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障害の重い子の道徳の目標設定・指導にあたって 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当該学部・学年の目標や内容を踏まえることが大原則です。 

２．「道徳のステップ」で内容項目ごとに示したものは、幼稚園教育 

要領やそれと対応関係にある保育所保育指針等から関連する内容

を抽出したものです。したがって、内容項目そのものではない点に

注意してください。 

３．実際の授業の目標設定では、小学校・中学校学習指導要領特別の

教科道徳編に示された内容項目に基づきつつ、本書に示した内容

を参考として活用するようにしてください。 
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Ⅰ段階―愛着・信頼関係による道徳性の土台期－対象発達年齢 １歳未満 内容項目 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 身近な大人の態度や表情等から、してよいこと・よくないことがあることに気付くこと 

正直、誠実 伸び伸びと身体を動かそうとすること 

節度、節制 清潔になることの心地よさを感じること 
欲求が満たされ、安定感をもって過ごすこと 

個性の伸長 身近な大人に、自分が受け入れられていることを感じること 

希望と勇気.努力と強い意志 身体を動かしたり声を出したりして自分から働きかけようとすること 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 身近な大人の存在に気付き、親しみの気持ちを表すこと 
他の子供の感情に気付き、感じ取って共鳴すること 

感謝  

礼儀  

友情、信頼 身近な大人と関わる心地よさを感じ、安心感をもって過ごすこと 

相互理解、寛容  

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重  

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 家族との関わりに心地よさや喜びを感じ、安心感をもって過ごすこと 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

教師との触れ合いや関わりに心地よさを感じ、安心感をもって過ごすこと 
他の子供の存在に気付き、興味や関心をもつこと 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ  

さまざまなものを見たり感じたりして心を動かすこと 自然愛護 

感動、畏敬の念 

よりよく生きる喜び 

 

 

１ 資料２ ゆっくり学ぶ子の道徳のステップ 



Ⅰ段階―愛着・信頼関係による道徳性の土台期―対象発達年齢 １歳未満 支援のポイント 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 子供に伝わるようにメリハリのある表情・声の調子等で「ダメ」「いいよ」を伝える。 

正直、誠実 安心して伸び伸び動ける環境を整える。興味関心を引く教材を用意する。 

節度、節制 おむつや衣服を交換した時の心地よさを「さっぱりしたね」などの気持ちの伴った言葉かけ
とともに経験できるようにする。子供の声や表情、体の動きなどから欲求や感情を汲み取
り、タイミングよく応えていく。 

個性の伸長 温かい雰囲気の中で、子供の思いや欲求をありのままに受け止める関わりをする。 

希望と勇気.努力と強い意志 応答的に関わったり、興味を高めたりすることで、子供の発信や探索への意欲を高める。 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 受容的・応答的に関わる。スキンシップ等を通して関わりを深める。 

感謝  

礼儀  

友情、信頼 子供の欲求をくみ取り、タイミング良く応える。スキンシップを図る。 
子供の発信を受け止め、共感し、言葉に置き換えていく。 

相互理解、寛容  

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重  

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 家族のことを話題にしたり教材にしたりして、家族の愛情に気付くように働きかける。必要
に応じて保護者や家族に授業に参加してもらう等協力を得る。 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

一人一人の思いや欲求、感情を受けとめながら、応答的に関わる。 
他の子供の様子が見たり感じたりできるように活動や場を工夫する。 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ  

自立活動等との関連を図って指導する。 自然愛護 

感動、畏敬の念 

よりよく生きる喜び 

 

 

２ 資料２ ゆっくり学ぶ子の道徳のステップ 



Ⅰ段階－愛着・信頼関係による道徳性の土台期―対象発達年齢 １歳未満 解説 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 発達段階が０歳台後半になると、どのような行動が認められるのか、認められないのかを身

近な大人の表情や行動・声の調子に基づいて判断しようとするようになる（「社会的参照」

という）。（Ｂｐ57） 

正直、誠実 教師に気付いて手足をばたつかせたり、興味を引かれたものをつかもうと懸命に体を動か

そうとしたりして、体を動かすことを楽しむことを意味している。（保ｐ91）動き方や動か

す程度を指しているのではない。 

節度、節制 清潔になることの心地よさを毎日何度も繰り返し感じることで清潔に対する感覚が育つ。

（保ｐ97）子供は自分のしてほしいことが受け止められ、心地よくかなえられると安心し、

信頼感が育まれる。（保ｐ102） 

個性の伸長 自分を肯定する気持ちは、教師が子供一人一人を尊重し、温かい雰囲気の中で、その思いや

欲求をありのままに受け止めるという関わりを重ねることで芽生えていく。（保ｐ106） 

希望と勇気.努力と強い意志 子供が自分の働きかけを通して心地よさや快適さを味わう経験を重ねることが、探索への

意欲を高める。（保ｐ91） 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり この段階の子供は、愛情を込めて受容的に関わる大人とのやり取りを、徐々に楽しむように

