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は じ め に 

 

 本調査「全国の大学・短大における教職科目（道徳の指導法）に関する調査」は、東京学芸大学

が特別研究経費により進める事業「地域・学校と連携した『総合的道徳教育プログラム』の開発」

の一環として行ったものである。 

 「総合的道徳教育プログラム」の開発は、改善・充実の方向が打ち出された新しい教育課程にお

ける道徳教育の趣旨を大学における教員養成に反映させるとともに、各学校における道徳教育の充

実に資することなどを目的として平成２１年度よりの継続事業として開始されている。そこでは、

以下のような成果を出すことを具体的な目標としている。 

① 近隣市の教育委員会等と連携して、学校現場の道徳教育推進教員となる人材の養成・研修プ

ログラムを開発する。 

② 本学の各教室や附属学校教員及び地域学校教員等が参加して、汎用性の高い魅力ある道徳教

育教材を開発する。 

③ 本学や近隣の小・中学校及び附属学校等を拠点校とし、地方自治体・ロータリークラブや農

業従事者等をステークホルダーとして、道徳教育に効果的な体験学習プログラムを構築する。 

 現在、青少年の規範意識の不十分さなどが指摘される一方で、教育活動全体で進める道徳教育や

その要としての役割を担う道徳の時間の実施状況は必ずしも芳しいものとはいえない。そのような

中で、道徳教育の推進リーダーとなる教師の養成・研修体制の確立、発達段階を考慮した魅力ある

道徳教育教材の開発、さらには心をはぐくむ体験学習プログラムの開発は、今、強く求められてい

るものであると考える。 

 これらの目標を達成するために、本学では、本プログラムの推進本部を設置し、活動の方向付け

や連携の拡充を担う「総合的道徳教育プログラム開発協議会」を発足させるとともに、次の３つの

プロジェクトを設定し、事業を推進することとしている。 

 ◇第１プロジェクト：道徳教育推進教員の養成・研修プログラム開発プロジェクト 

 ◇第２プロジェクト：魅力ある道徳教育教材開発プロジェクト 

 ◇第３プロジェクト：道徳教育のための体験学習プログラム開発プロジェクト 

 本調査は、主としてこの中の第１プロジェクトの推進のための基礎的な研究として実施したもの

である。具体的には、大学における教職課程科目「道徳の指導法」（本学における「道徳教育の研

究」）について、全国の教員養成課程をもつ大学等での実施状況、またその授業の実態やそこで見

られる多彩な創意工夫及び課題等を広く把握することを目的とした。そのことが大学における「道

徳の指導法」及びその関連科目の一層の改善・充実、さらには大学の教員養成のみならず各学校に

おける教員研修の改善・充実への示唆を与えるものになると考えたからである。 

 本調査の回答にご協力いただいた大学や短期大学の関係各位に深く御礼申し上げるとともに、各

大学等においても、本調査の結果を「道徳の指導法」にあたる科目の改善、さらには教職課程全体

の改善に資する資料として活用していただければ幸いである。 
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調 査 に あ た っ て 

 

■本調査の背景 

現在、子どもの心の成長にかかわる環境の変化や、家庭や地域社会の教育力の低下等の課題が見ら

れる中、自尊感情の不安定化、生命尊重の心の希薄化、人間関係形成力や規範意識の低下など、子ど

もの心の活力が弱っている傾向が指摘されている。例えば、いじめや不良行為の増加が指摘さている

（平成 21年版「青少年白書」）のは、その深刻な実態を物語る一つの指標である。このことからも、

子どもが健全で豊かな社会生活を営み、人間らしく生きる力としての道徳性を養うことは、その重要

性を一層増していると考えられる。 

そのような中、平成 18年 12月、改正教育基本法が公布され、それに伴い学校教育法の一部改正が

行われた。さらに、その法改正の趣旨を踏まえ、新しい学習指導要領が公示され、道徳教育について

も一層の改善・充実が図られた。 

例えば、小・中学校段階において、「学校における道徳教育は、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」と規定し、「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いう。」）を中心に、全教師が道徳教育を展開する」ための計画作成等を明

示した。高等学校における学習指導要領においても、道徳教育の全体計画の作成を必須化することが

示され、幼稚園教育要領では「道徳性の芽生え」を培うことへの配慮とともに、さらに集団生活での

「規範意識の芽生え」を培うことまで明記された。このように、幼児期から高等学校段階までの道徳

教育を発展的に充実させていくことが今までにもまして重視されている。 

このような道徳教育の改善・充実の方向が示されたことは、各学校における道徳教育の取組の現状

において、その実施上の課題がそれだけ大きいことも物語っている。実際に、特に中学校段階におけ

る道徳の時間の実施時数は標準時数を下回り、小学校低学年段階から中学校段階に上がれば上がるほ

ど、道徳の時間が楽しいと感じる子どもが減少する傾向が把握されている（文部科学省「道徳教育推

進状況調査」平成 15年）。 

 

■本調査までの経緯等 

この課題は、現職教員の研修のみならず、教員養成段階における教職に関する科目「道徳の指導法」

の実施上の課題にも大きくかかわっていると言わなくてはならない。「道徳の指導法」の授業につい

ては、その効果的な実施が見られる一方で、課題のある事例もあるのではないかとの声も聞かれてい

る。文部科学省において、平成 16・17 年度に委嘱研究事業「道徳教育の充実のための教員養成学部

等との連携研究事業」が実施されたのは、そのような課題意識に基づいている。この事業では、大学

と教育委員会の連携研究が全国の 12 箇所において推進されたが、本学においても、東京都教育委員

会及び青山学院大学との連携研究を進め、相互の連携の在り方についていくつかの提案を得た。その

中では、都内の初任者教員に対する調査も行い、大学の教員養成課程で学んだことが初任者教員にど

のように役立っているかを明らかにし、教員養成段階における「道徳の指導法」の在り方やその改善

への示唆も得ることができた。 

さらに、本学では、平成 19・20 年度に、本学が独自に推進する教育改善推進費（トップマネジメ

ント経費）「特別開発研究プロジェクト」として「道徳に関する諸科学の成果を生かした『道徳の指

導法』に関する研究」を推進し、研究報告を得ている。 

なお、これまでに「道徳の指導法」にあたる科目の実施実態に関しては、大学における設置状況を
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中心として明らかにした研究がある（藤永,2000）。しかし、その後、教職課程を持つ大学数が２倍

以上に増えており、再度調査をすることは大きな意義があると考えられる。また、当該科目を担当す

る全国の大学教員については、これまでに調査対象にされたことがなく、シラバスの量的な研究も、

試みたものが見られない。 

 

■本調査の目的 

 このことから、「総合的道徳教育プログラム」の開発を推進するに際して、各大学や短期大学にお

ける「道徳の指導法」の実施実態を把握することが重要であると考えた。そこで、以上を明らかにす

るために、以下に示す６つの調査が組まれた。 

 調査１「「道徳の指導法」にあたる科目の設置状況に関する調査」では、当該科目の教務または学

務担当者を対象とし、大学における当該科目の設置状況について明らかにする。 

 調査２「「道徳の指導法」にあたる科目の講義実態に関する調査」では、当該科目担当教員を対象

とし、大学における当該科目の講義状況について明らかにする。 

 調査３「「道徳の指導法」にあたる科目を担当する大学教員の意識調査」では、当該科目担当教員

を対象とし、当該科目に対する教員の意識を明らかにする。 

 調査４「「道徳の指導法」にあたる科目の設置状況・講義実態に関する調査」では、当該科目に関

連する設置状況・講義実態について、当該科目と関連するほかの科目を設置する大学と設置しない大

学を比較検討する。 

 調査５「「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスについての内容分析」では、シラバスの記載内

容について、統計的に明らかにする。 

 調査６「「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスの分析：授業内容及び構成に関して」では、各

シラバスの授業回数 15回分の授業内容とその構成について明らかにする。 

 

