりの大切さをノートに書くことができた。

道徳性そのもの
を評価できない

道徳科の授業で
の姿を評価する



道徳科では、このような記述はしません！
◇Ａさんは、親切で心の優しい子だ。
◇Ｂさんは、最後まであきらめずに努力できる子だ。

◇Ｃさんは、社会科見学で元気よく感謝の言葉を伝えた。
◇Ｄさんは、道徳科で学んだ礼儀を実践に移し、
心を込めたあいさつができるようになった。

◇Ｅさんは、積極的に手を挙げて発表することができた。
◇Ｆさんは、きまりの大切さをノートに書くことができた。

道徳性そのもの
を評価できない

道徳科の授業で
の姿を評価する

発言や記述の
内容を評価する

道徳科は、このような評価のイメージです！

◇Ｇさんは、親切とは相手の立場に立つことが大切であると考えていた。
◇Ｈさんは、生命の大切さを真剣に受け止めていた。

道徳科の授業では、このような評価を重視しています！

◇Ｇさんは、親切とは相手の立場に立つことが大切であると考えていた。

◇Ｈさんは、生命の大切さを真剣に受け止めていた。

Ｇさんは、本当の親切とはどのようなことかを自分の立場と
相手の立場を比べながら考えていた。
◆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

Ｈさんは、教材のお話と身近な祖父の死を重ね、生命は唯一
無二のかけがえのないものであることを実感していた。
◆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

毎時間、このような評価の積み重ねによって、大くくりの評価を記録に残す
のが指導要録や通知表です。



道徳科の授業に対する評価
道徳科の学習指導過程や指導方法に関する評価の観点の例

ア 学習指導過程は、道徳科の特質を生かし、道徳的価値の理解を基に自己を見つめ、
人間としての生き方について考えを深められるように適切に構成されていたか、また、
指導の手立てはねらいに即した適切なものとなっていたか

イ 発問は、生徒が広い視野から多面的・多角的に考えることができる問い、道徳的価値を
自分のこととしてとらえることができる問いなど指導の意図に基づいて的確になされていたか

ウ 生徒の発言を傾聴して受け止め、発問に対する生徒の発言などの反応を適切に
指導に生かしていたか

エ 自分自身との関わりで、物事を広い視野から多面的・多角的に考えさせるための、
教材や教具の活用は適切であったか

オ ねらいとする道徳的価値について理解を深めるための指導方法は、生徒の実態や
発達の段階にふさわしいものであったか

カ 特に配慮を要する生徒に適切に対応していたか

解説第５章 第３節
道徳科の授業に対する評価

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。

自らの成長を実感し、意欲の向上
につなげるもの

生徒

教師

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

指導と評価の一体化

県指導資料
第２章－７



「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方(中)
特別の教科 道徳（道徳科）
指導は、子どもが自らのよさや成長を実感で
きるように工夫するもの

評価は、子どもの成長を願って行われるもの

子どもにとって
心の成長につながる
いちばんの評価は

信頼できる先生に認められること


