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27～29年度 移行期間 
新学習指導要領の総則、「特別の教科 道徳」の 

 趣旨・内容を踏まえた取組が可能 
 
 

   

学習指導要領解説 
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※新学習指導要領に関する 

 教師用指導資料の作成 

※ 新学習指導要領に関する教師用資料 
  の活用 

文科省 調査官作成資料 
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  27～３０年度 移行期間 
    新学習指導要領の総則、「特別の教科 道徳」の 
    趣旨・内容を踏まえた取組が可能 

学習指導要領解説 

公表（７月） 

著作・編集 

評価に係る検討 

 特別の教科 道徳の実施までのスケジュール 中学校予定 

※新学習指導要領に関する 

 教師用指導資料の作成 

    ※ 新学習指導要領に関する教師用指導資料の活用 
 

文科省 調査官作成資料 



※教科書検定・・・平成２８年（平成２９年） 
 検定の申請があると、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかど
うかについて諮問されます。審議会においては、学習指導要領や検定基準に基づい
て専門的・学術的に公正・中立な審議が行われ、教科書として適切か否かを判定し、
これを文部科学大臣に答申します。文部科学大臣は、この答申に基づいて合否の決
定を行い、その旨を申請者に通知します。 

 

※教科書採択・・・平成２９年（平成３０年） 
 教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その権限は、公立学校で使
用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。  
 また、国・私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にあります。 
 

＜文部科学省による指導＞ 
 文科省は、発行者や採択関係者に対して、制限が必要な次の事項について指導を
行っています。 
 
（1）採択関係者に影響力のある教職関係者等を採択に関する宣伝活動に従事させること 
（2）採択関係者の自宅訪問 
（3）内容見本・解説書等について、教科書や教師用指導書と類似しているものの作成・配布 
（4）採択期間中における教科書に関する講習会・研修会等の主催 
（5）教科書の給付過程における宣伝物の挿入・添付 
（6）各教育委員会等への見本本の送付部数 
（7）教員への教科書見本及び申請図書の献本 
（8）発行者による他社教科書との比較対照や他社教科書の誤謬を利用した宣伝行為の取扱い 
                               （文科省ＨＰより抜粋） 



※小学校 全面実施・・・平成３０年４月１日 
※中学校 全面実施・・・平成３１年４月１日 
※移⾏期間  
（小）平成27年４月１日〜平成30年３月31日 
（中）平成27年４月１日〜平成31年３月31日 
 
※特別の教科 道徳の指導資料 刊行 
          （文科省）・・・平成２８年 
※「私たちの道徳」一部改訂版 刊行 
          （文科省）・・・平成２８年 
 

※教科書検定・・・平成２８年（小）平成２９年（中） 

※教科書採択・・・平成２９年（小）平成３０年（中） 

 

 

「特別の教科 道徳」の全面実施まで 



１．内容項目について 

２．道徳性について 

３．道徳科の目標について 

４．「道徳科」と「道徳教育」（学校の教育活動全体を通じて） 

５．学校の教育活動全体で行う道徳教育の内容及び
指導時期を示すことが規定。 

６．検定教科書の活用について 

７．評価について 

 

 
 

   特別の教科 道徳の学習指導要領解説 
  のポイント及び変更点 

 



１．内容項目について 

内容項目＝指導内容 
～道徳科の授業及び学校の教育活動全体を通して～  

・全教育活動において指導されるべきもの 
 
・教師と子どもが人間としてのよりよい生き方を求め，共に考え，共に語
り合い，実行に努めるための共通の課題 

 
・児童が人間として他者とよりよく生きていく上で学ぶことが必要と考え
られる道徳的価値を含む内容を短い文章で平易に表現したもの 

＜学習指導要領解説（７月公表）の主な特徴＞ 
①内容項目または道徳的価値に関する「キーワード」を示す。 
②発達段階や小中の接続を意識し、一覧表を示している。 
③１つの内容項目に対して、見開き２ページで学年ごとの内容を示す。 
④内容項目の語尾にすべて「～こと」がついた。（～することについて考えさせる。） 





内容項目の変更点 
＜小学校＞ 
 ○内容項目の数の変更 
  ・低16 ⇒ 19項目 ・中18 ⇒ 20項目 ・高22 ⇒ 22項目 
 ○低学年の新規内容 
  ・「個性の伸長」「公正、公平、社会正義」「国際理解、国際貢献」 
 ○中学年の新規内容 
  ・「相互理解、寛容」「公正、公平、社会正義」 
 ○高学年の新規内容 
  ・「よりよく生きる喜び」 
  ・整理、統合され、できた内容項目 
              ⇒「よりよい学校生活、集団生活の充実」 
  