■調査票の作成と調査の実施 

 次に、これらの目的に示す内容を明らかにするための調査計画を立て、質問紙調査を実施した。調

査票は、「道徳の指導法」にあたる科目の教務または学務等の担当課宛（教務用調査票）と、授業を

担当する教員宛（教員用調査票）の２種類を、それぞれＡ３、１枚に収まる分量で作成した。その調

査内容の設定に際しては、「道徳の指導法」を担当する次の大学教員７名を対象として予備調査を実

施するとともに、その内容に対する具体的な意見を求めた。氏名を記して感謝の意を表したい。 

    堺 正之（福岡教育大学教授）     島 恒生（畿央大学教授） 

    田沼茂紀（國學院大學教授）      土田雄一（千葉大学准教授） 

    長谷 徹（東京家政学院大学教授）   藤永芳純（大阪教育大学教授） 

    柳沼良太（岐阜大学准教授）        ※以上 50音順（役職名は依頼時） 

このようにして作成した調査票を教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の教務または学務等

の担当課及び授業を担当する教員宛に郵送し、調査を実施した。以下の各節において調査１～調査６

の各調査の目的、方法及び結果について示すこととする。 

なお、本調査の企画及び推進には推進本部の永田繁雄（教員養成カリキュラム開発研究センター）、

藤澤文（特任講師）が中心になってあたり、統計分析は主に藤澤文が担当した。 

（永田繁雄・藤澤文） 
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調査１：「道徳の指導法」にあたる科目の大学における設置状況に関する調査 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目の大学における設置状況を明らかにする。 

 

方法 

■調査協力者 

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の「道徳の指導法」の教

務または学務等の担当課が対象であった。小学校あるいは中学校の教員養成課程を持つ大学の抽出に

あたっては、文部科学省の小学校・中学校教職課程のある大学リストに従い、最終的には 648校が対

象とされた。  

 

■調査時期 

平成 21年 7月 17日に調査票が一斉に郵送された。平成 21年 8月 10日を調査票返送の締め切り

とし、平成 21年 9月末までの調査票返送分が分析対象とされた1。 

以上の回収結果は Table1 に示されるとおりである。調査票の回収率は、国立四年制大学が 72.0％

（54 大学）、公立四年制大学が 51.28％（20 大学）、公立短期大学が 71.43％（5 大学）、私立四年制

大学が 58.07％（241大学）、私立短期大学が 43.75％（49大学）であり2、総計 369大学から回答が

得られた。全体の回収率は 56.94％であった。 

 

Table1：調査票の回収率 

 
大学数 返却大学数 回収率（％） 

国立四年制 75 54 72.00 

公立四年制 39 20 51.28 

公立短期大学 7 5 71.43 

私立四年制 415 241 58.07 

私立短期大学 112 49 43.75 

合計 648 369 56.94 

 

■調査手続き  

大学の教務または学務等の担当課宛に調査票が発送された。教務用調査票（A3、1 枚）・挨拶状が

各々1 部および返送用切手付き封筒 1 部が同封された。すべての調査票には ID が振られていた。可

能であれば、調査票返送時に「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスを同封するよう求められた。

また、希望者には本研究の結果のフィードバック（報告書）を送付する旨が伝えられると同時に、返

信用あて名シールを返送するよう求められた。 

 

■調査内容 

調査内容を設定するに先立ち、「道徳の指導法」を担当とする大学教員 7名（国立四年制大学 4名、

私立四年制大学 3名）を対象として、予備調査が実施された。予備調査の調査内容は藤永（2000）を

                                                   
1 平成 21年度 10月以降には 2通返信があった。これらは回収率の算出には加えられたが以後の分析からは除外された。 

2 国立短期大学は教員養成課程を持たないため、回収率は算出されない。 
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参考として作成された。 

予備調査を踏まえて、調査内容は、回答者の属性、大学種、課程認定を受けている免許状、主免許

状にかかる教育実習の時期、シラバス公開の有無、当該科目設置の有無、当該科目の科目名、当該科

目の専任教員の有無、当該科目を専門とする講座組織の有無、免許状別の当該科目設置の有無、当該

科目に関連する他の科目の設置の有無、当該科目の対象学年、当該科目の指導対象、当該科目の開講

期間、当該科目の単位認定数、当該科目の担当教員数、当該科目のクラス数、当該科目の一クラスあ

たりの受講者数であった。 

 

■得点化・コード化 

□回答者の属性：職員（教務担当）、教員（教務担当）、教員（授業担当）、そのほか 

□大学種：国立四年制、公立四年制、私立四年制、国立短期、公立短期、私立短期 

□課程認定を受けている免許状：小学校 1種、小学校 2種、小学校専修、中学校 1種、中学校 2種、

中学校専修 

□主免許状にかかる教育実習の時期：学年（1年生、2 年生、3年生、4 年生）、対象（小学校、中

学校）、実施時期（前期、後期） 

□シラバス公開の有無：公開、非公開 

□当該科目設置の有無：あり、なし 

□当該科目の科目名：自由記述 

□当該科目の専任教員の有無：あり、なし 

□当該科目を専門とする講座組織の有無：あり、なし 

□免許状別の当該科目設置の有無：あり、なし 

□当該科目に関連する他の科目の設置の有無：あり、なし、そのほか（自由記述） 

□当該科目の対象学年：1年生、2年生、3年生、4年生 

□当該科目の指導対象：小学校課程、中学校課程 

□当該科目の開講期間：前期、後期、通年、集中 

□当該科目の単位認定数：2単位、4単位、そのほか（自由記述） 

□当該科目の担当教員数：常勤、非常勤、そのほか（自由記述） 

□当該科目のクラス数：自由記述 

□当該科目の一クラスあたりの受講者数 

「回答者の属性」、「当該科目の科目名」、「当該科目に関連する他の科目の設置の有無」に関する自

由記述部分については回答された通りに分析に使用された。 

「当該科目の担当教員数」、「当該科目のクラス数」、「当該科目の一クラスあたりの受講者数」に関

して、回答された数字通りに分析に使用された。 
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結果 

分析に先立ち、当該科目の設置の有無を検討した結果、367 大学において当該科目を設置している

ことが示された。以下では、367大学を分析対象とする。 

以下に、調査項目の基本統計を示す。 

 

■調査票回答者の属性 

調査票回答者の属性に関して、大学数を Figure1に示した。 

 

 

■学校別の課程認定を受けている免許状 

小学校の課程認定を受けている四年制大学・短期大学の大学数と割合を免許状別に Table2 に示し

た。中学校の課程認定を受けている四年制大学・短期大学の大学数と割合を免許状別に Table3 に示

した。 

 

Table2：課程認定を受けている免許状の種類（小学校） 

 
一種 二種 専修 

 
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ 

あり 117 32.1 32 8.7 64 17.4 

なし 250 67.9 335 91.3 303 82.6 

 

Table3：課程認定を受けている免許状の種類（中学校） 

 
一種 二種 専修 

 
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ 

あり 309 84.0 70 19.0 193 52.4 

なし 58 16.0 297 81.0 174 47.6 
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教員（授業担当） 

教員（教務担当） 

職員（教務担当） 

（大学） 
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答
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Figure1:回答者の属性 
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■主免許状にかかる教育実習の時期（学年、対象学年、実施時期） 

教育実習の実施時期について、学年および対象学年別に示した。小学校課程を持つ四年制大学に関

して対象学年×実施時期（前期・後期）を Figure2に示した。小学校課程を持つ短期大学に関して対

象学年×実施時期（前期・後期）を Figure3に示した。中学校課程を持つ四年制大学に関して対象学

年×実施時期（前期・後期）を Figure4に示した。中学校課程を持つ短期大学に関して対象学年×実

施時期（前期・後期）を Figure5に示した。 

 

小学校課程 

四年制大学 短期大学 

 

中学校課程 

四年制大学 短期大学 
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Figure3:主免許状にかかる教育実習の時期 
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Figure4:主免許状にかかる教育実習の時期 
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Figure5:主免許状にかかる教育実習の時期 
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■シラバス公開の有無 

