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１　学習指導要領（道徳）の背景
　平成 20 年３月に公示された中学校学
習指導要領（道徳）の背景の中で，ここ
では子どもの心の状況に対する問題と教
育基本法の趣旨の実現について述べる。
　背景の一つとして，子どもの心の問題
がある。学習指導要領の改善を具体的に
提言した平成 20 年１月中央教育審議会
答申は，子どもの心の成長にかかわる現
状を取り上げ，子どもの心の活力が弱っ
ている傾向を指摘している。また，問題
行動等に関する各種調査では，規範意識
や人間関係を形成する能力が低下してい
ることを指摘している。これらは，子ど
もたちが生活環境や社会環境の変化に翻
弄されながら，生きることの大切さや自
己の豊かな生き方などを描くことができ
ていない，さらにその改善の兆しが見え
ていない現状を伝えている。
　次に，教育基本法や学校教育法の改正
がある。教育基本法の改正を受け，義務
教育をはじめとした教育の目標として，
豊かな情操と道徳心，自主，自律及び協
同の精神，規範意識，公正な判断力，公
共の精神，社会の形成に参画する態度，
生命及び自然を尊重する精神，伝統や文
化を尊重し，我が国と郷土を愛するとと
もに，国際社会の平和と発展に寄与する
態度を養うことなどが規定された。道徳
教育は，この教育の目標の実現のため
に，つまり教育基本法の趣旨の実現のた
めに人格の基盤となる道徳性の育成を目
標として取り組むものである。
　このような教育を取り巻く課題に応え
るべく，より盤石な体制と計画をつく
り，各学校や地域等の実態に応じて一体
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となって道徳教育を推進していくことが
求められている。そうした道徳教育に関
する取組の中で大きな役割を果たしたの
が，現行の学習指導要領である。

２ 　学習指導要領の
改訂のポイント

　学習指導要領の改訂のポイントを中学
校学習指導要領解説道徳編等の記述を踏
まえて，整理すると以下のようになる。
⑴ 目標や位置付け等の改善
　・ 道徳教育の目標を改正教育基本法の
理念を踏まえて充実

　・ 道徳の時間の目標で人間としての生き
方について自覚を深める指導の重視

　・ 道徳教育の要としての道徳の時間の
役割の明確化

　・各教科等での道徳教育をより明確化
⑵ 道徳の内容項目の改善
　・内容項目を新たに付加
　・趣旨を明確にするための表現の改善
　・ 小学校との接続や系統性を踏まえつ
つ，内容項目の順番の入れ替え等