なり、そうした大人との間に愛着関係が築かれる。（保ｐ104） 

他の子供が泣くのを見て一緒に泣いてしまうなど、他の子供の感情に共鳴したり共振した

りすることはこの段階の子に見られる様子の一つである（Aｐ22）。保育所保育指針には明

記していないが、他者の感情理解の芽生えとして挿入した。 

感謝  

礼儀  

友情、信頼 大人への基本的信頼感を培うことは人と関わる力の基盤として極めて重要な発達課題であ

る。これは身近な大人による受容的・応答的な関わりを通して培われる。（保ｐ101） 

相互理解、寛容  

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重  

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 保育所保育指針には家族との関わりについては特に記載がないが、この段階の子供が、大人

との愛着形成が重要であることから家族との関係に置き換えて記した。 
よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

この段階の子供にとって大人への基本的信頼感を培うことは特に重要である。とりわけ担

任等特定の大人との安定した関係を基盤にして、次第に他の子供に対しても関心をもつよ

うになる。（保ｐ104） 
伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ  

この内容項目に関しては、保育所保育指針等に関連するものがないものの、見たり感じたり

したものに驚いたり、喜んだりすることが、この内容項目の土台になると考えられるため独

自に挿入した 

自然愛護 

感動、畏敬の念 

よりよく生きる喜び 

参考文献 

厚生労働省『保育所保育指針』 

Ａ 岩立京子・西坂小百合編『保育内容 人間関係』光生館（2018） 

B 上地完治編『道徳教育の理論と実践』ミネルヴァ書房（2020） 

３ 
資料２ ゆっくり学ぶ子の道徳のステップ 



Ⅱ段階―自我の芽生えと道徳性への気付き期－対象発達年齢 １歳～３歳 内容項目 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 
思い通りにいかない場合があることに気付くこと 
経験を通して、よいことよくないことがあることに気付くこと 
よくないことをしてしまった場合に罪悪感（ばつの悪さ）を感じること 

正直、誠実 明るく伸び伸びと生活すること 

節度、節制 健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようとする気持ちをもつこと 
思い通りにいかない時に、立ち直ったり感情をコントロールしたりすることに気付くこと 

個性の伸長 自分なりにしたいことに取組み、自分でできたと実感したり達成感を味わったりすること 

希望と勇気.努力と強い意志 自分なりにしたいことを見つけ、自分の力でしてみようとすること 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 他者の気持ちに共感したり、慰めたり助けたりしようとすること 

感謝 周りの人の支援や親切な行為を心地よいものとして受け入れること 
周りの人の支援や親切な行為の背景にある温かい気持ちに気付くこと 

礼儀 明るく親しみをこめた挨拶に心地よさを感じ、親しみをもって挨拶に応じること 
周りの人が挨拶を交わしていることに気付き、自らも挨拶しようとすること 

友情、信頼 身近な人と関わり合うことの楽しさや一緒に過ごすことの喜び、安心感をもつこと 
周りの教師や友達に興味・関心をもち、自ら関わろうとしたり、遊ぼうとしたりすること 

相互理解、寛容 自分の気持ちに気付き、相手に伝えること 
相手にも気持ちがあることに気付くこと 
身の回りに様々な人がいることに気付き、人には皆違いがあるということを感じ取ること 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 自分と他者の気持ちの違いに気付き、人と過ごすために約束やきまりがあることや、その大
切さに気付くこと 

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 家族との関わりに心地よさや喜び、楽しさを感じ、安心感をもって過ごすこと 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

教師や友達との触れ合いや関わりに心地よさや楽しさを感じ、安心感をもって過ごすこと 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

近隣の生活や季節の行事などに興味や関心をもつこと 
我が国や地域社会における様々な文化や伝統に触れること 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 
身近な生き物に気付き、親しみをもつこと 

自然愛護 

感動、畏敬の念  

よりよく生きる喜び  

 

 