当該科目のシラバスの学外公開の有無に関して大学数を Figure6に示した。 

 

■当該科目の科目名 

当該科目の科目名に関して大学数を Table4に示した。 

 

Table4：「道徳の指導法」にあたる科目の実際の科目名（ｎ＝360，複数回答） 

 
ｎ 

道徳教育の研究 188 

道徳教育論 62 

道徳教育研究 22 

道徳教育 20 

道徳の指導法 14 

道徳指導法 10 

道徳教育の指導法 9 

道徳教育指導法 9 

道徳教育指導論 9 

道徳教育の理論と実践 7 

道徳教育の理論と方法 6 

道徳指導論 3 

道徳教育実践指導論 1 

道徳教育の研究指導法 1 

道徳教育概論 1 

道徳教育要説 1 

教育コミュニケーション研究Ⅰ（道徳） 1 

生活指導論（道徳） 1 

教育と規律の歴史人類学 1 

道徳と価値の教育 1 

道徳の歴史と方法 1 

道徳教育・特別活動 1 

道徳教育の研究理論と方法 1 

道徳教育の研究 300 1 

教育と倫理 1 

道徳同和教育論 1 

道徳教育の理論方法 1 

子どもと道徳 1 

道徳教育の理論と方法 P 1 

注）小学校課程、中学校課程でⅠ・Ⅱ、あるいは A・Bなどと区別している大学がある。 
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■当該科目の専任教員の有無 

当該科目の専任教員の有無に関して大学数を Figure7に示した。 

 

■当該科目を専門とする講座組織の有無 

当該科目を専門とする講座組織の有無に関して大学数を Figure8に示した。 

 

■免許状別の当該科目設置の有無 

免許状別の当該科目の設置の有無に関して大学数を Figure9に示した。 

 

■「道徳」関連の他の科目の設置の有無 

「道徳」関連の「道徳の指導法」以外の科目の設置の有無に関して大学数を Figure10に示した。 
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11 

■当該科目の開講期間・対象学年・対象課程 

当該科目の開講時期を、対象学年、講義対象課程別に示した。小学校課程を持つ四年制大学に関し

て対象学年×実施時期（前期・後期）を Figure11 に示した。小学校課程を持つ短期大学に関して対

象学年×実施時期（前期・後期）を Figure12 に示した。中学校課程を持つ四年制大学に関して対象

学年×実施時期（前期・後期）を Figure13 に示した。中学校課程を持つ短期大学に関して対象学年

×実施時期（前期・後期）を Figure14に示した。 
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Figure11:当該科目の対象学年・開講時期 
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■当該科目の単位認定数 

当該科目の認定単位数に関して大学数を Figure15に示した。 

 

■当該科目の担当教員数 

1大学あたりの当該科目の担当常勤教員数について Figure16に示した。1大学あたりの当該科目の

非常勤担当教員数について Figure17に示した。 
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Figure15:当該科目の認定単位数（ｎ＝367） 
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Figure17:当該科目の非常勤担当教員数(ｎ＝367) 

 

1 

3 

13 

41 

182 

127 

0 50 100 150 200 

無回答 

4人 

3人 

2人 

1人 

0人 

常
勤
教
員
数 

Figure16：当該科目の常勤担当教員数（ｎ＝367） 

（大学） 



13 

■当該科目の開講期間 

当該科目の開講期間に関して、大学数を Figure18に示した。 

 

■当該科目のクラス数 

1大学あたりの当該科目のクラス設置数に関して大学数を Figure19に示した。 

 

■当該科目の一クラスあたりの受講者数 

当該科目の一クラスあたりの受講者数を Figure20に示した。 

注）大学内に当該科目のクラス数が 1つである場合、無回答に含まれていることがある。  
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Figure19:当該科目のクラス数（ｎ＝367） 
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Figure18:当該科目の開講期間（ｎ＝367） 
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まとめ 

調査 1では、全国の教職課程を持つ四年制大学・短期大学の「道徳の指導法」にあたる科目の教務

あるいは学務担当者を対象として、質問紙調査（郵送法）が行われた（回収率：56.94％、367大学）。

調査内容は当該科目に関する大学における設置状況であった。 

その結果、教職課程科目「道徳の指導法」にあたる科目として、半数以上の大学において「道徳教

育の研究」という科目名が使用され（188大学）、続いて「道徳教育論」（62大学）という科目名が使

用されていた。また、半数の大学において当該科目の専任教員がいること（175 大学）、24 大学にお

いて「道徳」を専門とする組織講座が置かれていることが明らかとされた。そして、24大学において、

「道徳」関連の他の関連科目が設置されていることが示された。 

さらに、171 大学において免許状別に当該科目を設置していないこと、当該科目の開講時期は、四

年制大学では 2年生の前期・後期で開講されている場合が最も多いこと、短期大学では 1年生の後期、

2 年制の前期で開講されている場合が多いことが示された。当該科目は、半数の大学（175 大学）に

おいて 1クラスのみの設置であることが示された。 

 

（藤澤文・永田繁雄） 
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調査２：教員を対象とした「道徳の指導法」にあたる科目の講義実態に関する調査 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目の講義実施状況について明らかにする。 

 

方法 

■調査協力者  

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の「道徳の指導法」を担

当する教員が対象であった。小学校あるいは中学校の教員養成課程を持つ大学の抽出にあたっては、

文部科学省の小学校・中学校教職課程のある大学リストに従い、648校が抽出された。  

 

■調査時期 

平成 21年 7月 17日に調査票が一斉に郵送された。平成 21年 8月 10日を調査票返送の締め切り

とし、平成 21年 9月末までの調査票返送分が分析対象とされた1。 

以上の回収結果は Table1に示されるとおりである。調査票の回収率は、国立四年制大学が 60.00％

（45大学）・67名、公立四年制大学が 38.46％（15大学）・17名、公立短期大学が 71.43％（5大学）・

5名、私立四年制大学が 46.75％（194大学）・236名、私立短期大学が 35.71％（40大学）・41名で

あり2、全体の回収率は 46.14％、総計 299大学から回答が得られた。また、一つの大学に当該科目担

当者が複数存在するという理由から、299大学の総計 366名の教員から回答が得られた。 

 

Table1：調査票の回収率 

 
大学数 返却大学数 延べ返却人数 回収率(返却大学/大学)（％） 

国立四年制 75 45 67 60.00 

公立四年制 39 15 17 38.46 

公立短期大学 7 5 5 71.43 

私立四年制 415 194 236 46.75 

私立短期大学 112 40 41 35.71 

合計 648 299 366 46.14 

 

■調査手続き 

大学の教務課あるいは学務課宛に調査票が発送された。教員用調査票（A3、1枚）・挨拶状が各々5

部および返送用切手付き封筒 5部が同封された。調査票には IDが振られていた。可能であれば、調

査票返送時に自身のシラバス、教材等を同封するよう求められた。また、希望者には本研究の結果の

フィードバック（報告書）を送付する旨が伝えられると同時に、返信用あて名シールを返送するよう

求められた。 

 

■調査内容 

調査内容を設定するに先立ち、「道徳の指導法」を担当とする大学教員 7名（国立四年制大学 4名、

私立四年制大学 3名）を対象として、予備調査が実施された。予備調査の調査内容は藤永（2000）を参

                                                   
1 平成 21年度 10月以降には 3通返信があった。これらは回収率の算出には加えられたが以後の分析からは除外された。 

2 国立短期大学は教員養成課程を持たないため、回収率は算出されない。 
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考として作成された。 

調査内容は、回答者の属性、性別、年齢層、講義担当者の専門分野、講義担当者の小・中学校での

教職経験、当該講義が対象とする課程、講義中に使用したテキスト・教材、授業形態、講義の成績評

価方法、講義に関する都道府県または区市町村教育委員会との連携、講義中に触れた授業内容、今後

講義中に触れたい授業内容であった。 

 

