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第８８回⽇本道徳教育学会（秋季⼤会）
平成２８年１０⽉２２⽇（⼟）〜２３⽇（⽇）

考え、議論する道徳の時間
（道徳科）の授業づくり
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⼦どもの実態（課題）
(ｱ)礼儀や基本的なマナーを知らない

（価値観の伝承がない，つまり教えていない）
(ｲ)共感することが苦⼿

（他⼈に無関⼼，相⼿の気持ちを察知できない）
(ｳ)正義を発揮できない・正義が受け⼊れられない

（不真⾯⽬さがかっこいい，規則を守ると損をする）
(ｴ)判断規準は，⾃分の理に合うかどうかであり，

⾃分の視点からしか考えられない
(ｵ)感動する体験がない

（興奮はするが感動できない）
(ｶ)よりよい⾏為を選択することができない

（こだわりがない・あきらめがはやい）

考え議論する道徳科へ
（アクティブラーニングを取り⼊れて）

〜は、どんなことを考えていたのか
〜からどんなことが分かるか
〜は、どんなことが問題なのか
⾃分が、〜だったらどうするか
（あなただったら、どうしますか）
〜は、本当にそうしていいのか

⽶中韓の⽣徒に⽐べ、⽇本の⽣徒は、「⾃分には⼈並
みの能⼒がある」という⾃尊⼼を持っている割合が低
く、「⾃らの参加により社会現象が変えられるかもし
れない」という意識も低い。
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アクティブラーニングとは
教師による⼀⽅的な教授や講義型の学習
ではなく、学修者の能動的な学修への参
加を取り⼊れた教授・学修⽅法の総称。
発⾒学習、問題解決的学習、体験学習、
調査学習等が含まれるが、教室内でのグ
ループディスカッション、ディベート、
グループワーク等も有効な⽅法である。

これからの道徳教育

このような資質・能⼒の育成を⽬指す道徳教育の展開
既に学習指導要領が⼀部改訂され、「特別の教科道徳」（道徳
科）が実施される。

「これからの時代に求められる資質・能⼒の育成」や、「アク
ティブ・ラーニング」の視点からの学習・指導⽅法の改善を先
取りし、

「考え、議論する」道徳科への転換により児童⽣徒の道徳性を
育むものであり、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、⾃⼰の⽣き⽅や他者と
の関わりについても考えを深める学習を通して、道徳的判断⼒、
道徳的⼼情や道徳的実践意欲と態度を育てるものである。

「考え、議論する」道徳科への質的転換
⼦供たちに道徳的な実践への安易な決意表明を迫るような指
導を避ける余り、道徳の時間を内⾯的資質の育成に完結させ、
その結果、実際の教室における指導が読み物教材の登場⼈物
の⼼情理解のみに偏る傾向が⾒られた。

「あなたならどのように考え、⾏動・実践するか」を⼦供た
ちに真正⾯から問うことを避けてきた嫌いがある。

「読み物道徳」から脱却し、問題解決型の学習や体験的な学
習などを通じて、「⾃分ならどのように⾏動・実践するか」
を考えさせる。

⾃分とは異なる意⾒と向かい合い議論する中で、道徳的価値
について多⾯的・多⾓的に学び、実践へと結び付け、更に習
慣化していく指導へと転換することこそが、道徳の特別教科
化の⼤きな⽬的である。
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第１章総則

第１教育課程編成の⼀般⽅針 ２ 前段

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（⽣徒）の発達の段階を考慮して，適切な指
導を⾏わなければならない。

第１教育課程編成の⼀般⽅針 ２ 中段

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。 ※⾚字︓中学校

第１教育課程編成の⼀般⽅針 ２ 後段

道徳教育を進めるに当たっては，⼈間尊重の精神と⽣命
に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会における具体
的な⽣活の中に⽣かし，豊かな⼼をもち，伝統と⽂化を尊
重し，それらを育んできた我が国と郷⼟を愛し，個性豊か
な⽂化の創造を図るとともに，平和で⺠主的な国家及び社
会の形成者として，公共の精神を尊び，社会及び国家の発
展に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の
保全に貢献し未来を拓く主体性のある⽇本⼈の育成に資す
ることとなるよう特に留意しなければならない。