⑶ 計画の作成や内容の取扱いでの改善
　・ 道徳教育推進教師を中心とした体制
づくりの明示

　・ 道徳教育の全体計画を各教科等の内
容及び時期を含めるなど一層の具体化

　・ 道徳の時間の年間指導計画において
該当する学年の内容はすべて取り上
げることの明確化

　・ 各学年を通じた重点化への配慮点を
より具体的に明示

　・道徳の時間の充実
　・ 中学校における職場体験活動等，体
験活動の一層の充実

　・ 道徳の授業の公開等による家庭や地

域社会との共通理解と連携の強化

３　学習指導要領実施上の成果
⑴ 目標や位置付け等の改善
①道徳教育の目標について
　前述したとおり，学校における道徳教
育の目標は，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いて
設定され，「その基盤としての道徳性を
養うこと」と規定し，道徳教育の役割が
道徳性の育成にあることを明示した。
　道徳教育は人間尊重の精神と生命に対
する畏敬の念を具体的な生活の中に生か
すことなどを通して，主体性のある日本
人を育成するため，道徳的な心情，判断
力，実践意欲と態度などの道徳性を養う
ことを目標とし，学校の教育活動全体を
通じて行われるものである。道徳教育
は，教育基本法の理念や学校教育法の目
標を実現するために重要な役割を果たす
ものである。このように道徳教育の目標
が教育基本法等に基づいたことにより，
学校全体として道徳教育に取り組むこと
ができる環境が整備されたと言える。
②道徳教育の「要」としての道徳の時間の
役割の明確化
　道徳教育の教育課程編成における基本
方針として，「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もの」と
した。これは，道徳の時間の役割を「要」
という表現を用いて道徳教育における中
核的な役割や性格を明確にし，各教科
等，道徳の時間以外における教育と密接
な関連を図りながら，計画的，発展的な
指導によって，それらを補充，深化，統
合し，道徳的価値及びそれに基づいた人
間としての生き方についての自覚を深
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め，道徳的実践力を育成することを再確
認したものと言える。このことにより，
多くの教師が，道徳の時間だけでなく，
教育活動全体で道徳教育をしっかりと行
う必要性を認識するようになった。
③各教科等での道徳教育をより明確化
　道徳教育の目標に基づき，道徳の時間
などとの関連を考慮しながら，道徳の内
容について，各教科の特質に応じて適切
な指導をすることとなった。すなわち，
それぞれの教育活動の特質に応じて，道
徳的な心情や判断力，実践意欲と態度な
どの道徳性の育成に努めることの重要性
と適切な指導の必要性を明確にしたこと
である。詳細は後述するが，各校におい
て全体計画の別葉の作成が進んでいる。
これは，各教科の目標や内容に子どもの
道徳性の育成に関係の深い事柄が直接，
間接に含まれていることを把握し，それ
らに含まれる道徳的価値を意識しながら
指導することを意図している。多くの学
校でこのことを意識した取り組みが見ら
れている。
⑵ 道徳の内容項目の改善
　道徳の内容について，「道徳の時間を
要として学校の教育活動全体を通じて行
う道徳教育の内容は，次のとおりとす
る」と示した。これは，中学校で取り上
げる 24 の内容項目が，道徳の時間の内
容として計画的，発展的に取り上げるべ
きものであり，教育活動全体でも，各教
科等の特質に応じて指導するものである
ことを示している。それぞれの教育活動
で行われる道徳性育成の指導が，道徳の
時間において補充，深化，統合されると
同時に，道徳の時間で行った指導が学校
の教育活動全体に波及し，生かされてい

くという関係があることも示している。
　内容項目に関して，２の視点では，小
学校との内容の関連性と中学校における
発達の段階を踏まえ２－⑸の表現を改善
したり，新たに２－⑹「感謝」を付加し
たりして，全体の項目数を 24 項目とし
た。小学校における内容との接続や系統
性を踏まえるとともに，自己を他の人と
のかかわりの中でとらえ，望ましい人間
関係の育成を図る指導を一層充実する観
点から改善を図っている。３の視点で
は，配列を入れ替え，生命を尊重する心
の育成を最初に位置付けた。また，４の
視点では，小学校との接続や系統性を踏
まえつつ，法やきまりを守る態度等の育
成にかかわる内容を最初に位置付けた。
　今回の改訂で，道徳の内容は道徳教育
の内容であることが明示され，表現等の
統一を図り系統性を整理したことで，指
導の方向が明確となった。
⑶ 計画の作成や内容の取り扱いでの改善
①道徳教育推進教師中心の体制づくり
　今回の学習指導要領で「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」とする）
を中心に全教師が協力して道徳教育を展
開する」と明示されたことにより，学校
全体で組織化されるなど，校長の方針の
下に，全校的な道徳教育の協力体制がつ
くられるようになった。平成 24 年に行
われた道徳教育実施状況調査（以下「状
況調査」とする）において，「道徳の時
間の指導と各教科等における道徳教育の
全校的な指導体制の構築」という問いに
対して中学校の多くが「構築した」とし
ている。その中心を担っているのが道徳
教育推進教師であり，計画の作成や全校
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的な取り組みを推進している。これまで
も，多くの学校で道徳部や道徳推進部，
道徳主任などを置くなどして対応してき
ていたが，道徳主担当者がいない学校も
見られたり，道徳主任が教科主任と横並
びの役割であったり，道徳の時間のみの
運営を担当する役割であったりと，学校
組織の中で広く活動できる位置が確保で
きていなかった。
　状況調査によると「道徳教育推進教師
等の配置」について中学校のほとんどが
「配置している」としている。今回の改
訂で道徳教育推進教師等が配置されたこ
とにより，全校的な協力体制づくりが前
進し，道徳教育の展開に大きな役目を果
たしていることが分かる。
②道徳教育の全体計画
　道徳教育の全体計画とは，学校におけ
る道徳教育の基本的な方針を示すととも
に，学校の教育活動全体を通して，道徳
教育の目標を達成するための方策を総合
的に示した教育計画である。全体計画の
作成のためには，具体的な教育実践に生
きて働くものになるよう，教師一人一人
が具体的に盛り組むべき内容，作成上の
創意工夫の視点や一般的な留意点につい
て理解し納得することが大切である。状
況調査によると，道徳教育の全体計画に
ついては，中学校のほとんどすべての学
校が「作成している」状況であった。
　全体計画では，実際に活用できる具体
性のある全体計画が求められ，「道徳の
内容との関連を踏まえた