■得点化・コード化 

□回答者の属性：専任講師、非常勤講師 

□性別：男性、女性 

□年齢層：30歳以下、31歳～35歳、36歳～40歳、41歳～45歳、46歳～50歳、51歳～55歳、

56歳～60歳、61歳～65歳、66歳以上に割り当てられた。 

□講義担当者の専門分野：自由記述で求めた。専門性を複数挙げている人は最初に挙げているものを専門

分野とみなした。筆頭専門分野を集計し（Table2）、ｎ＝7 以上に該当する専門分野（教育哲学、教育学、

道徳教育、倫理学、教育史、教育法法学、教育心理学、哲学、教育社会学、社会科教育、日本教育史、学

校教育学、教育思想、数学教育）を以後の分析（最適尺度法・多重応答分析）に用いられた。 

□講義担当者の小・中学校での教職経験：あり、なし 

□当該講義が対象とする課程：小学校課程のみ、中学校課程のみ、小学校・中学校課程 

□講義中に使用したテキスト・教材：あり、なし 

□授業形態：講義、小集団による演習、学習指導案の作成、授業視聴、模擬授業、授業参観、小・

中学校の教員による講話の 7項目の各々について有無を回答した。そのほかにある場合は、自由記述

で回答を求めた。 

□成績評価方法：出席状況、レポート、実技、テストの 4項目の各々について有無を回答した。そ

のほかにある場合は、自由記述で回答を求めた。 

□講義に関する都道府県または区市町村教育委員会との連携：あり、なし 「ある」と回答した人

のみ、具体的内容を自由記述で求めた。 

□講義中に触れた授業内容：道徳教育の意義、道徳教育や道徳の時間の目標、道徳の内容項目、道

徳教育の全体計画・道徳の時間の年間指導計画、道徳の学習指導案、道徳授業の指導理論、道徳資料

論、心のノート、各教科における道徳教育、特別活動・体験活動、人権教育、生徒指導と道徳教育、

家庭や地域との連携、道徳教育における評価、道徳教育の哲学・倫理思想、道徳性心理学、道徳性の

発達（子どものこころの発達）、戦前の道徳教育の歴史、戦後の道徳教育の歴史、外国の道徳教育の

20 項目の各々について、4 件法で回答が割り当てられた。（触れていない、ほとんど触れていない、

やや触れた、触れた）。 

□今後講義中に触れたい授業内容：講義中に触れた内容と同様の 20 項目の各々について、4 件法

で回答が割り当てられた（思わない、あまり思わない、やや思う、思う）。 
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結果 

■回答者の属性 

調査票回答者（講義者）の属性に関して人数を Figure1に示した。 

 

■講義者の性別 

講義者（調査票回答者）の性別に関して人数を Figure2に示した。 

 

■講義者の年齢層 

講義者（調査票回答者）の年齢層に関して人数を Figure3に示した。 
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Figure1：回答者の属性（ｎ＝363） 
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Figure2：講義者の性別（ｎ＝363） 
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Figure3：講義者の年齢層（ｎ＝363） 
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■講義者の専門分野 

講義者（調査票回答者）の専門分野に関して人数と割合を Table2に示した。 

 

Table2：講義者の専門分野（ｎ＝363） 

 

 

ｎ ％ 

教育哲学 62 17.1 
教育学 45 12.4 
道徳教育 37 10.2 
倫理学 22 6.1 

教育史 20 5.5 
教育方法学 17 4.7 
教育心理学 11 3.0 
哲学 11 3.0 

教育社会学 9 2.5 
社会科教育 8 2.2 
日本教育史 8 2.2 

学校教育学 7 1.9 
教育思想 7 1.9 
数学教育 7 1.9 
教育行政学 6 1.7 

教科・領域教育 6 1.7 
教師論 6 1.7 
宗教学 6 1.7 

生徒指導 5 1.4 
教育人間学 4 1.1 
教育原理 3 0.8 

教育工学 3 0.8 
特別支援教育 3 0.8 
発達心理学 3 0.8 
理科教育 3 0.8 

ジェンダー教育 2 0.6 
音楽科教育（美術教育） 2 0.6 
学校教育・学 2 0.6 

教育制度 2 0.6 
国語教育 2 0.6 
生涯教育・学（社会教育学） 2 0.6 
美術 2 0.6 

カウンセリング 1 0.3 
カリキュラム開発 1 0.3 
キャリア教育 1 0.3 

英語教育 1 0.3 
学校心理学 1 0.3 
教育課程論 1 0.3 
教育法 1 0.3 

刑事法 1 0.3 
高等教育 1 0.3 
国際教育 1 0.3 

児童学 1 0.3 
社会学 1 0.3 
初等教育学 1 0.3 

造形教育 1 0.3 
中国哲学 1 0.3 
土木工学 1 0.3 
特別活動 1 0.3 

認知心理学 1 0.3 
比較教育学 1 0.3 
臨床教育学 1 0.3 

その他 10 2.8 
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■講義担当者の小・中学校での教職経験 

講義担当者（調査票回答者）の小・中学校での教職経験の有無に関して人数を Figure4に示した。 

 

■当該講義が対象とする課程 

当該講義が対象とする課程に関して人数を Figure5に示した。 

 

■講義におけるテキスト使用の有無 

当該科目の講義におけるテキストの使用の有無に関して人数を Figure6に示した。 

 

■講義におけるテキスト以外の主な教材使用の有無 

当該科目の講義におけるテキスト以外の主な教材使用の有無に関して人数を Figure7に示した。 
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Figure4：講義担当者の小・中学校での教職経験（ｎ＝363） 
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Figure5：当該講義が対象とする課程（ｎ＝363） 
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Figure6：講義中に使用したテキスト（ｎ＝363） 
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Figure7：テキスト以外の教材使用の有無（ｎ＝363） 
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■授業形態 

授業形態に関する、講義、小集団による演習、学習指導案の作成、授業視聴（ビデオ等による）、

模擬授業、授業参観、小・中学校の教員による講話、その他の授業形態の 8項目の各々について実施

の有無の割合を Figure8 に示した。また、その他の授業形態の具体的内容と人数については Table3

に示した。 

おおむねの教員（98.9％）が「講義」を実施しており、半数以上の教員（67.8％）が「学習指導案

の作成」を実施していた。また、4 割ほどの教員が「小集団による演習」、「授業視聴」、「模擬授業」

を実施していた。「現役教員の講話」、「その他の授業形態」を実施していたのは 1 割程度の教員であ

った。 
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Figure8：各授業形態の実施の有無（ｎ＝363） 

あり なし 無回答 
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Table3：その他の授業形態の具体的内容（ｎ＝53，複数回答） 

その他の授業形態 ｎ 

討論・ディベート・ディスカッション・対話・問答・新聞記事の検討 15 

映像視聴（DVD，ビデオ） 6 

資料や教材制作・開発 4 

プレゼンテーション・発表 3 

小レポート 3 

読み物・絵本・歌 2 

アクティビティ・ワークショップ 2 

フィールドワーク・課外見学 2 

差別体験授業への参加 2 

中学校道徳教育研究会の授業発表会に出席（希望学生のみ） 1 

茶の湯 1 

課題学習 1 

教育実習での授業案 1 

個々の演習 1 

担当教員の体験的事例 1 

授業評価 1 

指導法 1 

ボランティア実践 1 

毎回書かせている小論文をもとに「道徳教育通信」の発行 1 

道徳資料配布 1 

小テスト 1 

教師になるための資質を磨く 1 

学部講師による講話 1 

保護者（PTA)による講話 1 
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■講義者の年齢層・専門分野、授業形式の関係（最適尺度法・多重応答分析） 