道徳教育を進めるに当たっての配慮事項

１ 全体計画の作成に当たっては、・・・
学校の道徳教育の重点⽬標を設定するとともに，

道徳科の指導⽅針，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
携の⽅法を⽰すこと。

道徳教育を進めるに当たっての配慮事項

２ 各学校において、指導内容の重点化を図る
各学年を通じて，⾃⽴⼼や⾃律性，⽣命を尊重

する⼼や他者を思いやる⼼を育てる。
【第１学年及び第２学年】
挨拶などの基本的な⽣活習慣を⾝に付けること，

善悪を判断し，してはならないことをしないこと，
社会⽣活上のきまりを守ること。
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道徳教育を進めるに当たっての配慮事項
【第３学年及び第４学年】
善悪を判断し，正しいと判断したことを⾏うこ

と，⾝近な⼈々と協⼒し助け合うこと，集団や社
会のきまりを守ること。
【第５学年及び第６学年】
相⼿の考え⽅や⽴場を理解して⽀え合うこと，

法やきまりの意義を理解して進んで守ること，集
団⽣活の充実に努めること，伝統と⽂化を尊重し，
それらを育んできた我が国と郷⼟を愛するととも
に，他国を尊重すること。

道徳教育を進めるに当たっての配慮事項
【中学校】
⼩学校における道徳教育の指導内容を更に発展させ，

⾃⽴⼼や⾃律性を⾼め，規律ある⽣活をすること，⽣命
を尊重する⼼や⾃らの弱さを克服して気⾼く⽣きようと
する⼼を育てること，法やきまりの意義に関する理解を
深めること，⾃らの将来の⽣き⽅を考え主体的に社会の
形成に参画する意欲と態度を養うこと，伝統と⽂化を尊
重し，それらを育んできた我が国と郷⼟を愛するととも
に，他国を尊重すること，国際社会に⽣きる⽇本⼈とし
ての⾃覚を⾝に付けることに留意すること。

道徳教育を進めるに当たっての配慮事項

３ 道徳教育の指導内容が、児童⽣徒の⽇常⽣活
に⽣かされるようにすること。
その際、いじめの防⽌や安全の確保等にも資

することとなるように留意すること。

道徳教育を進めるに当たっての配慮事項

４ 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関
する諸活動などの情報を積極的に公表したり，
道徳教育の充実のために家庭や地域の⼈々の積
極的な参加や協⼒を得たりするなど，家庭や地
域社会との共通理解を深め，相互の連携を図る
こと。

道徳科授業の構想

「考え、議論する」
道徳科への転換により
児童⽣徒の道徳性を育む

道徳科の⽬標 （中学校）
第１章総則の第１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，
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。
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道徳教育の⽬標に基づいて⾏う
道徳科も学校の教育活動であり、道徳科が⽬
指すものは、主体的な判断に基づいて道徳的
実践を⾏い、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
うことです。
授業の構想においても、このことを忘れては
いけません。

道徳的価値について理解する
道徳的価値とは、⼈間としてよりよく⽣きるため
に必要とされるものであり、⼈間としての在り⽅
や⽣き⽅の礎となるものです。

⼦供が価値観を形成する上で必要なものを内容項
⽬として取り上げています。

⼦供が将来、様々な問題場⾯に出合った際に、そ
の状況に応じて⾃⼰の⽣き⽅を考え、主体的な判
断に基づいて道徳的実践を⾏うためには、社会で
共有されている道徳的価値の意義や⼤切さの理解
が必要です。

①価値理解
⼈間としてよりよく⽣きる上で⼤切な内容項⽬を⼤切なことであると理解
させること。

例えば、登場⼈物が道徳的価値の意義やよさを実感したときの考えや思い
について話し合い、共有すること。

②⼈間理解
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
さなどを理解させること。

例えば、登場⼈物が道徳的価値の意義やよさをわかりながらも受け⼊れら
れない思いを考えたり、実現できなかったときの考えや思いを話し合った
り、共有すること。

③他者理解
道徳的価値を実現できたり、できなかったりする場合の感じ⽅・考え⽅が、
多様であることを前提として理解させること。登場⼈物の悩みや迷いを想
像することで多様な感じ⽅・考え⽅に表れ、他者理解が深まっていく。

例えば、登場⼈物が道徳的価値の意義やよさ、実現することの難しさを考
え、議論し、共有すること。

道徳的価値を理解する学習
道徳的価値は⼈間らしさを表すものです。
授業の構想では、価値理解と同時に⼈間理解や
他者理解を深めていく展開にすることが重要で
す。
道徳科では、道徳的価値について主体的に理解
する学習をすることが必要不可⽋です。
道徳科で⼤事なのは、道徳的価値の理解をどの
ように⾏うのかという授業者の意図や⼯夫です。

