
はじめに

本書は、大学における教職課程で学ぼうとする学生を主たる対象として
編まれている。教育職員免許法において規定されている「教育課程及び指
導法に関する科目」における「道徳の指導法」に対応して構成されており、
道徳教育の理論と方法とに関する内容が盛り込まれ、それが書名となって
いる。
ところで、わが国の学校における道徳教育は、1872（明治 5）年の「学制」
に遡ることができるが、それからおよそ 150 年にもなろうとしている。
江戸時代の手習塾や寺子屋では、道徳は教科のような枠組みでは教えら

れることはなかった。この時代は、孔子の学すなわち儒学が重んじられて
おり、儒学はその内容に道徳的な内容を多く含んでいたからである。
儒学の教えは、「修身斉家治国平天下」というその原理を示す文言から「修

身」の 2文字を取り、学制期以降に教科としてわが国の草創期の学校教育
の中に位置づけられた。しかし学制期の学校教育は困難なものであり、修
身が学校教育の重要な地位を占めるのは、1890（明治 23）年の「小学校令」
公布以降のことであった。
第二次世界大戦後の教育改革の中では、「修身」は廃されて、学校におけ

る道徳の授業が復活したのは、1958（昭和 33）年のことであった。この年か
ら、「道徳」は教育課程の中に特設された 1時間で教えられてきた。現在に
いたっては、中学校では 2019（平成 31）年度からは「特別の教科」として教
えられることが決まっている。
こうして見ると、道徳教育のあり方は時代によって変わってきたといえ

よう。洋の東西を訪ねれば、道徳教育を学校の中に組み込む国々があり、
宗教教育の中で行う国々があり、また社会主義思想や政治イデオロギーと
合わせて行う国々も存在する。
新しい教育基本法は、2006（平成 18）年に成立し既に定着しているが、そ
の教育の目標に関する第 2条 1号には、「豊かな情操と道徳心を培う」とあ
る。国の教育政策はなお変わり続けているが、国の財政に問題があり公教
育への支出も OECD 諸国中でも最下位レベルとあって心許ない。経済的
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な格差や社会的な格差が指摘され、教育の現場にもその格差は深く影を落
としているように見える。
本書では、こうした時代背景の中で学校教育に取り組み、新しい時代を

切り拓いていこうと教員を志望する学生の育成を念頭においている。
教職は現代においては専門職の 1つに数えられるようになった。専門職

としての教員には学び続ける志と自律性が高く求められよう。本書を通し
て、学生のさらなる成長と自律への志向を大いに支援したいと願っている。

2016 年 7 月

編者 羽田積男・関川悦雄
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本章のポイント

小・中学校では、道徳科の授業は検定教科書
を使用して、週 1時間で行われる。学校全体に
おける道徳教育は、その要となる道徳科とそれ
以外の教育活動にわたっており、かつこの両者
の教育活動を関連づけて進められる。本章では、
前者の道徳科の授業を中心にして、その役割や
目標・内容・内容の取扱いを詳述する。
道徳科の授業が目指すべき目標としては、そ
の目標文の成立ちとその中身がどうなっている
か。この授業の内容としては、4 つの視点に沿
って構成される 22 の内容項目が子どもの発達
の段階を踏まえ、かつ体系的にどう扱われるべ
きか。そして、多様で効果的な指導としては、
どんな方法が取られるべきか。本章の内容はお
よそこの 3つで構成される。



1 道徳教育・道徳科と他の教育活動の関連

道徳教育は、そもそも学校の教育活動全体を通じて、生徒 1人ひとりの
道徳性を育成することとなっている。したがって、道徳教育の目標は、道
徳科を要

かなめ

として、各教科、総合的な学習の時間（以下「総合学習」）及び特別
活動のそれぞれの特質に応じ、かつ生徒の発達段階に即して適切に達成さ
れるものである。このことは学習指導要領「第 1章 総則」第 1の 2にお
いて明記されている。
次の図 4-1は、道徳教育の目標と道徳科の目標の関連、道徳教育・道徳
科の目標の実現と各教科・総合学習の教科活動の関連、そして道徳教育・
道徳科の目標の実現と特別活動の関連について明示したものである。

