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□道徳って何？ 
 

Q道徳ってそもそも何を教えるの？ 

A道徳性を養うことが道徳の目標です。 

道徳性とは、次のように定義されます。「意欲・態度」は、道徳的行動そのものと誤解さ

れやすいですが、道徳的行為を主体的に選択・実践するための内面的資質を意味しています。 

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のこと。 

（人間として生きるために道徳的価値が大切なことを理解し、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。） 

道徳的心情 道徳的価値の大切さを感じ取り、善を行うことを喜び、悪を憎む感情のこと。 

（人間としてのよりよい生き方や善を志向する感情） 

道徳的実践 

意欲と態度 

道徳的判断力や道徳的心情によって価値があるとされた行動をとろうとする傾向性。 

（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 

 それらに裏付けられた具体的な道徳的行為への身構え） 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

よくある誤解 

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳性
（内面的資質）

道徳的行為・   える 

 えない 

 

目標 手だて 

①お礼が言えるようになる。 

②人との適切な距離感がわ

かり、のぞましい距離で接す

ることができる。 

具体的な場面を設定し、反復

して練 する。 

「腕の長さ」など、適切な距

離感を視覚化・具体化して捉

えやすくする。 

 

 

 

 

 

この指導内容自体は大切な指導で

すが、道徳の目標とはいえません。 

反復練 で機械的にお礼が言える

ようになっても道徳性は育まれま

せん。道徳的行為・  を自ら実践

しようとする内面的資質を育てる

のが道徳の目標になります。 

目に える行動ではなく、 

目に えない心を育むのが 

道徳。 

資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Q道徳教育と道徳科・・・違うもの？同じもの? 

A道徳教育と道徳科を混同しないよう注意が必要です。 

 道徳科の授業は設ける必要があります。 

○道徳教育 

教育活動全体を通して行う道徳指導のこと 

道徳教育の目標 

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、自己の（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。 

 

○道徳科（特別の教科 道徳） 

道徳科の授業のこと 

道徳科の目標 

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 つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間として

の）生き方についての考えを深める学 を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

（小学校学 指導要領 特別の教科道徳編）※（ ）は中学校学 指導要領 特別の教科道徳編 

  

道徳教育は学校の教育活動全体を通して行う道徳指導のことであり、各教科、特別活動、

自立活動、総合的な学 の時間（高等部は総合的な探究の時間）で指導します。一方、道徳

科は授業としての道徳科のことです。道徳は学校の教育活動全体を通して行うので道徳の授

業は設ける必要がないと誤解される場合がありますが、道徳科は教科ですので、小中学部に

は設ける必要があります。（高等部も知的障害者を教育する特別支援学校の場合は設ける必

要があります）。 

 

こんな誤解に注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳科の評価 

登校時に自分から進んで挨拶ができました。 

給食では給食当番を「自分の役割だから」と、

責任感をもって取り組んでいました。 

 

道徳科って、学校教育

活動全体を通して指導

するんでしょ？ 

道徳科は、時数を設けて指導する必要が 

あります。 

 

道徳科の評価（所 ）は、道徳科の授業の評

価（所 ）になります。教育活動全体を通し

た道徳指導の評価ではありません。 

資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Q道徳は教科になって何が変わったの? 