⾃⼰を⾒つめる（⾃⼰理解）
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、更に考えを深めることです。

このような学習を通して、⼦供⼀⼈⼀⼈は、道徳的価値の
理解と同時に⾃⼰理解を深めます。

また、⼦供⾃ら道徳性を養う中で、⾃らを振り返って成⻑
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
とができるようになります。

 道徳科の授業においては、道徳性を養うことの意義につ
いて、⼦供⾃らが考え、理解し、主体的に学習に取り組む
ことができるように構想することが⼤切です。

物事を広い視野から多⾯的・多⾓的に考える
（※物事の本質を考え、⾒極める⼒）

多様な価値観の存在を前提に授業を構想すること
が⼤事になります。⼦供が他者や⾃⼰と対話した
り、協働したりしながら、物事を多⽅⾯からとら
えたり、様々な⾓度から考えたりする機会を設定
し、多様な感じ⽅や考え⽅に触れさせる授業を⼯
夫することです。

そのためには、道徳的緒価値の多⾯性に着⽬させ、
それを⼿掛かりにして考察させて、様々な⾓度か
ら総合的に考察することの⼤切さや、如何に⽣き
るかについて主体的に考えさせることです。



2016/5/30

7

道徳的価値の⾃覚を深める学習過程
道徳的価値の理解（価値理解、⼈間理解、他
者理解）を基に、
⾃⼰を⾒つめ（⾃⼰理解）、
物事を多⾯的・多⾓的に考える
（物事の本質を⾒極める）

というのが道徳的価値の⾃覚を深める学習です

⾃⼰の⽣き⽅についての考えを深める
⼦供は、道徳的価値の⾃覚を深める過程で、同時に⾃
⼰の⽣き⽅についての考えを深めます。特にそのこと
を強く意識させる授業を構想することが重要です。

⼦供は、道徳的価値の理解を深めたり、⾃⼰を⾒つめ
たりする過程で同時に⾃⼰の⽣き⽅についての考えも
深めています。その際には、道徳的価値の理解を⾃分
との関わりで深められるようにしたり、⾃分⾃⾝の体
験やそれに伴う考え⽅や感じ⽅などを想起できるよう
にしたりするなど、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授業を構想することです。

道徳的判断⼒、⼼情、実践意欲と態度を育てる
 道徳科の⽬標は、よりよく⽣きるための基盤と
なる道徳性を養うことです。道徳性とは、⼈間と
してよりよく⽣きようとする⼈格特性であり、道
徳的判断⼒、道徳的⼼情、道徳的実践を主体的に
⾏う意欲と態度を中⼼とした内⾯的資質です。

 これらの道徳性の諸様相は、それぞれが独⽴し
た特性ではなく、相互に深く関連して全体を構成
しています。道徳科においては、これらの諸様相
について調和を保ちながら、計画的、発展的に授
業を構想することが求められています。

○道徳的判断⼒
それぞれの場⾯においてよりよく⽣きるために必要

な判断を⾏う能⼒

○道徳的⼼情
よりよく⽣きようとすることの⼤切さや難しさを感

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
よりよく⽣きる上で必要と考えられる⾏為を

主体的に⾏う意欲
道徳的判断⼒や道徳的⼼情を基盤として道徳

的実践を⾏おうとする意志の働きであり、主体
的に道徳的実践を⾏おうとする思考
○道徳的態度
道徳的判断⼒や道徳的⼼情、道徳的実践意欲

に裏付けられた具体的な道徳的⾏為や習慣など
道徳的実践への⼼構えや⾝構え

明確な指導観に基づく授業の構想
教師の価値観を明確にする

⽣徒観を明確にする

教材観を明確にする
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教師の価値観
ねらいとする道徳的価値に関わる教師の⾒⽅、考
え⽅であり、授業の成否だけでなく、⼦供⼀⼈⼀
⼈の道徳性の発達にも影響を与えます。

道徳科は、⼦供⼀⼈⼀⼈が特定の道徳的価値に基
づくねらいとの関わりで、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、道徳的価値の⾃覚を深める学習を
通して、道徳的な判断⼒、⼼情、実践意欲と態度
といった内⾯的資質を主体的に育むことを⽬指し
ています。