各教科
総合学習

道徳教育の目標
＝

道徳性の育成

道徳科の目標
＝

道徳性を構成する具体的諸様相＝①道徳的判断力、
②道徳的心情、③道徳的実践意欲と態度の３育成

特別活動
（学級活動・
生徒会活動
学校行事）（計画的・発展的な指導へ）

出典）平成 27年 3月告示一部改正学習指導要領 特別の教科 道徳より作成

図 4-1 学校教育活動全体を通じた道徳教育の目標の実現

上の図 4-1によれば、各教科・総合学習及び特別活動でも目指されるべ
き道徳性の育成という道徳教育の目標を、さらに計画的に発展的に実現し
ようとする活動が、道徳科に委ねられた役割である。すなわち、道徳科の
時間では、道徳性の内実とも言うべき、①道徳的判断力、②道徳的心情、
③道徳的実践意欲と態度を実例や教材などに即しつつ動機づけ、それらの
行動を促すように指導するのである。
こうして、道徳科における目標の実現は最終的には道徳教育における目
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標の実現にもつながる。この両者にまたがる道徳性の実現は、日常的な学
校生活における道徳教育の活動と道徳科の教育活動とを常に往還すること
によって達成されると考えるべきだろう。

A 道徳科と他教科の関連
最初に、道徳科と他の教科の関連は指導上の取扱いでどうなっているの

だろうか。道徳科と、とりわけ国語科との取扱い上の相互関連について、
2008（平成 20）年改訂学習指導要領の「第 2章 各教科第 1節国語科」の「第
3 指導計画の作成と内容の取扱い」（1の（6））の項で、指導計画を作成す
るうえでの「配慮事項」として次のように述べている。

第 1章総則の第 1の 2及び第 3章道徳の第 1に示す道徳教育の目標に基づ
き、道徳の時間（後に「道徳科」と改称）などとの関連を考慮しながら、第 3章
道徳の第 2に示す内容について、国語科の特質に応じて適切な指導をするこ
と。

上述の第 2に示す道徳科の内容とは、2015（平成 27）年一部改正の学習指
導要領でのA～Dの 4 領域にわたる 22 項目（p. 115 の図 4-5参照）のことで
ある。これらの項目については、国語科の時間において、その教科の特質
に応じて適切に指導することとなっている。たとえば、国語科の授業では、
子どもたちに、物語や小説などの教材を「話すこと・聞くこと・書くこと・
読むこと」（次頁の図 4-2の国語科「内容」の下線部）を通して、「思考力・想像
力を養う」（同図の「目標」2の下線部）ことが達成される。そして、この授業
では、勤労の 1つである「将来の生き方について考えを深める」ことによ
って、「人間としての生き方について考える」（同図の道徳科「目標」2の下線
部）ように発展させることができるのである。
この「配慮事項」に関する記述の中の「国語科」という教科名は、当然

のことながら社会科、数学科、理科、音楽科、美術科、保健体育科、技術・
家庭科、外国語（英語）科という科目名に読み替えられる。これは、学校教
育における道徳教育を各教科や総合学習などの学校教育活動全体を通じて
行うという原則に拠るためである。また、社会科以下の指導計画作成上の
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「配慮事項」でも、同様に明記されている。
社会科の授業では、たとえば「私たちと政治」（下の図 4-2の社会科「内

容」の下線部）という単元で、「社会参画と公共の精神」（p. 115 の図 4-5の道
徳科「内容」C）という資質の育成が可能である。他の教科においても、国
語科や社会科と同様に、道徳科の目標に関連づけながら、道徳科の内容に
関する指導ができる。そこで、道徳科と他の各教科の各目標・内容の相互
関連は次の図 4-2のように図式化することができる。

国　
　
　

語

１伝え合う力を高
　める
２思考力や想像力
　を養う
３国語に対する認
　識を深め国語を
　尊重する態度を
　育てる
１我が国の国土と
　歴史に対する理
　解と愛情を深め
　る
２国際社会に生き
　る平和で民主的
　な国家・社会の
　形成者として必
　要な公民的基礎
　を養う

１道徳的諸価値について
　理解する
２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
　考える
３道徳的な判断力、心情、
　実践意欲と態度を育て
　る
（「内容」は図４-５参照）

●　話すこと・
　聞くこと・
　書くこと・
　読むこと
●　伝統的な言語
　文化と国語の
　特質に関する
　事項
●　世界の様々な
　地域
●　日本の様々な
　地域

●　私たちと政治
●　私たちと国際
　社会の諸課題

（他教科一部省略）

１科学的に探究する
　能力の基礎と態度
　を育てる
２自然の物事・現象
　についての理解を
　深める
１外国語を通じて言
　語と文化に対する
　理解を深める
２コミュニケーション
　能力の基礎を養う
１健康の保持増進の
　ための実践力の育
　成と体力や他の実
　技の向上を図る
２明るく豊かな生活
　を営む態度で育て
　る