A検定教科書を使用すること、評価をきちんと行うこと。 

 まず教科なので中心的な教材として検定教科書を使用します。今までも副読本がありまし

たが、今回の教科化によって教科書を用いることになった点が大きな変化です。 

 もう一つの変化は、評価です。教科である以上きちんと評価を行うことが求められます。 

 ただし、他の教科とは異なる点もあります。それは道徳科の免許は設定しないこと、数値

的な評価は行わないことなどです。これが教科であっても「特別な教科」とされる理由です。 

□特別支援学校の道徳科について 

年間指導計画の立て方について 
 

Q特別支援学校小中学部の道徳科は、 
小中学校と違いがあるの？ 
 

A小中学校と原則同一です。 
  

特別支援学校小中学部の道徳科の目標・内容・指導計画の作成・内容の取扱いは、小中学

校に準ずることになっています。準ずるとは原則として同一という意味です。したがって、

小中学部の道徳科の年間指導計画作成や内容の取扱い等においては、小中学校道徳科の学 

指導要領を参照しましょう。 

 ただし、特別支援学校学 指導要領には、特別支援学校独自に３点が定められていますの

で、これを考慮して計画を立て指導しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 特別の教科 道徳 

 小学部又は中学部の道徳科の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、それぞ

れ小学校学 指導要領第３章又は中学校学 指導要領第３章に示すものに準ずるほか、次に示すと

ころによるものとする。 

１ 児童又は生徒の障害による学 上又は生活上の困難を改善・克服して、強く生きようとする 

意欲を高め、明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図る必要があること。 

２ 各教科、外国語活動、総合的な学 の時間、特別活動及び自立活動との関連を密にしながら、 

経験の拡充を図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができる 

ように指導する必要があること。 

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当た 

っては、個々の児童生徒又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学 状況及び経験等に応じて、

適切に指導の重点を定め、指導内容を具体化し、体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行う

こと。 

３ 資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Q高等部では道徳教育を行わないの？道徳の授業は行うの？ 
 

A学校の教育活動全体を通じて指導します。 
知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校で
は特別の教科道徳の授業があります。 
 

高等部では準ずる教育課程の場合、特別の教科道徳は設けられていませんが、公民科の「公

共」及び「倫理」並びに特別活動が、人間としての在り方生き方に関する中核的な指導の場

となります。また学校の教育活動全体を通じて道徳を指導します。 

知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、特別の教科道徳の授

業が設けられています。視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者又は病弱者である生徒に対

する教育を行う特別支援学校の場合、知的障害を併せ有する生徒で、生徒の障害の状態によ

り特に必要がある場合には、「知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にお

ける各教科等の履修等によることができること」が定められており、この規定を適用する場

合は、道徳科の履修が必要とされます。 

（特別支援学校学 指導要領解説 総則等編（高等部）第１章第２節第８款の３の（２）） 

  

Q教科書はどのように用いたらよいのでしょう？ 

A基本的に検定教科書を用います。 
効果が期待できる場合、教材を開発することも必要です。 

 

道徳科の授業は、学 指導要領に基づいて行われるものであることから、授業で活用する

教材は、教育基本法や学校教育法その他の法令はもとより、学 指導要領に準拠したものが

求められます。（小学校学 指導要領解説 特別の教科 道徳編。中学校学 指導要領にも同

様の記載あり）。そのため、基本的に検定教科書を用いる必要があります。 

ただし、特別支援学校の場合、児童生徒の実態が多様であることから、一人一人の実態に

応じて教材を開発する必要がある場合がほとんどです。その場合は次の点に留意して教材を

開発しましょう。道徳科は特定の価値観を押しつける指導は厳禁ですから、３については特

に気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

１．児童生徒の発達に即し、ねらいを達成するのにふさわしいものであること 

２．人間尊重の精神にかなうものであって、悩みや葛藤の心の揺れ、人間関係の理解等の課題を含め、 

児童が深く考えることができ、人間としてよりよく生きる喜びや勇気を与えられるものである 

こと 

３．多様な 方や考え方のできる事例を取り扱う場合には、特定の 方や考え方に偏った取扱いが 

なされていないものであること。 

（小学校学 指導要領解説 特別の教科 道徳編。中学校学 指導要領にも同様の趣旨の記載） 

４ 
資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Ｑ道徳科の授業では、道徳の内容項目をすべて指導するの？ 
 
Ａ全て指導します。 

 

特別支援学校小学部・中学部の道徳科の目標・内容はそれぞれ小学校・中学校学 指導要

領に準ずることになっています。 

指導要領では、「当該学年段階の全ての内容項目について、適切に指導しなければならな

い」、「特に必要な場合は、他の学年段階の内容項目を加えることはできるが、当該学年段階

の内容項目の指導を全体にわたって十分行う必要がある」とあります。つまり年間 35時間

道徳科の授業がある場合、その中で全ての内容項目を指導できるよう年間指導計画を立てる

必要があります。 

さらに、特別支援学校小中学部に設けられる道徳科では、これに加えて「障害による学 

上又は生活上の困難を改善・克服して、強く生きようとする意欲を高め、明るい生活態度を

養うとともに、健全な人生観の育成を図る」指導を行う必要があります。 

（小学校学 指導要領特別の教科道徳編解説第３章第１節１（２）および（３）＊中学校学

 指導要領解説にも同様の記述） 

（特別支援学校学 指導要領第３章） 

 

 