⽣徒観
 同じ教材を使っても、⼦供が異なれば授業の視点や内容は違っ
てきます。道徳科の授業構想のためには、ねらいとする道徳的価
値を視点とした⼦供の実態を明らかにすることが重要です。ねら
いとする道徳的価値に関わって、⼦供の状況を明らかにすること
が求められます。児童観とは、⾔い換えれば学習指導案に⽰す⼦
供の実態であり、⼀単位時間のねらいとする道徳的価値に関わっ
て⼦供がどのような実態なのか、授業者の価値観を基に⾒たとき
に⼦供がどのような状態なのかを明確にすることが、効果的な学
習指導過程の構想にもつながります。

 ⼦供の実態を明確にするためには、本時に⾄るまでの道徳的価
値に関わって⾏われた指導の機会や程度についても明らかにする
必要があります。授業者の指導の振り返りにより、不⼗分な点を
補ったり、指導をより⼀層深めたり、相互の関連を考えて発展さ
せ、統合させたりする指導を展開することになります。

教材観
 様々な背景をもち、多様な感じ⽅や考え⽅の⼦供た
ちに、考え、議論する集団思考を促すためには、共通の
教材を基に学習を展開し、主体的に協働的に学び合える
ようにする必要があります。

 授業者の明確な価値観や児童観に基づいて、ねらい
とする道徳的価値に関して最も考えさせたい教材の場⾯
を明らかにし、中⼼発問を設定します。もちろん、教材
の⼭場と中⼼発問の場⾯とが⼀致するとは限りません。

 授業者が、ねらいとする道徳的価値に関わって⼦供
たちに最も考えさせたい場⾯を明らかにし、道徳性を育
むために、どのように道徳的価値の理解を図るのかを明
らかにすることが重要です。

例1 互いに信頼し友情を深めることの⼤切に気付き、
協⼒して助け合おうとする ⼼情を育てる。
（道徳的価値） （道徳性の様相）

ねらいの構造 （資料「吾一と京造」）

例2 互いに信頼し友情を深めることの大切に気付き、
協力して助け合おうとする 判断力を高める。

（道徳的価値） （道徳性の様相）

例3 互いに信頼し友情を深めることの大切に気付き、
協力して助け合おうとする 実践意欲を高める。

（道徳的価値） （道徳性の様相）

「アクティブラーニング」（全⾯改定のキーワード）
教員による⼀⽅的な講義形式の教育とは異なり、

学習者の能動的な学習への参加を取り⼊れた授業・
学習法の総称。
○活動的な授業（↔静的な授業）
○能動的な授業（↔受動的な授業）

【アクティブな学習例⽰】
・議論・討論のある授業、
・主体的な⽣き⽅を考える授業
・動的活動を取り⼊れた授業

道徳科で⾒る「アクティブラーニング」
課題の発⾒・解決に向けた主体的・協働的な学び
・授業が画⼀的なものにならないように
・柔軟でバランスのとれた指導法

○何ができるようになるか
○何を学ぶか
○何をどのように学ぶか
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【道徳授業のねらいと性格】
・価値を教える → 価値観を教える

【道徳授業の指導の性格】
・教材を教える → 教材で考えさせる

○多様な考えをもとに、
⽐べ合い違いの意味を認め合う

○互いの多様な考えを尊重し合い、
議論･討論し磨き合う

児童⽣徒の発達の段階や特性等を考慮し，
指導のねらいに即して，
問題解決的な学習，
道徳的⾏為に関する体験的な学習
等を適切に取り⼊れるなど，指導⽅法を⼯夫すること。
その際，それらの活動を通じて学んだ内容の意義な
どについて考えることができるようにすること。

また，特別活動等における多様な実践活動や体験活
動も道徳科の授業に⽣かすようにすること。

(1) 問題解決的な学習の⼯夫
道徳的価値に根差した問題（道徳的諸価値）につ
いて⾃⼰を⾒つめ，実現するための問題を⾒付け，
どうしてそのような問題が⽣まれるのかを調べ，
他者の考え⽅や感じ⽅を確かめ、多⾯的・多⾓的
に考えながら課題解決に向けて話し合うことであ
る。

児童⼀⼈⼀⼈が、道徳的諸価値のよさを理解し，
⾃分との関わりで道徳的価値を捉え，道徳的価値
を⾃分なりに発展させていくことへの思いや課題
が培われるようにする。

問題解決的な学習の⼯夫
児童が問題意識をもって学習に臨み，
ねらいとする道徳的価値を追求し，
多様な考え⽅や感じ⽅によって学ぶことができるよう
にするためには，指導⽅法の⼯夫が⼤切である。