４ 資料２ ゆっくり学ぶ子の道徳のステップ 



Ⅱ段階－自我の芽生えと道徳性への気付き期―対象発達年齢 １歳～３歳 支援のポイント 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 
悲しんだり怒ったりといった不安定な感情の表出であっても、安易に気持ちの切り替えを
促すのではなく、「悲しいね」「悔しいね」などと十分に時間をかけて受け止め、子供なりに
取り組んでいる姿を認めたり、一緒に行動しながら励ましたりする。善悪の判断は大人の判
断基準が大きく影響するので、よいものはよい、悪いものは悪いと毅然として伝える。悪い
ことをしてしまった子供には、傷ついた相手の気持ちを教師が代弁するなど、相手の痛みを
感じられるようにする。 

正直、誠実 子供の意思を尊重し、安心して物事に取り組むことができる環境をつくる。 

節度、節制 最初はできなくても、子供の思いやペースを尊重して丁寧に関わる。自分でできた時の達成
感や心地よさを味わえるようにする。思い通りにいかないことに対して子供が不安定な感
情になる場合は、安易に気持ちの切り替えを促すのではなく、子供の感情を受容的に受け止
め、子供なりに取り組んでいる姿を認めたり、一緒に行動しながら励ましたりする。 

個性の伸長 好きな活動ややってみたい活動が十分できる機会を設ける。「できること」「できないこと」
の見極めが難しい段階であるので、できないことであっても自分でやりたいという気持ち
を大切にし、必要な支援を行って自分でできたという達成感や喜びを味わえるようにする。 

希望と勇気.努力と強い意志 子供が興味関心をもったことや、子供一人一人の行動や思いを認め、期待をもって見守る。
必要に応じて教師の思いや考えを伝える。 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 機会のあるごとに繰り返し相手の気持ちに気付くような言葉かけを行う。 

感謝 受容的・応答的な関わりで、子供が安心して過ごせるようにする。 

礼儀 まず教師が毎朝笑顔で温かく迎えることを通して、挨拶を通して人と関わることの心地よ
さや楽しさを感じられるようにする 

友情、信頼 身近な大人である教師との信頼関係を築き、教師を介して他の子供と関わる場面を設ける。
同じものに興味を示した子供同士がものを介してやり取りが生じるよう場面を設定する。 

相互理解、寛容 いろいろな子供、保護者、高齢者、多様な年代の人、外国人などと関わり、心を動かすよう
な体験ができるようにする。それぞれの人の特性や多様性を実体験で気付けるようにする。 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 他の子供とのいざこざに際し、直ちにきまりを伝えたり、守らせたりするのではなく、子供
思いを十分に受け止め、相手の思いもあることに気付くようにする。 

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 家族のことを話題にしたり教材にしたりして、家族の愛情に気付くように働きかける。必要
に応じて保護者や家族に授業に参加してもらう等協力を得る。 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

教師が温かく受け入れると同時に子供の居場所を確保する。まず教師との信頼関係の構築
に努め、徐々に他の生徒との関わりにつなげる。子供が学校生活の何に心地よさを感じるの
か、誰と関わると安定するのか把握する。他の子供の存在に気付けるよう場を共有する。 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

わらべうたや昔話などその季節や文化を取り入れた遊びや学習を行ったり、行事食を体験
したり、地域の祭りや伝統（エイサーなど）を行事等に取り入れたりする。教師が地域の伝
統を一緒に楽しむことで親しみをもてるようにすることが大切である。 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 動植物を実際に見たり、触ったりしてその手触り、重さ、大きさ、におい、動き、鳴き声な
どの様々な感覚を直接的に体験できるようにする。また生き物を飼うことで、その世話を手
伝ったりしながら慣れ親しむようにする。子供が乱暴な扱いをしてしまう場合には、生命の
尊さに触れる機会と捉え、根気強く丁寧に対応ことが求められる。 

自然愛護 

感動、畏敬の念  

よりよく生きる喜び  

 

５ 資料２ ゆっくり学ぶ子の道徳のステップ 



Ⅱ段階－自我の芽生えと道徳性への気付き期―対象発達年齢 １歳～３歳 解説 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 この発達段階の重要な発達課題が思い通りにならないことがあることに気付くことであ