最適尺度法・多重応答分析3を用いて、講義者の年齢層、講義者の専門分野、授業形式の関係を検討

した。その結果を Figure9に示した。 

その結果、専門分野別に見ると、社会科教育（専門分野）、道徳教育（専門分野）は小中学校での

教職経験があると回答した人が多かった。教育学（専門分野）は模擬授業、現役教員の講話がないと

回答した人が多かった。教育史（専門分野）、教育哲学（専門分野）は小中学校での教職経験がないと

回答した人が多かった。教育社会学は学習指導案の作成がないと回答した人が多かった。教育方法学

（専門分野）は小集団による演習、模擬授業、授業視聴があると回答した人が多かった。哲学（専門

分野）は小集団による演習、学習指導案の作成、授業視聴がないと回答した人が多かった。教育史（専

門分野）は現役教員の講話があると回答した人が多かった。 

 

 

Figure9：講義者の年齢層・専門分野、授業形式の関係（最適尺度法・多重応答分析） 

注）項目間の距離（近さ）は回答項目の関連の強さを示す。 

  

                                                   
3 最適尺度法・多重応答分析とは質的データを対象とした因子分析である。 
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■成績評価方法 

成績評価方法に関する、「出席状況」、「レポート」、「実技」、「テスト」、「その他の評価方法」の 5

項目の各々について実施の有無の割合を Figure10 に示した。その他の評価方法の具体的な内容、人

数に関して Table4に示した。 

約 8割（80.2％）の教員が「出席状況」を考慮し、続いて、「レポート」（75.8％）、「テスト」（61.4％）

を実施していた。また、2割ほどの教員が「実技」、「その他の評価方法」を考慮していた。 

 

Table4：その他の評価方法の具体的内容（ｎ＝81，複数回答） 

その他の評価方法 ｎ 

学習指導案（指導計画）の作成・提出 45 

模擬授業・模擬授業の準備過程 11 

感想文(感想票)・リアクションペーパー・フィードバック・コミュニケーションカード・小まとめ 11 

学習指導案のプレゼンテーション・発表 8 

課題・小課題・宿題・小レポート 7 

授業中の取り組み姿勢・意欲・態度・熱意・ディスカッション等への参加状況 6 

討論・討議 5 

小テスト 4 

小論文・作文 2 

理解度 1 

予習ノート 1 

模擬授業の相互評価 1 

ボランティア実施報告 1 

道徳ノートの作成 1 

道徳教育の意義についての洞察と呈示 1 

資料作成 1 

授業参観記録の提出 1 

教材提出 1 

課題図書 1 

２コマのうちで講義・演習・評価を一体化 1 

  

 

22.6 

61.4 

15.4 

75.8 

80.2 

76.9 

38.0 

84.0 

23.7 

19.3 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

その他の評価方法 

テスト 

実技 

レポート 

出席状況 

Figure10：各評価方法の実施の有無（ｎ＝363） 

考慮する 考慮しない 無回答 
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■講義者の年齢層・専門分野、成績評価の関係（最適尺度法・多重応答分析） 

最適尺度法・多重応答分析を用いて、講義者の年齢層、講義者の専門分野、成績評価の関係を検討

した。その結果を Figure11に示した。 

その結果、専門分野別に見ると、倫理学（専門分野）はテストがあり、実技、出席状況はないと回

答した人が多かった。道徳教育（専門分野）は小学校課程を対象としている、小中学校での教職経験

があると回答した人が多かった。哲学（専門分野）はレポートがある、小中学校での教職経験がない、

中学校課程を対象としていると回答した人が多かった。教育心理学（専門分野）はテストがない、実

技があると回答した人が多かった。教育学（専門分野）、教育法学（専門分野）は出席状況を挙げてい

る人が多かった。教育社会学（専門分野）、教育哲学（専門分野）は出席状況を挙げていない人が多か

った。 

 

 

Figure11：講義者の年齢層・専門分野、成績評価の関係（最適尺度法・多重応答分析） 

注）項目間の距離（近さ）は回答項目の関連の強さを示す。 
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■講義に関する都道府県・市町村の教育委員会等との連携 

講義に関する都道府県・市町村の教育委員会等との連携の有無に関して、人数を Figure12 に示し

た。連携の具体的な内容に関する自由記述、人数について Table5に示した。 

 

Table5：都道府県・市町村の教育委員会等との連携に関する具体的内容（ｎ＝30，複数回答） 

連携の方法 ｎ 

資料（教材・学校への配布物・記録等）の提供・交換・配布・閲覧等 9 

教育現場の経験者・現職教員による講和・授業・実地的指導・実地指導 4 

公開研究会・公開講座・研究発表への参加 3 

小中学校の授業への参加・授業参観 2 

教員養成実地指導講師による授業（講義）、 1 

「道徳教育ハンドブック」の作成 1 

教育実習事前指導の講師として市教委指導主事を招へいし、道徳授業について指導を依頼 1 

内地留学生に対する指導 1 

県教委 or市教委道徳教育指導主事を過去歴任 1 

学校現場の授業の状況について 1 

総合教育センターとの連携 1 

学生をボランティアとして雇ってもらう 1 

国都区市教育委員会 1 

教育事務所新旧指導主事会教育協議会 1 

市教育センター指導主事の非常勤参加 1 

道徳授業地区公開講座の実施状況 1 

授業実践を参考にする 1 

初任研「道徳」のビデオ記録 1 

資料（教材・学校への配布物・記録等）の提供・交換・配布・閲覧等 9 

教育現場の経験者・現職教員による講和・授業・実地的指導・実地指導 4 

 

  

 

3 

330 

30 

0 50 100 150 200 250 300 350 

無回答 

連携なし 

連携あり 

(人) 

連
携
の
有
無
 

Figure12：講義に関する都道府県または区市町村教育委員会との連携 
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■授業の内容項目 20項目について講義中に触れた程度 

授業の内容項目 20項目の各々に関して講義中に触れた程度を Figure13に示した。 

 

講義中に触れた内容の割合 

 

6割以上の教員が「心のノート」、「道徳性心理学」、「外国の道徳教育」以外の 17授業項目に「触れ

た」、「やや触れた」と回答していた。8 割以上の教員が「道徳教育の意義」、「道徳教育の目標」、「内

容項目」、「学習指導案」、「指導理論」、「戦後の道徳教育の歴史」について「触れた」、「やや触れた」

と回答していた。 
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Figure13：授業内容20項目について触れた程度（ｎ＝363） 

触れた やや触れた ほとんど触れていない 触れていない 無回答 
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■授業内容の 20項目について今後、講義中に時間をかけたい程度 

授業内容の 20項目について今後、講義中に時間をかけたい程度を Figure 14に示した。 

 

講義中に時間をかけたいと思う程度についての割合 

 

6割以上の教員が「道徳教育の意義」、「道徳教育の目標」、「内容項目」、「学習指導案」、「指導理論」

に時間をかけたいと回答していた。8 割以上の教員が「道徳教育の意義」に時間をかけたいと回答し

ていた。 
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Figure14：授業内容20項目について時間をかけたい程度（ｎ＝363） 

思う やや思う あまり思わない 思わない 無回答 
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まとめ 

調査 2では、全国の教職課程を持つ四年制大学・短期大学の「道徳の指導法」にあたる科目を担当

する教員を対象として、質問紙調査（郵送法）が行われた。その結果、299大学（大学回収率 46.14％）・

366名の教員から回答が得られた。調査内容は当該科目に関する講義の実施状況であった。 

その結果、以下の事柄が明らかにされた。女性よりも男性の講義担当者が多いこと（女性 56 名、

男性 307 名）、講義担当者の年齢層は 60歳を超える年齢層が半数近いこと（149 名）、また、講義者

の専門分野は多いものから教育哲学（17.1％）、教育学（12.4％）と続くと同時に、道徳教育そのもの

を主たる専門としない教員も携わっていることが示された。また、3分の 1の当該科目担当教員が小・

中学校での教職経験があること、講義中に教材やテキストを使用している教員が各々、半数程度であ

ることが示された。 

授業形態については、おおむねの教員が講義を取り入れており（98.9％）、学習指導案の作成が次に

続いていた（67.8％）。小集団による演習、授業視聴（ビデオ等による）、模擬授業は 3～4 割程度の

教員が取り入れていることが示された。成績評価方法に関して多い方から、出席状況（80.2％）、レポ

ート（75.8％）、テスト（61.4％）と続いていた。また、30 人の教員が都道府県または区市町村の教

育委員会と連携を図っていることが示された。 

授業内容の 20項目に関して、17項目が 6割以上の教員において講義中に「触れた」、「やや触れた」

と回答していることが示された。また、同様の 20 項目に関して、今後、講義中に時間をかけたいと

「思う」、「やや思う」と回答しているのは多い方から「意義」、「学習指導案」、「目標」、「内容項目」、

「指導理論」と続いていた。 

 

