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改訂の経緯

(1) 平成 ２６年１ ０月「 道徳に係る 教育課 程の改善 等について 」答申 。
(2) 答申 を踏まえ ，平成 ２７年３月 に学校 教育法施 行規則を改 正 し， 中学校学 習指導要領 の一部 改正の公 示。
(3) 改正 中学校学 習指導 要領は，平 成 ３１ 年４月１ 日から全面 実施。
(4) 平成 ２９年３ 月３１ 日に，中学 校学習 指導要領 の全面改訂 。
(5) 移行 期間中の 教育課 程について 道徳及 び特別の 教科道徳に ついて は，平成 ３０年度に おいて は，全部 又は
一部につい て新中 学校学習 新学習指導 要領に よること ができると し，平成３１ 年 度及び平成 ３２年 度におい
ては，新中 学校学 習指導要 領によるこ ととし た。（ 平 成２９年７ 月７日 付け文部 科学省 事務 次官通 知）

２

改訂の基本方針

(1) 道徳 の時間を 要とし て学校の教 育活動 全体を通 じて行うと いう道 徳教育の 基本的な考 え方は ，今 後も 引き
継ぐ。
(2) 今回 の道徳教 育の改 善に関する 議論の 発端とな ったのは， いじめ の問題へ の対応 であ る。
(3) 学 校 教育 法 施行 規 則 及び 学 習指 導 要領 の 一 部を 改 正において， 道 徳 の 時 間 を教 育 課程 上 「特 別 の 教科 道
徳」（以下 「道徳 科」とい う。）とし て位置 付け た。

３

４

道徳教育の目標
「第１章 総則」の 「第１ 中学校教育 の基本 と教育課 程の役割」 の２の （２）
「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 ，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 とすること 」
。

道徳科の目標

「第３章 特別の 教科 道 徳」の 「 第１ 目標」
第１章総則 の第１ の２ 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 。
(1) 道徳 教育の目 標と道 徳科の目標 を各々 の役割と 関連性を明 確にす るため，道徳科の目 標を「よ りよく 生き
るための基 盤とな る道徳性 を養う」と した。
(2) 従来 の道徳の 時間の「道徳 的価値の 自覚及 び そ れに基づい た人間 の 生き方 についての 自覚を 深め 」⇒「道
徳的諸価値 につい ての理解 を基に ，自己 を見つめ，物 事を多面的・多角的に 考え ，人間の生き 方につい ての
考えを深め る学習 」と改め た。
(3) 従来 の「道徳 的実践 力を育成す る」 ⇒ 「道徳的 な判断力， 心情， 実践意欲 と態度を育 てる」 と改めた 。

５

道徳科の内容
内容項目の まとま りを示し ていた視点 につい ては ，４ つの視点に よって 内容項目 を構成して 示すと いう考え
方は従前ど おり で あるが， 生徒にとっ ての対 象の広が りに即して 以下の ように整 理した。
１⇒Ａ 主 として自 分自身 に関するこ と
［自主，自 律，自 由と責任 ］［節度， 節制］ ［ 向上心 ，個性の伸 長］［ 希望と勇 気， 克己と 強い意 思 ］
［真理の探 究，創 造］
２⇒Ｂ 主 として人 との関 わりに関す ること
［思いやり ，感謝 ］［礼儀 ］［友情， 信頼］ ［相互理 解，寛容］
４⇒Ｃ 主 として集 団や社 会との関わ りに関 すること
［遵法精神 ，公徳 心 ］［ 公 正，公平 ，社会正 義］［ 社 会参画，公共の精 神 ］［ 勤 労］［家 族愛，家庭生活
の充実］［ よりよ い学校生 活，集団生 活の充 実］［ 郷 土の伝統と 文化の 尊重， 郷 土を愛する 態度］
［我が国の 伝統と 文化の 尊 重，国を愛 する態 度］［国 際理解，国 際 貢献 ］
３⇒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］［ 自然愛護 ］［感動， 畏敬の 念］［よ りよく生き る喜び ］

６

指導計画の作成と内容の取扱い
「第３章 特別の教 科 道徳 」の「第３ 指導計 画の作 成と内容の 取扱い 」の１
各学校にお いては ，道徳 教 育の全体計 画に基 づき，各 教科，総 合的な学 習の時 間 及び特別活 動との 関連
を考慮しな がら，道徳科の 年間指導計 画を作 成するも のとする。なお，作成に 当 たっては，第２に 示す各
学年段階の 内容項 目につい て，相当す る各学 年におい て全て取り 上げる こととす る。その際 ，生徒 や学校
の実態に応 じ，３ 学年間 を 見通した重 点的な 指導や内 容項目間の 関連を 密にした 指導，一 つの内容 項目を
複数の時間 で扱う 指導を取 り入れるな どの工 夫を行う ものとする 。

(1) 年間 指導計画 作成上 の創意工夫 と留意 点 。
① 主題の 設定と 配列を工 夫する
② 計画的 ，発展 的な指導 ができるよ うに工 夫する
③ 重点的 な指導 ができる ように工夫 する
④ 各教科 等，体 験活動等 との関連的 指導を 工夫する