Ｑ道徳科では指導の重点を中心に指導したらよいのでは？ 

Ａ道徳科では指導の重点だけを教えるのではありません。 

指導の重点とは、道徳の内容項目の中から重点的に指導したい内容項目を選び、教育活動

全体を通じた道徳教育において具体的な指導を行うことです。指導の重点とした内容項目を

中心に教えればよいというものではありませんので注意が必要です。 

道徳科の授業では、全ての内容項目を指導する必要があります。指導の重点は、その中で

も授業時間を多く取ったり、何回かに分けたりして指導する内容項目のことです。小学部５・

６年生、中学部では内容項目が 22項目ありますので、年間 35時間の授業だとすると、１

時間につき１項目指導する計画を立てたとして、13時間が余ります。この 13時間を、指

導の重点として定めた内容項目の指導に充てるとよいでしょう。各校では道徳の全体計画が

作成されており、そこに各学部・各課程の指導の重点が示されています。ここに示された指

導の重点項目は、複数時間を設けて指導すべきものなので、それをふまえて年間指導計画を

立ててください。 

 

 

 

 

資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Ｑ当該学年のねらいや内容では難しいと感じる場合は？ 

A道徳科も下学年の内容に替えることが可能ですが・・・。 

 小学部の場合、道徳科の内容を当該学年より前の学年の内容の一部又は全部によって、替

えることができることになっています。また中学部の場合、小学部（小学校）道徳科の目標・

内容の一部又は全部によって、替えることができます。 

 ただし、児童生徒の生活年齢を踏まえ、当該学年の目標・内容を指導することが大前提で

す。安易な代替は行わないようにすることが肝要です。教えることが難しいから下学部・下

学年に替えるという考え方は間違いです。児童生徒が現在までに達成している目標と次に達

成を目指す目標を 極める視点を持ちましょう。過去の個別の指導計画や指導要録等から、

対象となる児童生徒に何をどこまで指導したのか確認し、個別の指導計画を立てたうえで、

年間で取り扱う内容を計画しましょう。下学年の内容を指導する場合、その教材として下学

年の教科書等を有効に活用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q知的障害のある児童生徒のねらいや内容はどうする？ 

A小中学校と原則同一です。 
小中学校の道徳科の学 指導要領を参照しましょう。 

  

 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校小・中学部における道徳科の目

標・内容・指導計画の作成・内容の取扱いは、小学校・中学校学 指導要領に準ずるととも

に、先述した特別支援学校独自の事項を考慮して指導します。また、障害の状態によって、

特に必要がある場合は、前学年（下学年）や下学部の目標・内容に替えて指導することがで

きます。したがって、知的障害の児童生徒に対する道徳科の年間指導計画の作成においては、

児童生徒の過去の個別の指導計画や指導要録等での学びの履歴を確認した後、発達の段階や

経験等を考慮して、小学校・中学校学 指導要領に示された道徳の内容項目について、指導

すべき学年の内容を選定する必要があります。 

 ただし、その場合でも、その目標については生活年齢を考慮し、その学部に該当する学校

（小学部＝小学校、中学部＝中学校）の目標を設定するのが望ましいでしょう。 

 指導は生活に結び付いたものに具体化し、体験的な活動を取り入れるなど工夫しましょう。 

道徳科の各学年の内容の一部又は全部を、当該各学年より前の学年の内容の一部又は全部によって、

替えることができること。（特別支援学校教育要領・学 指導要領第１章第８節の１の（２） 

中学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部を、当該各教科に相当する小

学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部によって、替えることができる

こと。（特別支援学校教育要領・学 指導要領第１章第８節の１の（４） 

資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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Ｑ高等部の知的障害のある生徒に対する道徳科は？ 

A小中学部の目標・内容を基盤に、青年期の特性を考慮して、

健全な社会生活を営む上に必要な道徳性の向上に努めます。 

 基本的に小中学校の学 指導要領を参考にその目標・内容を踏まえて指導します。その際、

様々な人々との関係を適切に形成できるようにすることや、生活年齢や青年期の心理的発達

の状態などを考慮しつつ、小中学部における指導との一貫性を図ることが大切です。 

 

 

 

 

 また、小中学部の場合、障害の状態により特に必要がある場合には、前学年（下学年）や

下学部（中学部の場合）の目標・内容の一部又は全部に置き換えて指導することができます

が、高等部の場合はこの規定がないため、置き換えるのではなく、あくまでも小中学部の目

標・内容を踏まえて指導することになります。 

 さらに、小中学部のように、幼稚部教育要領のねらいや内容の一部を取り入れることを可

能とする規定も、高等部にはないことに留意する必要があります。 

 