（藤澤文・永田繁雄） 
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調査３：「道徳の指導法」にあたる科目を担当する大学教員の意識調査 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目を担当する教員の当該科目に対する意識を明らかにする。  

 

方法 

■調査協力者 （調査 2と同様である） 

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の「道徳の指導法」を担

当する教員が対象であった。小学校あるいは中学校の教員養成課程を持つ大学の抽出にあたっては、

文部科学省の小学校・中学校教職課程のある大学リストに従い、648校が抽出された。  

 

■調査時期（調査 2と同様である） 

平成 21年 7月 17日に調査票が一斉に郵送された。平成 21年 8月 10日を調査票返送の締め切り

とし、平成 21年 9月末までの調査票返送分が分析対象とされた1。 

調査票の回収率は、国立四年制大学が 60.00％（45 大学）、公立四年制大学が 38.46％（15 大学）、

公立短期大学が 71.43％（5大学）、私立四年制大学が 46.75％（194大学）・236名、私立短期大学が

35.71％（40大学）・41名であり2、全体の回収率は 46.14％、総計 299大学から回答が得られた。ま

た、一つの大学に当該科目担当者が複数存在するという理由から、299大学の総計 366名の教員から

回答が得られた。 

 

■調査手続き（調査 2と同様である） 

大学の教務課あるいは学務課宛に調査票が発送された。教員用調査票（A3、1枚）・挨拶状が各々5

部および返送用切手付き封筒 5部が同封された。調査票には IDが振られていた。可能であれば、調

査票返送時に自身のシラバス、教材等を同封するよう求められた。また、希望者には本研究の結果の

フィードバック（報告書）を送付する旨が伝えられると同時に、希望者には返信用あて名シールを返

送するよう求められた。 

 

■分析に用いた調査内容 

調査内容は、当該科目の授業内容である、「道徳教育の意義、道徳教育や道徳の時間の目標、道徳

の内容項目、道徳教育の全体計画・道徳の時間の年間指導計画、道徳の学習指導案、道徳授業の指導

理論、道徳資料論、心のノート、各教科における道徳教育、特別活動・体験活動、人権教育と道徳教

育、生徒指導と道徳教育、家庭や地域との連携、道徳教育における評価、道徳教育の哲学・倫理思想、

道徳性心理学、道徳性の発達（子どものこころの発達）、戦前の道徳教育の歴史、戦後の道徳教育の歴

史、外国の道徳教育」の 20 項目について講義中に触れた授業内容および今後講義中に触れたい授業

内容であった。また、「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか（質問 1）」、「当

該科目を実施する上での課題はありますか（質問 2）」、「「道徳の指導法」という科目について自由に

お考えをお聞かせください（質問 3）」の 3つの質問について、自由記述で回答が求められた。 

                                                   
1 平成 21年度 10月以降には 3通返信があった。これらは回収率の算出には加えられたが以後の分析からは除外された。 

2 国立短期大学は教員養成課程を持たないため、回収率は算出されない。 
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■得点化・コード化 

□講義中に触れた授業内容：道徳教育の意義、道徳教育や道徳の時間の目標、道徳の内容項目、道

徳教育の全体計画・道徳の時間の年間指導計画、道徳の学習指導案、道徳授業の指導理論、道徳資料

論、心のノート、各教科における道徳教育、特別活動・体験活動、人権教育と道徳教育、生徒指導と

道徳教育、家庭や地域との連携、道徳教育における評価、道徳教育の哲学・倫理思想、道徳性心理学、

道徳性の発達（子どものこころの発達）、戦前の道徳教育の歴史、戦後の道徳教育の歴史、外国の道徳

教育の 20項目について 4件法で回答が求められた。「触れていない」に 0点、「ほとんど触れていな

い」に 1点、「やや触れた」に 2点、「触れた」に 3点が割り当てられた。 

□今後講義中に触れたい授業内容：講義中に触れた授業内容と同様の 20 項目について、4 件法で

回答が求められた。「思わない」に 0点、「あまり思わない」に 1点、「やや思う」に 2点、「思う」に

3点が割り当てられた。 

□自由記述の各質問：統計ソフトの茶せんを用いて形態素分析を実施し、項目別にカテゴリー分類

が行われた。その結果、質問 1において 8カテゴリー、質問 2において 11カテゴリー、質問 3にお

いて 11 カテゴリーが得られた。各質問においていずれのカテゴリーにも分類されない回答は「その

他」に分類された。各質問のカテゴリー群を Table1、Table2、Table3に示した。  

 

Table1：「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか（質問 1）」についてのカテゴリ－ 

カテゴリー 含まれる内容 

授業の教材 ・視聴覚教材(ビデオ，DVDなど)の利用 ・資料等の工夫 

 
・自作講義ノートの使用 ・現職教員の講話，授業の見学 

 
・指導事例の活用 ・題材の工夫 

 
・テキストの選択 

 
模擬授業・学習指導案 ・模擬授業の実施 ・指導案の作成 

 
・実践的指導力の育成 ・指導法 

 
・資料分析 

 
学生の参加 ・グループワーク ・グループディスカッション 

授業に対する考え ・教員自身の授業を進める際の思いや方針 ・教師自身の授業への信念 

授業の進行 ・授業の進行方法の工夫(板書，質問，机間指導など) ・指導方法や展開の工夫 

 
・指導技術 

 
学生への働きかけ ・学生の自覚を促す指導 ・学生に考えさせる指導 

学生と教員のやり取り ・提出物へのコメント ・質疑応答 

 
・レポートの提出 

 
教員の道徳に対する考え ・道徳という内容についての考え方 ・道徳教育そのものへの考え方 
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Table2：「当該科目を実施する上での課題はありますか（質問 2）」についてのカテゴリ－ 

カテゴリー 含まれる内容 

講義規模 

 

・受講者数が多い 

 

・グループディスカッションなどができ

にくい 

授業時間数 ・時間数が少ない ・通年 4単位 

教員の考え ・道徳に関する考え(前問と類似) ・理論と実践 

 
・授業に取り組む構え ・内容のバランス 

学生の意欲・態度 ・意欲，モチベーションを高める ・関心のずれ 

 
・関心の低さ ・授業参加の姿勢 

経験の不十分さ ・道徳授業を受けた経験の少なさ ・学校現場の指導力 

 
・学生の道徳授業の記憶の薄さ 

 
学生の能力 ・理解力 ・基礎知識の不足 

授業運営 ・シラバスの記載 ・役割分担 

 
・他教科との連携 ・実施時期 

 
・教員養成のシステム ・教育実習との関係 

授業の教材 ・教材や資料の不足 
 

現場との連携 ・時間的に現場の見学ができない ・実際の授業参観が困難 

 
・教員を講話に招へいするのが困難 

 
授業構成・内容と方法 ・模擬授業，学習指導案，ディスカッション ・資料(教材)研究 

社会的背景や行政 ・現代社会の課題 ・教育行政の問題 

 
・価値観の多様化 

 
 