る。（保ｐ143）自分の欲求が優先する場合が多く、トラブルになりやすい。トラブルは重

要な学びの機会であり、自分の欲求が通らず葛藤する経験が大切である（Ａｐ114）。【規

則の尊重】と関連させながら指導したい。この段階になると過去の経験から未来の結果を予

測できるようになってくる。叱られたり褒められたりした経験を通して、よいこと・よくな

いことがあることに気付いていく。よいこと・よくないことの判断は他律的で、教師などの

身近な大人の判断基準に大きく影響を受ける。規則に基づいて自律的に判断し、行動をコン

トロールしていくのはまだ難しい（Bｐ58）。罪悪感については保育所保育指針には記述が

ないものの、この段階の重要な発達課題であるため挿入した。１歳台からみられるようにな

る罪悪感、照れ、恥の感情は自分の行為を自己評価する役割として機能する。特に罪悪感

は、悪いことをされた人が傷つき、心を痛められたことを知らせ、それを癒す適切な言葉と

行為を考えさせる機能をもつ。責任を取るということを気付かせる罪悪感は、人格と心理的

成長を促す。（Bｐ59） 

正直、誠実 身近な大人から一人の人間として自分の意思が尊重され、安心して様々な物事に取り組む

ことができる環境の下、自分でしてみようとする気持ちをもつ。（保ｐ123） 

節度、節制 安定した生活リズムの中で、健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようと

する気持ちが育つ。（保ｐ123）一方、この段階の子供は思い通りにいかない場合、悲しん

だり、怒ったり感情が不安定になりやすい。教師が子供の感情に対して、十分に時間をかけ

て受容的に受け止めることで、子供は安心して自分の素直な感情を表出し、教師と共に自分

の気持ちに向き合いながら、不安定な気持ちから立ち直るようになる。現実の状況と折り合

いを付ける経験を重ねることで、自分の感情をコントロールすることへの気付きが生まれ

る。（保ｐ143） 

個性の伸長 この段階の子供は、何でも自分でやりたがるようになる。温かく受容され、応答された経験

に基づく自己を肯定する力の表れである。教師の支援を借りながらも、自分でできることが

増えていくと自信につながる。（Ａｐ24） 

希望と勇気.努力と強い意志 身近な大人から一人の人間として自分の意思が尊重され、安心して様々な物事に取り組む

ことができる環境の下、子供は今の自分がもっている心身の力を存分に発揮して、自分でし

てみようとする気持ちを強くしていく。（保ｐ123、137） 

真理の探究  

 

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 少しずつ相手の気持ちに気付く段階であるが個人差が大きい。教師は繰り返し相手の気持

ちに気付くよう言葉かけを行う必要がある。（Aｐ117） 

感謝 保育所保育指針には特に記載がないが、周りの大人の受容的で応答的な関わりを通して、そ

の背景にある周りの大人の思いや愛情等に気付くことが考えられる。 

礼儀 挨拶の方法そのものを教えることも大切だが、教師が毎日温かく迎えてくれる笑顔や挨拶

に気付き、それを心地よいと感じられる体験を重ねることが大事である。そうした関わりを

通して、自ら関わりをもとうとする意欲を育むことが大切である。（保ｐ135） 

友情、信頼 身近な大人との愛着を拠りどころにして、周囲の同年代の子供等に興味を示し、自ら関わり

をもとうとするようになる。その中で人と関わり合うことの楽しさや一緒に過ごす喜び、安

心感を味わう。（保ｐ135） 

相互理解、寛容 それぞれ異なる個性をもった他の子供や保護者、高齢者、多様な年代の人、外国人などと接

し、それぞれの人の特性や多様性に気付く。（保ｐ１38） 
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C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 

 

きまりの大切さに気付くことはこの段階の子供にとって重要な発達課題の一つである。他

者との間に生じる葛藤などの体験を通じて、自分の思い通りにならない場合があること、他

者にも感情や思いがあることに気付き、お互いが気持ちよく過ごすためにきまりが必要な

ことに気付けるようにする。（保ｐ140） 

公正、公平、社会正義  

 

勤労、公共の精神  

家族愛、家庭生活の充実 保育所保育指針には家族との関わりについては特に記載がないが、この段階の子供が、大人

との愛着形成が重要であることから家族との関係に置き換えて記した。 
よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