Ｑ障害の重い児童生徒のねらいや内容はどうしたらいい？ 

A幼稚部教育要領・幼稚園教育要領等を参考にしましょう。 

 障害の重度重複化によって、「小学校学 指導要領特別の教科道徳」に示された内容項目

について、小学校１・２学年の目標・内容を指導することが難しい児童生徒も増えています。

その場合は、幼稚部教育要領の領域のねらいと内容の一部を取り入れることができます。 

（高等部にはこの規定がないことに留意する）。ただし、その場合でも児童生徒の生活年齢

を踏まえて、当該学部の目標・当該学年の内容の指導を前提にし、必要がある場合にのみ一

部取り入れるようにしましょう。 

 

 

 

幼稚部教育要領では、「健康、人間関係、環境、言葉及び表現」が示されていますが、こ

のねらい・内容・内容の取扱いは、幼稚園教育要領に準ずることとなっているため、実際に

は、幼稚園教育要領を参照することになります。参考までに、人との関わりに関する領域「人

間関係」のねらいと内容を示します。 

なお、ほかの領域においても道徳と関連の深いねらいや内容を含んでいる部分がありますの

幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。 

（特別支援学校学 指導要領 第１章第８節の１の（６）） 

道徳科の目標及び内容については、小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし、さらに、青

年期の特性を考慮して、健全な社会生活を営む上に必要な道徳性を一層高めることに務めるものとす

る。（特別支援学校高等部学 指導要領 第３章第１款） 

資料１ 特別支援学校 道徳の Q＆A 
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で、道徳と関連性が高いのは「人間関係」の領域に限ったことではないことに留意してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園教育要領では幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」として、「道徳性・規範意識の芽生え」を示しています。障害の状態が重

度になるほど、実生活の中でより具体的な指導が効果的になりますが、その際に参考にする

とよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園就園の発達年齢に達していない児童生徒に関しては、保育所保育指針が参考になり

ます。特別支援学校学 指導要領において、取り入れることができるのは幼稚部教育要領ま

人との関わりに関する領域「人間関係」 

１ ねらい 

（１）幼稚園生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 

（２）身近な人と親しみ、関わりを深め、工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを 

味わい、愛情や信頼感をもつ。 

（３）社会生活における望ましい  や態度を身に付ける。 

内容 

（１）先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 

（２）自分で考え、自分で行動する。 

（３）自分でできることは自分でする。 

（４）いろいろな遊び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。 

（５）友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。 

（６）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。 

（７）友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。 

（８）友達と楽しく活動する中で、共通の目的を いだし、工夫したり、協力したりなどする。 

（９）よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。 

（10）友達との関わりを深め、思いやりをもつ。 

（11）友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。 

（12）共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。 

（13）高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。 

                           （幼稚園教育要領解説第２章第２節２） 

道徳性・規範意識の芽生え 

 友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、

友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性

が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりす

るようになる。 

（幼稚園教育要領解説第 1章第２節） 
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でですが、保育所保育指針は幼稚園教育要領と整合性が図られながら規定されており、「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、「道徳性・規範意識の芽生え」を共有するな

ど共通性と系統性があります。発達年齢が幼稚園就園年齢未満の児童生徒も多い特別支援学

校において、保育所保育指針に示されたねらいや内容は、この発達段階にある児童生徒の道

徳性の発達の方向を押さえ、その成長を 取る上でのヒントを提供してくれます。 

 重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合は、道徳科の目標及び内容に関

する事項の一部に替えて、自立活動を主として指導を行うことができます。ただし、目標及

び内容の全てを自立活動に替えて指導することはできないことに留意する必要があります。

つまり障害の状態が重度であっても、道徳科の指導を行わないことはできません。道徳科を

合わせた指導において指導する場合でも、その単元の中に道徳科の目標と内容を時数との関

係において明確に位置付けて指導する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□道徳科の授業のポイント・進め方 
 

Q道徳科の授業のポイントは？ 

A考え、議論する授業を行うことです。 

 価値観の押しつけは NG 

 そもそも道徳の教科化の目的は、道徳の授業改善にありました。どのような授業を行った

らよいのか、そのポイントを明らかにする前に、今までの道徳授業で陥りがちだった NG授

業がどのようなものか確認します。 

 

 

 

 