道徳的価値に根ざした問題について、
⾃分の体験やそれに伴う考え⽅や感じ⽅を基に
⾃分なりの考えをもち，友達との話合いを通して
道徳的価値のよさや難しさを確かめる

問題解決的な学習
主題に対する児童の興味や関⼼を⾼める導⼊の⼯夫
他者の考えと⽐べ⾃分の考えを深める展開の⼯夫，
主題を⾃分との関わりで捉え⾃⼰を⾒つめ直し
発展させていくことへの希望がもてるような終末の⼯夫。
教師と児童，児童相互の話合い
教師の発問の仕⽅の⼯夫などが重要である。
話合いでは学習形態を⼯夫することもでき，
⼀⻫による学習だけでなく，ペアや少⼈数グループなど
での学習も有効である。

問題解決的な学習
導⼊の⼯夫︓主題に対する児童の興味や関⼼を⾼める

※問題意識をもたせる
展開の⼯夫︓他者の考えと⽐べ⾃分の考えを深める

・教師と児童，児童相互の話合い
・教師の発問の仕⽅の⼯夫など
・話合いの学習形態を⼯夫
（⼀⻫学習，ペアや少⼈数グループなど）

終末の⼯夫︓主題を⾃分との関わりで捉え、
⾃⼰を⾒つめ直し、
発展させていくことへの希望がもてるように。

主題を⾃分との関
わりで捉え、
⾃⼰を⾒つめ直し、
発展させていくこ
とへの希望がもて
るように
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問題解決的な学習
○道徳科において問題解決的な学習を取り⼊れた場合，
・その課題を⾃分との関わりで⾒つめたときに，
・⾃分にはどのようなよさがあるのか，
・どのような改善すべきことがあるのかなど，
考え，話し合うことを通して，
児童⼀⼈⼀⼈が課題に対する答えを導き出すことが⼤切である。

○授業では⾃分の気持ちや考えを発表することだけでなく，
時間を確保してじっくりと⾃⼰を⾒つめて書くことなども有効であり，
指導⽅法の⼯夫は不可⽋である。

※話し合う場⾯を設定すること，ペアや少⼈数グループなどでの学習を
導⼊することが、⽬的化してしまうことがないよう，留意する。

(2) 道徳的⾏為に関する体験的な学習等を
取り⼊れる⼯夫

実際に挨拶や丁寧な⾔葉遣いなど具体的な道徳的
⾏為をして，礼儀のよさや作法の難しさなどを考
えたり，相⼿に思いやりのある⾔葉を掛けたり，
⼿助けをして親切についての考えを深めたりする
ような道徳的⾏為に関する体験的な学習を取り⼊
れることも考えられる。

読み物教材等を活⽤し、即興的に演技して考
える役割演技など疑似体験的な表現活動を取
り⼊れた学習
授業の中に体験的⾏為や活動を通じて学んだ
内容を適切に取り⼊れ，道徳的価値の意義な
どについて考えを深める。

指導⽅法の弾⼒化
・指導や討論など⾔語活動を重視した指導
・道徳的習慣や道徳的⾏為を促す指導
・問題解決的な学習を重視した指導
・内容項⽬のより柔軟な扱い⽅の⼯夫
・⼩学校と中学校の指導の違いを踏まえた指導⽅
法の⼯夫など多様な取り組みを⾏う

・家庭や地域社会の⼈々も参加できる開かれた道
徳教育を進める

道徳科授業への取り組み
組織的な道徳科授業の研究(指導⽅法等)への取組

⼦どもにとって魅⼒的な道徳科授業の実施
①道徳科で何を理解させ、
②何を考えさせるのかを明確にする
⼦どもの主体的な学び合いによってねらいとする道徳的価値の⾃

覚を深める道徳科授業を教員⼀⼈⼀⼈が極める

教師のレールの上で主⼈公の⼼情だけを理解させるのではなく、
⼩学校⾼学年から少しずつ、「⾃⼰とは何か」「⼈間とは何か」
「⼈⽣とは何か」「如何に⽣きるべきか」という課題について、
様々な悩みや疑問をぶつけ合いながら、児童⽣徒と教師が共に考え、
探求していく道徳科授業 資料1 「特別の教科 道徳」の指導方法・評価等について（整理素案）
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読み物教材の登場⼈物への⾃我関与が中⼼の学習