子供は自分を温かく受け入れてくれる教師等との信頼関係に支えられて自分の居場所を確

保し、安心感をもって学校生活を過ごせるようになる。それぞれに心地よさを感じられる相

手との関係性を拠りどころに、学校での生活に親しみをもつようになり、他の人とも関わり

を広げていく。（保ｐ136） 
伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

教師や友達と共に季節や折々の文化、行事に触れて、その雰囲気を味わったり、楽しんだり

する経験を通して、自分を取り巻く地域の自然や伝統文化などに興味を向けるようになる。

（保ｐ152）「国や地域の～」については、保育所保育指針においてこの年齢段階では示さ

れていないものの、学校生活においては、その発達段階を問わず行事等を通して国や地域の

文化や伝統に触れる機会が多いことから挿入した。 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 子供は、教師と共に身近な動植物を実際に見たり、触ったりすることを通して、それらに親

しみや興味をもつ。手触り、重さ、大きさ、におい、動き、鳴き声などの様々な感覚を直接

的に体験し、動植物の美しさや力強さ、はかなさ、可愛らしさなどに驚きや感動を味わい、

心を動かされるのである。（保ｐ151） 

自然愛護 

感動、畏敬の念  

よりよく生きる喜び  
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Ⅲ段階―道徳性の芽生え期―対象発達年齢 ３歳～６歳 内容項目 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動しようとすること 

正直、誠実 うそをついたりごまかしたりしないで、素直に伸び伸びと生活すること 

節度、節制 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもって行動しようとすること 
自分でできることは自分ですること 身近な物を大切に使うこと 

個性の伸長 自分のよさや特徴に気付くこと 

希望と勇気.努力と強い意志 自分でできることは自分でしようとすること 
いろいろな活動を楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつこと 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 自分の気持ちとは異なった他者の気持ちを理解した上で共感や思いやりのある行動をしよ
うとすること 

感謝 家族など日頃世話になっている人々の気持ちに気付くこと 

礼儀 挨拶を交わす心地よさと大切さに気付き、親しみをもって日常の挨拶をすること 

友情、信頼 友達と共に過ごすことの喜びを味わうこと 

相互理解、寛容 自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付くこと 
友達のよさに気付くこと 
友達と共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりする楽しさを感じること 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 きまりの大切さに気付き、守ろうとすること 

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神 役に立つ喜びを感じること 

家族愛、家庭生活の充実 家族を大切にしようとする気持ちをもつこと 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

先生や友達と親しみ、関わりを深め、一緒に活動する楽しさを味わうこと 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむこと 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付き、いたわったり、大切にしたりす
ること 

自然愛護 自然に触れて、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付くこと 

感動、畏敬の念 美しいものに触れたり、様々な体験をしたりする中で心を動かすこと 

よりよく生きる喜び  
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Ⅲ段階―道徳性の芽生え期－対象発達年齢 ３歳～６歳 支援のポイント 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 
生活の中で起こるいざこざの場面で、あるいはいざこざの例を取り上げて、相手や周囲の人
の気持ちを考えたり、相手の視点から自分の行動を振り返ったりするよう促す。相手の気持
ちを代弁したりして気持ちに気付けるようにする。その上で、子供が何をしなければならな
かったのか、その行動の何が悪かったのかを考えることができるよう働きかける。特に、人
としてしてはいけないことは「悪い行為である」ということを明確に示す。 

正直、誠実 日ごろの信頼関係を土台とし、気持ちに共感的に関わることで、安心感をもって自分の気持
ちを伝えることができるようにし、振り返りや反省を促す。 

節度、節制 子供の自分でやってみたいという気持ちを尊重し、やったらできたという充実感や満足感
を味わえるようにする。全部を一人でできない場合は、途中まで教師が支援し、最後を自分
でやれるようにして達成感を味わえるようにする。必要以上に支援しすぎない。 

個性の伸長 日々の生活の中で子供のありのままの姿を認める。子供のよさを認める。その子供なりに取
り組んでいる姿を認める。子供相互によさを認め合う機会を設ける。 

希望と勇気.努力と強い意志 子供が主体的に取り組める楽しい活動を設定する。途中でうまくいかなくなったり、やり続
ける気持ちがなくなったりした時は必要に応じて適切な支援を行う。 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 友達と関わり、感情的な行き違いや自他の欲求が対立する場面で指導することが効果的。思
いやりのある行動をしたいと思える友達ができるよう子供同士の関わりを援助する。 

感謝 日頃世話になっている人の親切心や温かい気持ちに気付けるように教材や活動を工夫す
る。 

礼儀 教師が気軽に言葉を掛け、感謝やお礼の気持ちを言葉で伝える姿を示す。挨拶とともに出会
いを喜んだり気にかけたりすることで、挨拶を交わす心地よさを味わえるようにする。 