重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科、道徳科、外国語活動若しく

は特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科、外国語活動若しくは総合的な学 の時間

（高等部は総合的な探究の時間）に替えて、自立活動を主として指導を行うことができるものとする。 

（特別支援学校学 指導要領第１章第８節の４）高等部にも同旨の規定あり。 
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 次に、どのような授業が望ましいか、学 指導要領をもとに示します。道徳科の目標に 

「道徳的諸価値についての理解を基に、自己を 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学 を通して」とあることから、道徳科の授業では、①道

徳的諸価値についての理解、②自己を つめる、③多面的・多角的に考える、④自己の生き

方について考えを深める、の４点を具備する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGな道徳科の授業例 

■単なる知的理解に終始した授業 

 例）「障害者差別はいけません。障害を理由とする不当な差別は障害者差別解消法で禁じています。」 

  「誰に対しても公平に接し、差別や偏 のない社会を実現する必要がある。」 

   ＊具体的な事例をもとに、いろいろな感じ方、立場の違いを取り上げ、自分の経験や感じ方と 

照らし合わせながら考えられるような授業にしましょう。そのことで、自分の生き方を考え 

るような授業を目指しましょう。 

 

■行為の仕方そのものを指導する授業、行為ができるようになることを目的にした授業 

 例）「廊下ですれ違ったら挨拶をしよう」→できることを目的とした生活科の内容になっている。 

   ＊挨拶をされた時の嬉しい気持ち、挨拶する時の照れくささ、したくてもできなかったことな

ど自分を振り返り、自分の経験や感じ方、葛藤と照らし合わせて考える授業にしましょう。 

 

■特定の考え方や価値観に無批判に従わせるような授業 

 例）「新しい空港建設は自然破壊になるので中止すべきである」 

   「登場人物の通り、嘘をついたら絶対いけないよ」 

   ＊答えは一つではなく正解は存在しない。多面的・多角的に考察し、児童生徒が自分との関わ 

りで考えられるような授業にしましょう。 

 

■登場人物の心情理解に偏った授業 

   ＊教材をもとに、自分を つめ、多様な感じ方・考え方の存在に触れることで、自分の生き方 

について考えを深められるような授業にしましょう。 
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Q授業は、どのように進める？ 

A導入→展開→終末という展開が基本です。 

 授業の進め方として一般的なものは、導入→展開→終末という３分割による展開です。 

 役割 ポイント 

導入 主題に対する児童生徒の興味関心を高め、

自己を つめる動機付けを図る段階 

本時の主題に関わる問題意識をもたせたり、興味

関心をもたせたりするように工夫しましょう。 

展開 中心的な教材によって、児童生徒一人一人

が、ねらいの根底にある道徳的価値の理解

を基に、自己を つめる段階 

発問を中心に進めていきます。 

児童生徒一人一人の感じ方や考え方を生かしつ

つ、物事を多面的・多角的に考えたり、自分との

関わりで理解したり、自己を つめたりできるよ

うに留意しましょう。 

終末 ねらいの根底にある道徳的価値に対する思

いや考えをまとめ、道徳的価値を実現する

ことのよさや難しさを確認する段階 

学 を通して考えたことや新たに分かったこと

を確かめたり、これからへの思いや課題について

考えたりする学 活動を行いましょう。 

                    （小学校学 指導要領解説 特別の教科道徳編） 

 

 

 

１ 道徳的諸価値についての理解を促す 

  ＜道徳的諸価値についての理解とは＞ 

  ①道徳の内容項目を、人間としてよりよく生きる上で大切なことであると理解すること 

  ②道徳的価値は大切であってもなかなか実現できない人間の弱さを理解すること 

  ③道徳的価値を実現したり、実現できなかったりする場合の感じ方、考え方は一つではないこと 

を理解すること 

２ 自己を つめられるようにする 

  道徳的価値について自分の経験やそのときの感じ方、考え方と照らし合わせて考えたり、理解 

しようとしたりできるようにしましょう 

３ （広い視野から）多面的・多角的に考えることができるようにする 

  対話したり協働したりしながら、多様な感じ方や考え方に接するようにしましょう 

  発達段階に応じて、２つの概念や矛盾・対立している教材を扱うようにしましょう 

４ 自己の（人間としての）生き方についての考えを深めることができるようにする 

    （小学校学 指導要領特別の教科道徳編）＊（ ）は中学校学 指導要領特別の教科道徳編 
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□道徳の評価 
 