教材の登場⼈物の⼼情と⾃分との関わりにつ
いて、多⾯的・多⾓的に考えることを通し、
道徳的緒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。

⽂科省提⽰例
読み物教材の登場⼈物への⾃我関与が中⼼の学習
導⼊︓①道徳的価値に関する内容の提⽰
展開︓②登場⼈物への⾃我関与

教師の主な発問
・ベンチの上から何度も何度も紙⾶⾏機を⾶ばしている
ときの気持ちはどんなだったでしょう

・⼥の⼦はどんな気持ちでベンチに座ろうとしていたのでしょう。
・「はっ」とした、たかしとてつおはどんなことを考えていたので
しょう。

③振り返り
終末︓④まとめ

問題解決的な学習

児童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によって、価値
を実現するための資質・能⼒を養うことができる。

⽂科省 問題解決的な学習 例⽰１
導⼊︓①問題の発⾒
展開︓②課題の探究

教師の主な発問
・なぜ思いやりは⼤切なのか。
・どうすれば思いやりを表現できるのか。
・同じ場⾯に出会ったら⾃分ならどう⾏動するのか。
・なぜそのように⾏動するのか。
・よりよい解決⽅法はないか。

③問題の解決
終末︓④まとめ

⽂科省 問題解決的な学習 例⽰２
導⼊︓①道徳的価値の想起
展開︓②道徳的な問題の状況の分析

教師の主な発問
・ここでは何が問題になっていますか。
・何と何で迷っていますか。

③複数の解決策の構想
教師の主な発問
・主⼈公はどうしたらよいだろう。
・⾃分ならどうしただろう。

④シミュレーション
終末︓⑤まとめ

⽂科省 問題解決的な学習 例⽰３
導⼊︓①道徳的価値の考察
展開︓②道徳的な問題の状況の分析

教師の主な発問
・ここでは何が問題になっていますか。
・何と何で迷っていますか。

③複数の解決策の構想
教師の主な発問
・⾃分がそうされてもよいか。
・いつ、どこで、誰にでも、そうするか。
・それでみんなが幸せになれるか。

④体験的な学習
終末︓⑤まとめ
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道徳的⾏為に関する体験的な学習

役割演技などの体験学習を通して、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実践的な資質・能⼒
を養うことができる。

⽂科省例⽰ 役割演技
導⼊︓①教材の提⽰
展開︓②道徳的な問題場⾯の提⽰

・ペア・インタビューなどを通して、登場⼈物の⼼情を理解し，何が問題となっ
ているのか、状況を把握する。

③再現の役割演技
・グループをつくり、実際の問題場⾯を役割演技で再現し、登場⼈物の葛藤を理
解するとともに、取り得る⾏動を多⾯的・多⾓的に考える。

④新たな場⾯の提⽰
・同様の新たな問題場⾯を提⽰し、グループで何が問題となっているのかを考え、
取り得る⾏動を多⾯的多⾓的に考える。

⑤解決の役割演技
・新たに提⽰された場⾯について考えた取り得る⾏動を役割演技を通して再現し、
解決を図る。

終末︓⑥まとめ

⽂科省例⽰ 道徳的⾏為
導⼊︓①道徳的価値に関する内容の提⽰
展開︓②資料の提⽰

・道徳的価値の含まれた映像教材を視聴し、登場⼈物の⾏動に思いを巡らせ、
⾏動の意味やその際の⼼情を考える。

③⾃分の⾏動を振り返る
・教材を踏まえ、なかなか実践できない道徳⾏為について、実践するには勇
気がいること等、気持ちと⾏動をつなげることの難しさや⼤切さを考える。

④体験的な学習
・これまでの授業を踏まえ、実際に問題場⾯を設定し道徳的な⾏為を体験す
る。体験を通して実⽣活における道徳的な問題の解決に⾒通しをもたせる。

④体験的な学習
終末︓⑤まとめ

⼦ども⼀⼈⼀⼈が、道徳的価値
の含まれるねらいとのかかわり
で⾃⼰を⾒つめ、価値や⾃⼰の
⽣き⽅について考えを発達段階
に即して深め、内⾯的資質とし
ての道徳的実践⼒を主体的に⾝
に付けていく時間である。

「道徳の時間」とは