●　身近な物理現象
●　植物の生活と種
　類
●　科学技術と人間
●　自然と人間

●　言語活動

●　言語活動
　の取扱い
●　体づくり
　運動

「目標」 「内容」

社　
　
　

会

「目標」 「内容」

道徳科の目標

理　
　
　

科

英　
　
　

語

保
健
体
育

出典）平成 20 年 3 月告示中学校学習指導要領より作成

図 4-2 道徳科と他の各教科との各目標・内容の相互関連

また、中学校では小学校と違って、教科担任制が採れられている。同時
に、学級担任制も採られているため、必ず同じ学級を受け持ち、かつ免許
教科を教え、さらに道徳科の授業も指導しなければならない。となれば、
学級担任は免許教科と道徳科の両方を担当し、教育活動のうえで両方の教
科内容を関連づけながら指導することになる。また、同じ学級では、他の
教科の担当者も受け持ちの学級で同じ道徳科を担当しているがゆえに、担
当教科と道徳科を内容的に関連づけて指導することができる。
しかしながら、各教科は当然それぞれの教科で指導すべき本来の目標や

内容を有し、それらの実現に努めなければならない。かといって、各教科
の指導を通じて行う道徳教育は、各教科で扱うべき内容や教材を、当該教
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科の目指すべきねらいとはまったく異なる形であらためて構成するような
教育活動ではない。むしろ、各教科と道徳科の指導計画を作成する段階で
両者の目標や内容を摺り合わせる程度に留めて、そのうえで各教科が当該
の目標や内容を着実に達成して行くこと自体が結果的には広義の道徳教育
につながると考えるべきである。このように、道徳科と他の各教科の両者
の教育活動は学校教育活動の全体を通じて道徳教育を行うという原則から
両者の目標や内容を相互に関連づけて指導することになる。

B 道徳科と特別活動の関連
もう一方、道徳科と特別活動の関連は、指導上の取扱いではどうなって

いるのだろうか。
まず、道徳科の第 1 の「目標」の中に記載されている「道徳的諸価値」

とは、何を指すか。それは第 2の「内容」に関する 22 項目のことである（p.
115 の図 4-5参照）。この 22 項目に関する理解は、特別活動においてこそ、
生徒の自主的、実践的活動によって深められ、この活動自体がその項目の
道徳的実践となるのである。道徳的価値の、いわば実践の場となる特別活
動の各活動内容は、次の図 4-3の通りとなる。

（1）学級や学校の生活づくり
　ア学級や学校における生活上
　　の諸問題の解決
　イ学級内の組織づくりや仕事
　　の分担処理
　ウ学校における多様な集団の
　　生活の向上（2）（3）省略

（1）生徒会の計画や運営
（2）異年齢集団による交流
（3）生徒の諸活動について
　　の連絡調整
（4）学校行事への協力
（5）ボランティア活動など
　　の社会参加

（1）儀式的行事（入学式・卒業式等）
（2）文化的行事（文化祭・観賞会等）
（3）健康安全・体育的行事（避難訓練・
　　運動会・球技大会等）
（4）旅行・集団宿泊的行事（修学旅行等）
（5）勤労生産・奉仕的行事（農作業や家業
　　体験・福祉施設訪問等）

学級活動 生徒会活動 学校行事

出典）平成 20 年 3 月告示中学校学習指導要領より作成

図 4-3 特別活動の各活動内容

上の図 4-3によれば、たとえば学級活動では、道徳科で扱うA「自主や
自律」、B「友情や信頼」、C「集団生活の充実」、D「よりよく生きる喜び」
（p. 115 の図 4-5参照）のなどの道徳的価値の理解は、まさに（1）のア「学級や
学校における生活上の諸問題の解決」やイ「学級内の組織づくりや仕事の分
担処理」などの自主的・実践的な活動を日常的に行うことにより深められる。
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生徒会活動では、道徳科で扱うA「自由と責任」、C「遵法精神や公徳心」・
「社会参画や公共の精神」・「よりよい学校生活」（p. 115 の図 4-5参照）など
の道徳的価値は、（1）「生徒会の計画や運営」や（2）「異年齢集団による交
流」の自主的・自治的な活動によりあらためて認識される。
学校行事での（1）儀式的行事では、道徳科で扱うA「節度や節制」・「希
望と勇気」・「克己と強い意志」、B「礼儀」の道徳的価値は、入学式や卒業
式などの厳粛な体験により会得される。あるいは、（2）文化的行事では、
A「真理の探究や創造」・「向上心や個性の伸長」、C「郷土の伝統と文化の尊
重」、D「感動」の道徳的価値は、演劇・学習の発表会や文化・芸術の鑑賞
の実体験により感得される。あるいは、（5）勤労生産・奉仕的行事では、
D「生命の尊さ」・「自然愛護」の道徳的価値は、動物の飼育や植物の栽培な
どの体験で深められよう。
このように、道徳科で学習した道徳の内容は、学級活動、生徒会活動、