友情、信頼 教師との信頼関係の構築を図った上で、仲の良い友達をもてるよう、友達との関わりを深め
られるように支援する。 

相互理解、寛容 必要に応じて教師が仲介役になり思いを伝える。子供同士が心を動かす出来事を共有でき
るよう場を設定する。共有の願いや目的が生まれる活動を設ける。 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 日々の生活の中で、きまりを守らなかったために起こった問題に気付かせ、きまりの必要性
を考えるよう促す。ルールを守ることで友達との活動が楽しくなるという実感を持たせる。 

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神 掃除などを通して、「ありがとう」と感謝される経験を味わえるようにする。 

家族愛、家庭生活の充実 必要に応じて家族を招いて授業を行い、保護者の協力を得る。 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

教師との信頼関係を構築する。教師や友達と共に楽しさや充実感を味わう活動を工夫する。 

伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

例えば、教師と一緒に飾りを作りながら七夕の由来を聞くなどして、そのいわれやそこにこ
められている人々の願いを伝える。地域の人の実演を見る機会をつくる。 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 身近な動植物を実際に世話したり、一緒に遊んだり、育てたりする経験をする。生命の誕生
や終わりに遭遇した場合に、そのことを授業で取り上げる。 

自然愛護 できるだけ身近な自然に触れる機会を多くし、子供なりにその大きさ、美しさ、不思議さな
どを全身で感じ取る体験を設ける。 

感動、畏敬の念 日常生活の中で出会う様々な事物や事象、文化から感じ取るものやそのときの気持ちを友
達や教師と共有する。 

よりよく生きる喜び  
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Ⅲ段階―道徳性の芽生え期― 対象発達年齢 ３歳～６歳 解説 

 

 

 

A  主として自分自身に関すること 

善悪の判断.自律.自由と責任 いざこざなどうまくいかないことを乗り越える体験を重ねながら、相手の視点から自分の

行動を振り返ったりして考えながら行動するようになっていく。（幼ｐ60）この段階の子供

は、他者と関わる中で、自他の行動に対する様々な反応を得て、よい行動や悪い行動がある

ことに気付き、自分なりの善悪の基準をつくっていく。特に、信頼する大人がどう反応する

かは重要であり、大人の諾否に基づいて善悪の枠をつくり、また、それを大人の言動によっ

て確認しようとする。したがって、教師は子供が何をしなければならなかったのか、その行

動の何が悪かったのかを考えることができるような働きか掛けをすることが必要である。

（幼ｐ177）前段階では、思い通りにならないことがあることに気付くことが重要な発達

課題であったが、この段階になると、周囲からの期待に応えたいという「第二の自我」が芽

生え、自分の思い通りにしたいという自我と自己内対話を通して葛藤するようになる。この

葛藤体験は成長のために重要である。たくさんの葛藤体験を経て、折り合いを付け、気持ち

を立て直すことができるようになることが、この段階の発達課題といえる。（Aｐ56） 

関連して、この段階の子供は他律的な道徳性をもつ時期であり、信頼している大人の言うこ

とは全て正しいと思って従う傾向が強い。したがって、一見正しい行いをしているようで

も、その意味がわかっていないこともある。善悪の判断やルールを守る大切さに気付き、自

分で考えて行動する主体性を育てることが重要である。さらに、悪いとわかっていても、自

分の行動を抑制できるわけではなく、わかっていても自分の都合を優先したり、感情に左右

されたりしてルールを守れないことも多いという発達段階も考慮する。（Ａｐ72）加えて、

この段階の善悪判断は、意図や動機といった内面よりも、目に見える結果に基づいて判断す

る傾向にあることにも留意しておく（例えば禁止されていた行為をしてコップを１個割っ

てしまった子よりも、知らずに 15 個のコップを割ってしまった子の方が悪いと判断する

など、その意図や動機よりも結果に基づき判断する）。（Bｐ64） 

 

正直、誠実 幼稚園教育要領には関連する記載がないものの、発達段階から考えて特に差支えないと考

えられるため小学校１・２年の内容項目をそのまま適用した。ただ、実際の指導にあたって

は、この段階の子供の発達段階を考慮し、日ごろの信頼関係を土台とし（幼ｐ177）、気持

ちに共感的に関わることで、安心感をもって自分の気持ちを伝えることができるようにし、

振り返りや反省を促すことが重要と考える。 

 