  ＜中学校＞ 
○内容項目の数の変更   ２４項目 ⇒ ２２項目 
○整理・統合され、できた内容項目 
 ・「思いやり、感謝」「友情、信頼」 
  「よりよい学校生活、集団生活の充実」 
 ○分割され、できた内容項目 
 ・「自然愛護」「感動、畏敬の念」 



    よりよい行為 

 （道徳的行為、 

       道徳的習慣） 

        よりよい行為への 

        エネルギー 

        （内面的資質） 

  
～ＣＭでお馴染みのキャッチフレーズ～ 

  

「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、「こころくばり」は見える。   

  

                    

２．道徳性について 



  「道徳性」＝内面的資質 

  よりよい行為 

 （道徳的行為、道徳的習慣） 

      よりよい行為への      

      エネルギー 

       （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、 「こころくばり」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  道徳的実践 
※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。 

つながっていく
ように 



道徳的判断力 
○それぞれの場面において，善悪を判断する能力 
 
○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 

＜授業における子どもの姿＞ 

◇ 主人公のＡさんは、～という考え（理由）から、～をすることができたんだと思う。 

 

◇ 私は、～～～すべきだと思う。なぜなら、～～～からだ。 

 

◇私がしていた～（行為）は，価値のある行為なんだ。 

 

◇ Ａの考え方（行為）より，Ｂの考え方（行為）は、～な理由 （ものの見方・考え方）だ  

 からいいな。 

 

◇Ａの考え方（行為）より，Ｂの考え方（行為）は、～な理由（ものの見方・考え方）だから 

 納得できないなあ。 

 



     道徳的心情  
○善を行うことを喜び，悪を憎む感情 
 
○人間としてよりよい生き方や善を志向する感情 

＜授業における子どもの姿＞ 

◇Ａさんは、～～～な気持ちでつらかっただろうな。 

 

◇Ａさんのような気持ちをもてる（行為ができる）ってすてきだなあ。 

 

◇○○な心（行為）っていやだなあ。 

 

◇○○な心しかなければ，（行為しかできなければ）悲しいだろうなあ。 

 

◇どうしたら○○な心がもてるのかなあ。 

 



道徳的実践意欲と態度 

○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 

＜授業における子どもの姿＞ 

◇（いいと思うことを）何かやりたいなあ。 

◇（いいと思うことを）やってみよう。 

◇～できるようになりたいなあ。 

◇Ａさんみたいな行為ができるようになりたいなあ。 



３．道徳科の目標について 
 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（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。    

※（ ）は中学校 

道徳の時間においては、 

学校の教育活動全体を通じて行う 

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、 

（人間としての生き方について） 

道徳的実践力を育成する。    

  

※（ ）は中学校 

 難解な言葉の意味を、くわしく示す。
（専門用語をひらいて示す。） 



４．「道徳科」と「道徳教育」  
 
◎新しい解説書は、２つに分かれています！！ 

 ○「総則編」には、道徳教育全般についての内容が示されています。 

 ○「特別の教科 道徳編」には、主に授業について示されています。 
 ○教育課程を編成する場合、２つの解説書を理解しておく必要があります。 

小学校 

小学校 

中学校 

中学校 

現行の解説書 

「総則編」 

「特別の教科 道徳編」 
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○   ○   教   育   

道   徳   教   育  

道徳科の 
年間指導計画 

道徳科以外で行う 

道徳教育の指導内容
と時期を示す。 



 道徳教育の重点目標 

平成２７年７月  

学習指導要領解説  総則編 

 

児童、学校及び地域の実態を考慮して、学校
の道徳教育の重点目標を設定する。 

（省略あり） 

 あなたの学校の道徳教育の 
 重点目標は、何ですか？ 



そこで、 

という重点目標を設定しました。 

『人間尊重の精神を生かし、思いやり
の心をもって、規則を尊重しようとす
る子供を育成する』 

本校では、思いやりの心を育むことと、規範意識を高めることを
目指していきたいと考えています！ 

学習指導要領解説に示されている内容項目から、
「親切・思いやり」と「規則の尊重」の２つを決めたん
ですね。 

具体的な 
重点目標ですね！ 



 次に、各学年の重点目標を設定します。 
  

＜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。 



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

・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。 

 各学年の重点目標が、決まったら、道徳の時間の年間指導計画に反映させて
いきましょう。 
  道徳の時間は、週１時間、つまり、年間で３５時間の学習の機会があります。 
下の内容項目（指導内容）を見てください。例えば、１時間に１つの指導内容を学
習したとすると、 ３５からひき算すれば、余剰時間ができますよね。 
 この余剰時間を生かすのです。つまり、重点目標に関わる指導内容は、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。 



５．学校の教育活動全体で行う道徳教育
の内容及び指導時期を示すことが規定 

  