4 4 4 4 4 4 4 4

各教科，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

4 4 4 4 4 4

」の傍点部分の記述が加
えられた。これを受け，「別葉」を各校
で創意工夫して作成しなければならない

が，作成状況は十分とは言えない。詳細
は，次項の課題で後述する。
③道徳の時間の年間指導計画
　年間指導計画は，道徳の時間の指導
が，全体計画に基づき，生徒の発達の段
階に即して計画的，発展的に行われるよ
うに組織された全学年にわたる年間の指
導計画である。具体的には，道徳の時間
に指導しようとする内容について，生徒
の実態や多様な指導方法等を考慮して，
学年ごとに主題を構成し，年間を見通し
て適切に位置付け，配列し，展開の大要
等を示したものである。
　状況調査によると，道徳の時間の年間
指導計画については中学校のほとんどす
べての学校が「作成している」となって
いる。このような結果から，道徳教育推
進教師中心の体制づくりが機能し，多く
の学校で年間指導計画の作成が進んでい
るものと考えられる。
④各学年を通じた重点化への配慮点
　学校教育全体を通じて行われる道徳教
育は個々の教員に委ねられる部分が多
く，道徳教育推進教師が中心となって，
校長の方針や推進すべき道徳教育の方向
について共通理解することが大切であ
る。校長の方針は，道徳教育の重点目標
となり，全体計画と年間指導計画に反映
される。学校の道徳教育の重点目標が異
なれば，道徳教育の具体的な展開は異な
る。学校の道徳教育の重点目標は，学校
や地域の実態と課題，教職員や保護者の
願い，生徒の実態や課題を基に目指すべ
き生徒の姿を想定して決定される。
　今回の学習指導要領では，中学校段階
で配慮すべき重点を顕著に示している。
このことが，各学校において道徳教育の
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重点目標の設定に結び付き，いくつかの
内容項目は繰り返し指導され，それぞれ
の教育活動の特質に応じて意図的，計画
的な道徳教育の指導につながっている。

４　課題とその改善に向けて
⑴ 校長方針の明確化
　学校の道徳教育を推進する上で最も重
要なことは，校長が道徳教育の基本的な
方針を全教師に明確に示すことである。
　校長は，自校の道徳教育の充実・改善
の方向を視野におき，子どもの道徳性に
かかわる実態，学校の実情や一人一人の
教師の持ち味，学校の道徳教育推進上の
課題，社会的な要請や家庭や地域の期待
などを踏まえ，学校の教育目標とのかか
わりにおいて道徳教育の基本的な方針等
を明示する必要がある。
　校長が，明確かつ魅力ある方針を具体
的に示すことにより，全教師が道徳教育
の重要性について共通の認識を深め，道
徳教育の重点や推進すべき方向について
意欲的に推進し，そのことが指導の成果
の評価，改善・充実につながっていく。
⑵ 各教科等の内容及び時期を含めた全体
計画（「別葉」）の作成
　全体計画は，「学校における全教育活
動との関連の下に，生徒，学校及び地域
の実態を考慮して，学校の道徳教育の重
点目標を設定するとともに，第２に示す
道徳の内容との関連を踏まえた各教科，
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」と示され
た。実際には，これらを踏まえ，生徒，
学校及び地域の実態を考慮した道徳教育
の重点目標を設定し，それを全職員が明