節度、節制 小学校１・２学年の内容項目に関連するものを幼稚園教育要領から抽出した。「健康、安全

な生活～」とは、身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を

自分でしようとし、健康な生活のリズムを身に付けることである。（幼ｐ152他）「見通し

をもつ」ことは、規則正し生活をすることにつながる。「自分でできることは自分でする」

ことは、前段階の内容から継続・発展し、小学校の内容項目に接続するものである。「物を

大切にする」ことも小学校の内容項目に接続する内容として、抽出した。この段階の子供

は、何でも自分でやりたがる傾向にある。一見わがままのように見えるが、自我が芽生えて

いる姿であり、自分の力でやろうとする意欲の表れである。この場合、単に何かを「でき

る」、「できない」ということのみが問題ではなく、あくまでも自分でやりたいことを意識

し、自分が思ったことができたということを喜ぶ気持ちが大切である。やったらできたとい

う充実感や満足感を味わうことが自立の第一歩である。（幼ｐ170）支援のやりすぎは、子

供の自立心を妨げる結果となるので十分配慮が必要である。全部を一人でできない場合は、

途中まで教師が支援し、最後を自分でやれるようにして達成感を味わえるようにする。中学

部・高等部の生徒は卒業後の自立も考慮して、自分でできないことは支援者の支援を得なが

ら自分でやろうとする意識を育てる。 
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個性の伸長 子供は、周囲の人々に温かく見守られ、ありのままの姿を認められている場の中で、安心感