◎学校の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、全教師が協力して道徳教育を展開すること。 

  
◎学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、道徳科以外で行
う道徳教育の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。  

  

小学校 中学校 

「総則編」 

  

◎道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するもの
とする。 

  
◎学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、道徳の時間以外
で行う道徳教育の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。 

 

 ⇒すでに、道徳の時間以外で行う道徳教育の指導の内容及び時期を一覧表にして「別葉」として示してい
る学校もあります。 



道徳教育の全体計画（例） 

道徳教育の重点目標 

各学年の重点目標 

道徳科の 
指導の方針 

各教科、外国語活動、総合的な
学習の時間、 
特別活動における 指導の方針 

家庭・地域との連携の方針 

指導の内容・時期 別葉で 

文科省 赤堀調査官作成資料 



 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 

文科省 赤堀 調査官作成資料 

これが、 

 全体計画の別葉（例）です！ 



「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 

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 



１年生は生活科の，公園にある遊具

を通して公共心の指導をします！ 

  みなさん！本校の道徳教育の重点目標の一つに規則の尊重がありま
す。道徳の授業以外で、どのように行うか、聞かせてください。 

４年生は、特別活動の遠足の指導で、

公衆道徳について指導をします！ 

３年生では、市民が利用する施設を調

べる学習で、公徳心を考えさせます。 

６年生は社会科の地方公共団体の

働きで公共について指導します！ 

２年生は、体育のボールゲームで規

則尊重について指導をします！ 

５年生では、総合的な学習の時間の課

題解決で公共について考えます。 

文科省 調査官作成資料 

 道徳の授業以外の場面でも、道徳教育は行われます。 
 ご自分の学校の道徳教育の重点目標に関わっては、下のように全員の
先生方が、意識しながら進めることで、子どもたちの成長につながってい
きます。 
 例えば、次のような取組が考えられます。 



 内容項目をしぼりこむと、全教職員で取り組みやす
くなります。 

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 



６．検定教科書の活用について 
〇 道徳科は，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。 

〇 道徳教育の特性から，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。 

・ 様々な題材で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。 

・ ほかにも，例えば，古典，随想，民話，詩歌などの読み物，映像ソフト，

映像メディアなどの情報通信ネットワークを利用した教材，実話，写真，劇，

漫画，紙芝居などの多彩な形式の教材が考えられる。 

       道徳の時間       特別の教科 道徳の 

・出版社作成の副読本 
・自治体作成の地域教材 
・文科省作成の教材 
・私たちの道徳   等 

・文科省の検定教科書 （主たる教材として） 
・自治体作成の地域教材 
・文科省作成の教材  等  



７．評価について 
 

いかす  

 ともすると「数値による評価は行わない」ことを「評価は行
わない」とする誤解もあったようですが、指導を行った以上、
それに対する評価を行うことは不可欠です。 
 なぜ、評価を行うのでしょうか？ 
 

 例えば、次のような「目的」があると思います。 
 

① 適切な指導を行うことができたか、児童生徒の状況から 
 判断し、指導改善にいかしていくため。 

 
② 児童生徒の良い面に着目し、認め励ますことを基本にしな  
 がら、さらに伸ばしたり、成長を支えたりするため。 
 



「道徳科」における評価の意義 
 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。 

「道徳科」の評価のあり方について 
    

○数値による評価ではなく，記述式。 

○相対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，  

 励ます個人内評価で行うこと。 

○他の児童生徒と比較して優劣を決めるような評価はなじまないこと。 

○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を 

 行う。 

○発達障害等の児童についての配慮すべき観点等を学校や教員間で共有 

 する。 

◎現在の指導要録の書式における「総合的な学習の時間の記録」， 

 「特別活動の記録」，「行動の記録」及び「総合所見及び指導上参  

 考となる諸事項」などの既存の欄も含めて，その在り方を総合的に 

 見直すことを前提に専門的に検討を行い，教師用指導資料の作成や 

 指導要録の改正を行うこと。 

  



  児童生徒の学習状況をつかみ、評価をするためには、児童生徒が表現したものがな
ければ、評価を行うのは難しいと思います。 

  授業中の発言内容やノートやワークシート等の記述等、記録を残していきましょう。 

 
   

道徳ノートなど
の記述をもとに 

発言内容を 

もとに 

その都度、記録
を残していく。 

授業の目標にてらして、児童生徒の学習状況を評価すること。 
 １時間の授業の中で、道徳性が育ったかどうかは見えにくいものです。
あくまでも、その時間の授業での学び具合をしっかり見取りましょう。例
えば、ねらいとする道徳的価値について理解を深めたかどうかなどです。 
  

例えば、道徳の授業における評価については、
次のことが大切です。 