⑤ 複数時 間の関 連を図っ た指導を取 り入れ る
⑥ 計画の 弾力的 な取扱い について配 慮する
⑦ 年間指 導計画 の評価と 改善を計画 的に行 うように する
(2) 道徳 科におけ る指導 の基本方針
各教科，総合的 な学習の 時 間及び特別 活動に おける道 徳教育と 密 接な関 連を図り ながら，年間指 導計画に
基づき，生 徒や学 級の実態 に即して適 切な指 導を展開 しなければ ならな い。
(3) 道徳 科の特質 を生か した学習 指 導の展 開
道徳科の指 導にお いては ，生徒一人一 人が道 徳的価値 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 ，人間 と しての 生き 方につ いての考 えを深める ことで 道徳性を 養うという 特質を 十分に考
慮し，それに 応じた 学習指 導課程や指 導方法 を工夫す ることが大 切であ る。それ とともに，生 徒が自 らのよ
さや成長を 実感で きるよう に工夫する ことが 求められ る。
(4) 道徳 科の特質 を生か した計画的 ・発展 的指導
これまで目 標に示 していた 各教科等と の密接 な関連及 び補充，深 化，統合 に関す る事項を，指導の配 慮事
項に移行し ，分か りやすい 記述に改め た。
「第３章 特別の教 科 道徳 」の「第３ 指導計 画の作 成と内容の 取扱い 」の２
(２)道徳科 が学校 の教育活 動全体を通 じて行 う道徳教 育の要とし ての役 割を果た すことがで きるよ う，計
画的・発展 的な指 導を行う こと。特に ，各教 科，総 合 的な学習の 時間及 び特別活 動における 道徳教 育とし
ては取り扱 う機会 が十分で ない内容項 目に関 わる指導 を補うこと や，生徒や学 校 の実態等を 踏まえ て指導
をより一層 深め る こと，内 容項目の相 互の関 連を捉え 直したり発 展させ たりする ことに留意 するこ と。
(5)

情報 モラル と現代的 な課題に対 する指 導
指導上の配 慮事項 として，情報モラル に加え て社会の 持続可能な 発展な どの現代 的な課題の 取扱い を例示
し，取り上 げる際 の配慮事 項を明記し た 。
① 情報モ ラルに 関する指 導
ア 情報モ ラルと 道徳の内 容 （情報社 会の倫 理，法の 理解と遵守 等）
イ 情報モ ラルへ の配慮と 道徳科 （創 意ある 多様な工 夫）
② 現代的 な課題 の扱い
現代社会を 生きる 上での課 題を扱う場 合には，問 題解 決的な学習 を行っ たり話合 いを深めた りする など
の指導方法 を工夫 し，課 題 を自分との 関係で 捉え，そ の解 決に向 けて考 え続けよ うとする意 欲や態 度を育
てることが 大切で ある
(6) 教材 の開発 と活用の 創意工夫
① 道徳科 に生か す多様な 教材の開発 （柔軟 な発想を もち，教材 を広く 求める姿 勢）
② 多様な 教材を 活用した 創意工夫あ る指導 （地域教 材の開発や 活用）
(7) 道徳 に生かす 教材（ 教材の具備 する要 件）
① 生徒の 発達の 段階に即 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 藤等の心の 揺れ，人間 関係 の理解等の 課題も 含め，生
徒が深く考 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 見方や 考え方の できる事柄 を取り 扱う場合 には，特定 の見方や 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
＊ 教科用 図書以 外の教材 を使用する に当た っては ，
「 学校におけ る補助 教材の適 正な取扱い につい て」（ 平
成２７年３ 月４日 付け文部 科学省初等 中等教 育局長通 知 ）など ，関 連する法 規等 の趣旨を十 分に理 解した
上で適切に 使用す る ことが 重要である 。

７

道徳科の評価
(1)

道 徳科にお ける評 価の意義

「第３章 特別の教 科 道徳 」の「第３ 指導計 画の作 成と内容の 取扱い 」の４
生徒の学習 状況や 道徳性に 係る成長の 様子を 継続的に 把握し，指 導に生 かすよう 努める必要 がある。
ただし，数 値など による評 価は行わな いもの とする。
①

道 徳教育 における 評価の意義
他者と の比較 ではなく 生徒一人一 人のも つよい点 や可能性な どの多 様な側面 ，進歩の様子 などを 把握し，
年間や学期 にわた って 生徒 がどれだけ 成長し たかとい う視点を大 切にす ることが 重要である として いる。
② 道徳科 におけ る評価の 意義
生徒の 学習状 況や道 徳性 に係る成 長の様 子を様 々な 方法で捉 えて， 個々の 生徒 の成長を 促すと ともに ，
それによっ て自ら の指導を 評価し，改 善に努 めること が大切であ る。
(2) 道徳 科におけ る生徒 の学習状況 及び成 長の様子 についての 評価
道徳科においては，生徒自身が，真正面から自分のこととして道徳的価値に多面的・多角的に向き合うこと
が重要である。また，道徳科における学習状況や道徳性に係る成長の様子の把握は，生徒の人格そのものに働
きかけ，道徳性を養うという道徳科の目標に照らし，生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め，励
ます観点から行うものであり，個人内評価であるとの趣旨がより強く要請されるものである。