をもって自分らしい動き方ができるようになる。日々の生活の中で、その子供なりのよさを

捉える教師のまなざしに支えられ、自分のよさや特徴に気付き、自信をもって行動すること

ができるようになっていく。また他の子供からもその子供のよさを認められることにより、

更に自信を高めていく。自分が認められることで友達のよさも認められるようになってい

く。（幼ｐ184） 

希望と勇気.努力と強い意志 「自分でできることは～」は、【節度、節制】の項目と同じである。「いろいろな活動を楽し

みながら～」は、遊びや楽しい活動を通して達成感を味わうことで、次の活動に取り組む際

にもやり遂げようとする気持ちをもてるようにすることを指している。やり続ける気持ち

が続かず、止めてしまう時にも、教師に見守られ、適切な支援を受けることで諦めずにやり

遂げることができる。このような体験を重ねることで、子供は難しいことでも諦めずにやり

遂げようという粘り強く取り組む気持ちをもったり、前向きな見通しをもって自分で解決

しようとする気持ちをもったりして、自立心や責任感も育まれていく。（幼ｐ171） 

真理の探究  

B 主として人との関わりに関すること 

親切、思いやり 思いやりの基盤となる「他者の気持ちへの共感」「相手を慰めたり、助けようとする行為」

は前段階（１歳～３歳の発達段階）の子供にも現れる。しかし前段階では自分と他者の気持

ちの区別ができず、自分にとっていいことは他者にとってもいいことと思ってしまうため、

直ちに適切な行動をとるようにすることは困難である。それに対しこの段階では、自他の気

持ちや欲求は異なることが分かるようになり、自分の気持ちとは異なった他者の気持ちを

理解したうえでの共感や思いやりのある行動ができるようになってくる。ただし、これには

個人差が大きく、６歳段階で７～８割段階に留まるという研究結果もある。（Cｐ56）特別

支援学校の子供たちは、他の子供たちとの関わりの経験がどうしても少なくなる傾向にあ

るため、十分に時間をかけて指導する必要があると考える。自己中心的な感情理解ではな

く、相手の立場に立って考えられるようになるためには、友達と関わり、感情的な行き違い

や自他の欲求の対立というような経験も必要である。また、子供は、一緒にいたいと思える

友達がいるときに、その友達に対して共感し、思いやりのある行動をする傾向があるので、

友達との関わりを深められるように支援することが重要である。（幼ｐ178） 

感謝 幼稚園教育要領には記載がないが、感謝の気持ちをもつためには、日ごろ世話になっている

人々の温かい気持ちに気付くことが前提となると考えるため挿入した。 

礼儀 挨拶を交わす心地よさと大切さに気付き、親しみをもって挨拶するとは、挨拶が単に形式的

なものなのではなく、出会いを喜び合う朝の挨拶、別れを惜しみ再会を楽しみにする帰りの

挨拶、相手のことを心配したり、元気になったことを喜んだりするなど、気持ちを伝えあう

機能があることに気付き、その心地よさを感じることが大事である。そして挨拶がその機能

によって互いの親しさを増す効果があることに気付き、その大切さに気付くことが重要で

ある。（幼ｐ220） 

友情、信頼 この段階になると、初めは同じ場所にいるだけだった他の子供とも言葉を交わすなど関わ

りが生まれてくる。その関わりの中で友達と共にいる楽しさや充実感を味わい、次第に皆と

生活をつくり出していく喜びを見出していく。（幼ｐ168）気の合う友達や一緒にいたいと

思う友達ができ、そうした友達に対して、共感し、思いやりのある行動をする傾向がある。

共によく遊ぶ仲の良い友達をもつことが重要である。（幼ｐ178） 

相互理解、寛容 小学校１・２学年の内容項目には設定がないものの、この段階で育てたい姿として盛り込ん

だ。「自分の思ったことを相手に伝え～」では、いつまでも教師や保護者が気持ちを汲み取

ってくれていたようには自分の思いは伝わらないものであるから、自分で伝える大切さに

気付くことが重要である。また、思いを伝えることで親しみをもつという循環の過程を経験

することも、自分で伝える大切さに気付くために必要である。反対に相手の思っていること

についても、気付くことでお互いの親しみが増していくことを経験することが大事である。 

（幼ｐ174）「友達のよさに気付くこと」では、自分と異なる個性をもった友達と接するこ

とで、次第に互いの心情や考え方などの特性に気付くことである。（幼ｐ175）「友達と共

通の目標を見出し～」では、他の子供と楽しく活動することを通して、互いのよさや特性に

気付き、友達関係を形成しながら、次第に人間関係を深めていくことを指している。人間関

係が深まるにつれて、子供同士がイメージや思いをもって交流し合いながら、そこに共通の
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願いや目的が生まれる。そして、それに向かって活動を展開する中で、子供同士が共に工夫

したり、協力したりすることの大切さを実感することが大事である。（幼ｐ176） 

C 主として集団や社会との関わりに関すること 

規則の尊重 「きまりの大切さに気付く」とはきまりの必要性が分かるということである。単に守らない

と叱られるからという理由できまりを守るのではなく、日々の生活の中できまりを守らな

かったことによって起こった問題に気付き、きまりの必要性を理解できるようにすること

が大事である。楽しい活動の中で、ルールを守ると友達との遊びが楽しくなるという実感を

もてるようにすることが大切である。（幼ｐ179） 

公正、公平、社会正義  

勤労、公共の精神 幼稚園教育要領「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から抜粋した。学校の周りを掃除

したりして地域の人から「ありがとう」などと言葉を掛けてもらうことなどを通して役に立

つ喜びを感じるようになるとしている。（幼ｐ62） 

家族愛、家庭生活の充実 幼稚園教育要領「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から抜粋した。（幼ｐ62） 

よりよい学校生活、 
集団生活の充実 

子供は自分を温かく受け入れてくれる教師との信頼関係を基盤に自分の居場所を確保し、

安心感をもって過ごせるようになる。教師との信頼関係を基盤に教師や友達と共にいる楽

しさや充実感を味わい、次第に皆と生活を作り出していく喜びを見出していく。 

（幼ｐ167―168） 
伝統と文化の尊重、 
国や郷土を愛する態度 

日常生活の中で我が国や地域社会における様々な文化や伝統に触れ、長い歴史の中で育ん

できた文化や伝統の豊かさに気付くことが大切である。（幼ｐ200） 

国際理解、国際親善  

D 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること 

生命の尊さ 親しみやすい動植物に触れる機会をもたせるとともに、教師など周囲の人々が世話をする

姿に接することを通して、次第に身近な動植物に親しみをもって接するようにし、実際に世

話をすることによって、いたわったり、大切にしたりしようとする気持ちを育てる。小動物

と一緒に遊んだり、世話をする体験をしたり、生命の誕生や終わりに遭遇したりすることも

子供の心をより豊かに育てる意味で大切な機会となる。（幼ｐ199） 

自然愛護 自然に触れて活動する中で、子供は全身で自然を感じ取る体験により、心がいやされると同

時に、多くのことを学んでいる。できるだけ身近な自然に触れる機会を多くし、子供なりに

その大きさ、美しさ、不思議さなどを全身で感じ取る体験をもつようにする。（幼ｐ195） 

感動、畏敬の念 幼稚園教育要領の内容「表現」から抽出した。（幼ｐ233） 

よりよく生きる喜び  
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