Table3：「「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください（質問 3）」についての

カテゴリ－ 

カテゴリー 含まれる内容 

道徳教育に対する意見 ・領域としての道徳に対する不満 ・文部科学省に対する意見 

 
・学校の道徳授業への意見 

 
科目の名称や内容への意見 ・指導法強調への不満 ・理論面の充実 

 
・倫理の重視 ・名称に否定的考え 

教員の考え ・道徳に対する考え(前問 1，2と類似) ・道徳についての感想 

指導法の内容の重視 ・指導法の内容に対する工夫，提言 ・科目内容に対する不満 

 
・「指導法」軽視への不満 ・名称に対して肯定的考え 

時間数 ・時間数の少なさ ・単位数の増加 

科目の重要性 ・道徳教育の重要性 ・「道徳の指導法」そのものの重要性 

 
・授業の拡充 

 
授業力育成 ・実践力や指導力の育成 ・模擬授業 

経験の不十分さ ・小中学校時の道徳の問題 
 

押しつけ ・子どもへの押しつけ 
 

教材 ・指導事例 ・テキスト 

人数 ・受講者の多さ 
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結果 

■講義の授業内容20項目に関して、講義中に触れた程度と今後、講義中に触れたい程度に違いはあるのか？ 

授業内容の 20 項目の講義中に触れた程度（現実）と今後講義中に触れたい程度（希望）に差異が

あるかどうかを明らかにするために、対応のあるｔ検定を行った。その結果を Figure1 と Table4 に

示した。 

 

Figure1：講義の授業内容に関する平均値（現実・希望） 

注）得点の高さは当該授業内容を講義中に取り上げた程度（現実）、今後の講義で取り上げたいと思っている程度（希望）を示す。 

 

その結果、「目標」、「内容項目」、「指導理論」、「道徳資料論」、「各教科における道徳」、「特別活動・

体験活動」、「人権教育」、「生徒指導と道徳教育」、「家庭・地域との連携」、「評価」、「道徳性心理学」、

「道徳性の発達」、「外国の道徳教育」において 1％水準、「学習指導案」において 5％水準で有意差が

見られた。 

以上より、「目標」、「内容項目」については講義時間を減らしたい、「学習指導案」、「指導理論」、「道

徳資料論」、「各教科における道徳」、「特別活動・体験活動」、「人権教育」、「生徒指導と道徳教育」、「家

庭・地域との連携」、「評価」、「道徳性心理学」、「道徳性の発達」、「外国の道徳教育」については講義

時間を増やしたいと考えられていることが示唆される。 
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Table4：授業内容 20項目の現実／希望に関する要約統計量と対応のある t検定の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***p＜．001 **p＜．01 *p＜．05 

注）有意差がある授業内容は実施した程度と実施したいと思っている程度が同じではないことを示す。 

 

 
M  S.D.  t 値 自由度 有意確率   

■意義 0.03 0.46 1.18 344 n.s. 

■目標 0.15 0.52 5.24 339 .001*** 

■内容項目 0.15 0.60 4.66 337 .001*** 

■全体・年間指導計画  -0.03 0.72 -0.77 328 n.s. 

■学習指導案  -0.08 0.59 -2.39 338 .05* 

■指導理論  -0.12 0.65 -3.21 329 .01** 

■道徳資料論  -0.21 0.73 -5.25 323 .001*** 

■心のノート -0.07 0.80 -1.58 327 n.s. 

■各教科における道徳 -0.17 0.70 -4.46 331 .001*** 

■特別活動・体験活動 -0.25 0.69 -6.50 327 .001*** 

■人権教育 -0.37 0.66 -10.14 325 .001*** 

■生徒指導と道徳教育 -0.32 0.70 -8.19 331 .001*** 

■家庭・地域との連携  -0.36 0.75 -8.75 332 .001*** 

■評価 -0.21 0.79 -4.78 327 .001*** 

■哲学・倫理思想 -0.07 0.67 -1.89 327 n.s. 

■道徳性心理学 -0.28 0.77 -6.59 325 .001*** 

■道徳性の発達  -0.19 0.75 -4.75 334 .001*** 

■戦前の道徳教育の歴史 -0.04 0.72 -1.06 335 n.s. 

■戦後の道徳教育の歴史 -0.01 0.67 -0.16 332 n.s. 

■外国の道徳教育  -0.47 0.86 -9.91 328 .001*** 



 

 

3
4   

■講義の授業内容 20項目の間には関連があるのか？ 

Table5：授業内容の各項目間の相関と人数 

 
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 

①意義 P .41** .31** .21** .13* .28** .22** .074 .24** .21** .25** .25** .20** .28** .21** .11* .15** .14* .15** .22** 

 
ｎ 

 
347 348 343 346 343 337 340 343 340 342 344 344 339 341 338 347 346 345 336 

②目標 P 
 

.52** .41** .25** .27** .26** .19** .31** .27** .14** .21** .24** .27** .01 .07 .16** -.02 .05 .02 

 
ｎ 

  
346 341 346 343 338 340 344 340 340 343 343 339 339 339 346 344 343 336 

③内容項目 P 
  

.46** .35** .20** .27** .22** .28** .27** .07 .12* .25** .22** .07 .07 .13* .10 .11 .09 

 
ｎ 

   
341 346 342 335 338 341 338 340 342 342 337 338 337 345 345 345 334 

④全体・年間指導計画 P 
   

.42** .28** .26** .28** .41** .47** .16** .28** .42** .33** .04 .12* .18** .11* .14* .08 

 
ｎ 

    
341 338 333 336 339 336 335 338 337 335 336 334 341 340 340 332 

⑤学習指導案 P 
    

.48** .36** .12* .16** .22** .07 .13* .22** .32** -.08 .074 .17** -.04 .01 .09 

 
ｎ 

     
341 337 339 343 338 339 341 343 338 338 337 344 344 344 336 

⑥指導理論 P 
     

.51** .13* .27** .34** .22** .30** .25** .26** .05 .21** .33** .03 .07 .12* 

 
ｎ 

      
334 336 338 337 336 340 338 335 335 335 342 340 340 332 

⑦道徳資料論 P 
      

.25** .28** .26** .19** .27** .27** .21** .045 .27** .24** .07 .07 .19** 

 
ｎ 

       
333 335 333 331 334 334 331 332 333 336 335 334 331 

⑧心のノート P 
       

.26** .26** .26** .28** .27** .19** -.03 .11* 0.03 .12* .15** .08 

 
ｎ 

        
338 336 335 337 338 334 334 335 341 339 338 335 

⑨各教科における道徳 P 
        

.57** .22** .39** .38** .28** .02 .17** .24** .15** .19** .11* 

 
ｎ 

         
339 337 340 342 338 338 337 343 343 342 336 

⑩特別活動・体験活動 P 
         

.36** .51** .47** .28** 0 .18** .22** .08 .13* .15** 

 
ｎ 

          
336 339 338 335 334 337 342 340 339 334 

⑪人権教育 P 
          

.60** .44** .27** .13* .13* .20** .13* .15** .18** 

 
ｎ 

           
339 337 336 333 334 340 339 338 332 

⑫生徒指導 P 
           

.50** .32** .04 .22** .28** .08 .10 .20** 



 

 

3
5   

 
ｎ 

            
341 337 337 337 343 344 342 336 

⑬家庭・地域との連携 P 
            

.41** .11* .22** .33** .11* .14** .24** 

 
ｎ 

             
336 338 336 344 344 343 336 

⑭評価 P 
             

.07 .20** .32** .11* .22** .20** 

 
ｎ 

              
333 333 338 336 336 332 

⑮哲学・倫理思想 P 
              

.30** .22** .32** .19** .28** 

 
ｎ 

               
333 339 340 339 333 

⑯道徳性心理学 P 
               

.58** .18** .14** .34** 

 
ｎ 

                
339 337 336 333 

⑰道徳性の発達 P 
                

.12* .10 .27** 

 
ｎ 

                 
346 344 337 

⑱戦前の道徳教育の歴史 P 
                 

.80** .27** 

 
ｎ 

                  
347 337 

⑲戦後の道徳教育の歴史 P 
                  

.23** 

 
ｎ 

                   
336 

⑳外国の道徳教育 P 
                   

  ｎ 
                    

**p＜．01 *p＜．05 

注）Pはピアソンの積率相関係数を示す。 

 