確に意識し，全教育活動において指導に
取り組む必要があり，実効性のある全体
計画を作成しなければならない。そのた
めには，各教科，総合的な学習の時間及
び特別活動のそれぞれの特質を踏まえて
担う道徳教育の内容が明確化され，どの
時期にどのような内容が指導されるかを
具体的に示されてはじめて活用される。
教科担任制の中学校においてこそ，例え
ば以下の内容を取り入れた「別葉」の作
成を積極的に進め，具体的に活用しやす
いものとすることが期待されている。
　・ 各教科等における道徳教育にかかわ
る指導の内容及び時期を整理したもの

　・ 道徳教育にかかわる体験活動や実践
活動の時期等が一覧できるもの

　・ 道徳教育の推進体制や家庭や地域社
会等との連携のための活動等が分か
るもの

⑶ 年間指導計画の充実
　道徳教育の全体計画に基づき作成され
る年間指導計画は，全ての項目を網羅
し，実際の道徳の時間において活用され
てこそ意味がある。しかしながら，実際
に活用できる年間指導計画になっていな
い状況にある。毎週実施される道徳の時
間で活用されるためには，ねらいなどす
べての項目が記載されている必要があ
る。状況調査を見ると，「主題構成の理
由」「展開の大要及び指導の方法」の項
目等が極端に低い記載状況である。今改
訂で求められている道徳的価値に基づい
た人間としての生き方についての自覚を
深める道徳の授業が確実に展開されるた
めにも年間指導計画は必要である。各学
校は，年間を通して実際の道徳授業に活
用しやすい年間指導計画となるよう創意
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工夫する必要がある。
⑷ 道徳の時間の充実
　道徳の時間の目標として「道徳的価値
及びそれに基づいた人間としての生き方

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

についての自覚を深める」と傍点部分が
加えられた。これにより，道徳的価値の
自覚を目指した授業だけでなく人間とは
何かという自らの生きる意味や自己の存
在感にかかわる授業の展開が求められて
いる。その足掛かりとなるのが，道徳の
内容のより深い理解である。小・中学校
における「道徳の内容の学年段階・学校
段階の一覧表」で系統性を理解するとと
もに，24 項目それぞれについての解説
を丁寧に読み解くことが大切である。ま
た，道徳教育推進教師を中心として全教
員が，道徳の 24 項目の内容をあらため
て読み解き，目標，内容，教材との関連
について研究を深めるなどの今以上の取
り組みを続ける必要がある。
　内容項目は，中学校３年間に生徒が自
覚を深め自分のものとして身に付け，生
徒自らが道徳性を発展させるための窓口
ともいうべきものである。人間としての
生き方を見つめさせる指導を充実させる
ためにも重要である。
　道徳の時間の指導は学級担任の教師が
行うが，教科担任制を原則とする中学校
においては道徳教育推進教師の役割は極
めて大きい。道徳教育推進教師の配置に
より，各学校では協働的に研究実践を進
められる環境を整え，互いに授業力を高
めようとする機運が高まってきている。
⑸ 中学校と家庭や地域社会との連携
　今回の改定では，「授業の実施や地域
教材の開発や活用などに，保護者や地域
の人々の積極的な参加や協力を得る」に

加えて，「道徳の時間の授業を公開する」
ことが求められている。生徒の道徳性は
家庭や地域社会を含めたすべての環境や
人々とのかかわりによってはぐくまれる
ものであり，とりわけ，基本的な生活習
慣の確立や規範意識などの基本的な倫理
観の育成，更には道徳的実践の指導場面
では家庭や地域社会の果たす役割は大き
い。道徳教育の一層の充実を図るために
は，学校，家庭，地域社会の三者がそれ
ぞれの役割を果たすとともに，密接に連
携して取り組まなければならない。
　地域社会においては，豊かな体験の機
会として「職場体験活動」が加えられた。
家庭や地域社会を支える「企業，NPO
法人，青少年団体等と連携して行うこと
が効果的である」と示されている。ま
た，中学校間や異校種間との連携を生か
した推進も効果的である。
　中学校と家庭や地域社会との連携は，
風土や習慣の違い，伝統や文化などの異
なる人との交流であり，自己と他者や社
会とのかかわりを考えたり，人間として
の生き方についての自覚を深めたりする
貴重な体験の機会となっていく。
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