Q道徳の NGな評価を教えてください。 

A数値や観点などによる評価は NG。他児との比較も×。 
 

 道徳科において養うべき道徳性は、児童生徒の人格全体に関わるものであり、数値などに

よって不用意に評価してはならないとされています。したがって、他の教科のようにどれだ

け道徳的価値を理解したか、道徳的な実践意欲が高まったかなどの基準を設けて、その到達

度を評価することはふさわしくありません。そもそも、道徳性が養われたか否かは、容易に

判断できるものではありません。この点でいうと、学 状況を分析的に捉える観点別評価も

妥当ではありません。さらに、他の児童生徒との比較もしてはいけません。道徳科の評価は

調査書には記載せず、入学者選抜の合否判定に活用することも行ってはいけません。 

 

 

Q道徳はどのように評価したらいいの？ 

A学 の取組状況や成長過程を個人内評価、記述式で行う。 
 成長を受け止め、励ます表記を。 
  

 児童生徒の成長を 守り、努力を認めたり、励ましたりすることによって、児童生徒が自

らの成長を実感し、更に意欲的に取り組もうとするきっかけとなるような評価を目指します。 

 学 活動における児童生徒の具体的な取組状況を評価します。その際、個々の内容項目ご

とではなく、大くくりなまとまり（年間や学期といった時間のまとまり）で評価にします。

また、道徳性に係る成長の様子を個人内評価します。ただし、道徳性（道徳的判断力、道徳

的心情、道徳的実践意欲と態度）そのものの成長の様子ではないので注意する必要がありま

す。 

道徳科の評価においては、その妥当性、信頼性等を担保することが重要であるため、個々

の教師が個人として行うのではなく、学校として評価方法を明確にし、評価の視点などにつ

いて共通理解を図ることが重要です。このことは、教師の負担を軽減することにもつながり

ます。（小学校学 指導要領解説 特別の教科 道徳編 *中学校学 指導要領にも同様の趣旨

の記載あり） 

教材名・内容項目・道徳的価値については、「大くくりなまとまり」による評価に反する

うえに、内容項目は道徳性を養う「手がかり」に過ぎないことから、要録には明記しません。

しかし、保護者や児童生徒に学 状況のよさを伝えることが目的の通知表には書いてもかま

いません。（書かなくてもよい） 

道徳教育（学校教育全体を通した道徳の指導）については、要録の「行動の記録」に、道
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徳性に係る成長の様子を書きます。通知表の通信欄/学校生活の様子にも記述する場合も考

えられます。 

 

道徳科（特別の教科道徳）の評価記述例（あくまで例です） 

○通知表の評価記述例 

相手の立場に立って考えたり、友達の意 を聞いて話し

合ったりしている。 

「よわむし太郎」や「心と心のあく手」では、役割演技

で相手の気持ちを自分事として捉えていた。 

   学期を通した大くくりな評価 

   行為の仕方や到達度ではない 

   学 の取組状況を記述 

   教材は書かなくてもよい 

 

○指導要録の評価記述例 

相手の立場に立って考えたり、友達の意 を聞

いて話し合ったりしている。 

学 の取組状況（特に顕著と認められる具体

的な状況）についての 

年間を通した大くくりな評価 

  教材名・内容項目・道徳的価値は書かない 

  

 

Q道徳科の授業の中で評価するポイントは？ 

A子供の学 状況を 取る視点をもちましょう。 
 

道徳科の授業において、子供の学 状況や道徳性に係る成長を評価するためには、それを

 取る視点をもつことが重要になります。予め視点をもって授業を行いましょう。また、指

導と評価の一体化の観点からいえば、評価を 取ることができる場面を盛り込んだ授業構成

にする必要がある点に留意しましょう。 

 

 

 

 

 

 取る方法としては、授業での発言、感想文、質問紙の記述などがあります。発言が多く

ない児童や考えたことを文章に記述することが苦手な子供の場合、教師や他の子の発言に聞

き入ったり、考えを深めようとしたりしている姿に着目してみましょう。 

（小学校学 指導要領解説 特別の教科道徳編）＊中学校学 指導要領解説にも同様の趣旨の記載） 

 
 
 

道徳科における子供の学 状況を 取る視点 

１ 子供が一面的な 方から多面的・多角的な 方へと発展させているか。 

２ 道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているか。 

 （小学校学 指導要領解説 特別の教科道徳編）＊中学校学 指導要領解説にも同様の趣旨の記載 
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