そして学校行事などにおいてさまざまな集団活動の場面で取り扱うことが
できる。生徒の立場から見ると、生徒は学級や学校における経験の場面を
真に「生活する場」として捉えて、自主的、自発的に行動する過程におい
て、道徳科で学んだ道徳的価値を理解し、深めることができる。逆に、指
導する側からみると、教員は集団活動や行事活動の意義と道徳科で扱う道
徳的価値の内容との関連性をあらかじめおさえておくことは必要不可欠で
ある。また、教師は生徒に対して、特別活動で実践し、経験した道徳的価
値を、道徳科の授業で振り返りさせることも重要である。こうして、道徳
科と特別活動の両者の教育活動は、連携して、両者の目標や内容に沿って
両者ともに道徳的実践力を養うことができる。

2 道徳科の目標

A 目標改訂の要点
［1］目標改訂における特徴
最初に、道徳教育の目標は学習指導要領の「第 1章 総則」の第 1の 2
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で、道徳科の目標は「第 3章 特別の教科 道徳」の第 1で、それぞれ別
に明示された。これは 2つの目標を明確に区分けしたもので、今回の 2015
（平成 27）年改訂時の顕著な特徴である。
前者の規定は、「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」とある。後者の規定は、前者の「第 1章 総則」の第 1の 2に
示す道徳教育の目標に基づいて、「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、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」とある。
後者の規定にあっては、前者の規定でいう「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」としたために、その道徳性を構成する諸
様相として、「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度」の 3つを明示した。
この 2つの規定の関連は、道徳教育の目標と道徳科の目標との関係を明確
化したという中教審答申の基本的考え方に沿うものである。
今回の改訂におけるもう 1つの特徴として、従来の目標になかった文言

が見受けられる。すなわち、「自主的、自発的に行動する過程で物事を広い
視野から多面的・多角的に考える」という新規の文言が道徳科の目標に挿
入されたのである。この文言の持つ意義は以下の 2点において、きわめて
大きいと見てよいだろう。
第 1に、「多面的・多角的に考える」という文言の提示は、物事を一面的

に捉えたり、物事を二者択一的に選んだり、特定の徳目を注入したりとす
る注入主義への警鐘となろう。物事をさまざまな視点から理解し、物事を
広い視野から考えるように工夫が求められる。一般的には、子どもたちが
自分の考えや主張をしっかり発表するようにと奨められるが、道徳科では
特にそういう態度が求められる。文部科学省があえて、「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」と標榜しているのも、十分
首肯できよう。
第 2に、道徳的諸価値の取扱いでも、その留意が要求される。たとえば、

特定の道徳的価値を絶対的な価値として教え込んだり、現実味を帯びて習
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得すべき道徳的価値の意味を観念的に理解させたりするような徳目主義の
指導は避けられるべきである。

［2］目標改訂における表記の見直し
今回の改訂では、道徳科の目標文は表記のうえで一部、「道徳的な判断力、

心情、実践的意欲と態度を育てる」と見直された。この 3つの要素は、先
にも触れたように道徳性を構成せしめる具体的な諸様相として示された。
改訂前までは、育成すべきこの 3様相の並びは、表記上で 1989（平成元）
年の改訂以来、「心情、判断力、実践意欲と態度」という順番であった。つ
まり、「心情」という道徳性が頭部の位置にあった。これは 1980 年代の頃
に、学校現場がかなり荒れ、その現状を踏まえて、「心の教育」に対する期
待が高まるようになり、「豊かな心の育成」が叫ばれたという背景がある。
この背景により、「心情」の順番が他の道徳性よりも先行するようになった。
この 3つの道徳性の並びが、今回の 2015 年改訂にいたって変更になった。

今回の改訂に先立って、第二次安倍内閣における教育再生実行会議の第一
次提言（2013 年 2 月 26 日）の中で、「いじめ問題への対応の充実」という喫緊
な課題が浮上してきた。「いじめ」の事実に対して、「何が良くて何が悪い
か」、「人間としてやっていけないことは何か」と問われている。「いじめ」
の良し悪しを見極めるという「判断力」の道徳性が頭部に位置づけられた。
また、「いじめ」の事実を多角的・多面的に考えさせる観点からも、相手に
思いやりの心をもって寄り添うことや、ロールプレイングで立場を入れ変
えて、いじめを受ける側の気持ちを汲み取り、多角的にいじめを把握させ
ることが求められることとなった。
もう 1 つの見直しとして、新学習指導要領「特別の教科 道徳」では、

それまで長く使用されていた表記が目標文から消えた。それは、「道徳的
価値の自覚」と「補充・深化・統合、道徳的実践力」の 2つである。前者
の「道徳的価値の自覚」という表記は、「道徳的諸価値についての理解を基
に自己をみつめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考える」へと変更
された。そして、「人間としての生き方についての考えを深める」となった。
後者の「補充・深化・統合」という表記は、学習指導要領「特別の教科

道徳」第 1の目標の文から消えて、同第 3の「指導計画の作成と内容の取
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