授業内容の講義中に触れた程度について項目間の関係を検討するために、ピアソンの積率相関係数を算出した。その結果、「意義」は「心のノート」

以外の授業内容項目と相関のあること、「目標」および「内容項目」は「哲学・倫理思想」、「道徳性心理学」、「戦前の道徳教育の歴史」、「戦後の道徳教

育の歴史」、「外国の道徳教育」と無相関であること、「学習指導案」は「人権教育」、「哲学・倫理思想」、「道徳性心理学」、「戦前の道徳教育の歴史」、

「戦後の道徳教育の歴史」、「外国の道徳教育」と無相関であること、「全体・年間指導計画」は「哲学・倫理思想」、「外国の道徳教育」と無相関である

こと、「指導理論」および「道徳資料論」は「哲学・倫理思想」、「道徳教育の歴史（戦前・戦後）」と無相関であることが示された。 

 以上の結果より、「意義」はおおむねの授業内容と関係することが示唆される。
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■講義者の年齢層と講義の授業内容の間に関係はあるのか？ 

Table6：年齢層と授業内容との相関と人数 

授業内容 ｒ ｎ 

意義 .22** 351 

目標 .05 349 

内容項目 .04 350 

全体・年間指導計画 .04 343 

学習指導案 .03 348 

指導理論 .05 344 

道徳資料論 .11* 338 

心のノート -.10 341 

各教科における道徳 .08 344 

特別活動・体験活動 .20** 341 

人権教育 .25** 343 

生徒指導と道徳教育 .35** 345 

家庭・地域との連携 .24** 345 

評価 .06 339 

哲学・倫理思想 -.13* 341 

道徳性心理学 -.10 339 

道徳性の発達 .09 349 

戦前の道徳教育の歴史 -.10 350 

戦後の道徳教育の歴史 -.10 347 

外国の道徳教育 .02 337 

**p＜．01 *p＜．05 

 

講義者の年齢層と授業内容にかける時間の関係について検討した。その結果、「意義」、「特別活

動・体験活動」、「人権教育」、「生徒指導と道徳教育」、「家庭・地域との連携」において 1％水

準、「道徳資料論」、「哲学・倫理思想」において 5％水準で有意であった。 

以上より、年齢が高いほど、「意義」、「道徳資料論」、「特別活動・体験活動」、「人権教育」、

「生徒指導と道徳教育」、「家庭・地域との連携」に関する講義に時間をかけ、年齢が低いほど「哲

学・倫理思想」に関する講義に時間をかけていることが示された。以上の結果は、年齢が高いほど、

経験的な知識・情報が必要とされる授業内容について時間をかけていることを示唆する。 
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■自由記述のカテゴリー分類の度数と割合および反応例 

Table7：「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか」に関するカテゴリー別の人数

と割合（ｎ＝354，複数回答） 

カテゴリー ｎ ％ 

授業の教材 71 20.1 

模擬授業・学習指導案 65 18.4 

授業に対する考え 50 14.1 

学生の参加 47 13.3 

学生への働きかけ 43 12.1 

授業の進行 33 9.3 

学生と教員のやり取り 24 6.8 

教員の道徳に対する考え 17 4.8 

その他 4 1.1 

 

Table8：「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか」についてのカテゴリー別の反

応例（複数のカテゴリーにまたがる場合は、一方のみ掲載した） 

カテゴリー 反応例 

授業の教材 

 

■意識調査など統計データを示したり、新聞等の投稿記事を紹介、あるいは、道徳に関する言葉を

教え、国語教育を兼ねた教養教育を NHK「道徳ドキュメント」を利用して、指導案を考える。 

 
■道徳教育の歴史をより深く理解させるために、副教材として、小説やビデオなどを利用している。 

 

 

■身近に起こった事件及び教育のトピックスを生徒と一緒に考えることによって生徒が授業に集中

できる。 

模擬授業・学習指導案 ■模擬授業において、受講生による相互評価を実施。その場でフィードバックを心がけている。 

 

 

■学習指導案の基になる資料分析に時間をかけ、グループごとに協議し、発表。資料のとらえ方に

ついて意見交換を実施。 

 

 

■教育実習で道徳の授業を実施できるよう、指導案の作成と実施能力をもてるように工夫している。 

授業に対する考え 

 

■論に片寄らず日常的な実践の中から自ら時代に適応した道徳の指導が構築できる教員の育成を

目指している。 

 
■道徳の指導力のみならず、教員としての道徳的意識の向上をめざすよう講義をすすめている。 

学生の参加 

 

■学生に発言やプレゼンの場を多くもうけること。そのための授業外でのメールによる質問に十分

対応すること。 

 

 

■履修者が確定した時点から、グループを作り（教員が指定）、グループディスカッションを中心にし

た授業形態をとっている。 

学生への働きかけ 

 

■学生自身が自分の心の育ち方を振り返ったり、現在の自分の心と向き合う場をとるようにしている。 

 

 

■生徒の心にひびき、学べてよかったと生徒が思うような授業を見せて、そういうふうに指導したい

という強い動機づけを行うこと、道徳がおもしろいと感じさせること。 

授業の進行 

 

■内容項目・資料分析、主発問等授業対話・価値追求及びその一般化等の指導を重視するとともに

その方法を身につけるため、板書構成、カードはじめ各メディアの有効活用に工夫。 

 
■模擬授業的に講義中に間のとり方、話術、その他の指導技術を再現するようにしている。 

学生と教員のやり取り 

 

■授業開始時に実施するアンケートで、学生たちの道徳の時間や道徳意識について把握し、それを

講義で活用するようにしている。 

 

 

■適宜課題をあたえレポートを出さし、評価、コメント等をして学生に返す。学生との人間関係を深

めるよう努力している。 

教員の道徳に対する考え 

 

 

■「なぜ私たち大人は子どもたちに道徳を教育したい／する必要があると考えるのか」というもっと

も基底的な問題意識を大切にしている。（「授業（道徳の時間）のための授業（講義）」にしない） 

 

 

■道徳教育が特定の価値の教え込み（インドクトリネーション）となりがちであることを批判的に検討

し、それを乗り越える道徳教育の可能性を展望できるように努めている。 
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Table9：「当該科目を実施する上での課題はありますか」についてのカテゴリー別の人数と割合

（ｎ＝273，複数回答） 

カテゴリー ｎ ％ 

講義規模 51 18.7 

授業時間数 43 15.8 

教員の考え 38 13.9 

学生の意欲・態度 27 9.9 

授業構成・内容と方法 24 8.8 

経験の不十分さ 23 8.4 

学生の能力 15 5.5 

授業運営 13 4.8 

現場との連携 13 4.8 

社会的背景や行政 11 4.0 

授業の教材 10 3.7 

その他 5 1.8 

 

Table10：「当該科目を実施する上での課題はありますか」についてのカテゴリー別の反応例 

カテゴリー 反応例 

講義規模 

 

■指導案を一人一人添削し、何度も再提出させるため、膨大な数の指導案を添削することになる

（400～500本程度） 

 

 

■模擬授業の具体例として教員自身がまず模擬授業をおこなう。受講生が多すぎて模擬授業の実

施時間の確保が困難である。 

 

 

■教職科目全体にいえることであるが、医学部と同様に「免許」を与えることに関連するので、責任を

もつという意味で、受講生を減らしてきめ細かく教育することが課題。 

授業時間数 

 

■半期 1コマの授業の中に多くの内容を詰め込まざるを得ないため、いかにして理論的内容から実

践的内容までを効率よく取捨選択して指導することができるか。 

 

 

■演習を多く取り入れているため、時間がかかり、内容として不足している部分がある。「道徳の時

間」の授業のやり方だけでほとんど終わってしまう。 

 

 

■道徳教育の歴史など、道徳教育に関する多様なテーマをとりあげたいが、時間の制約があり、どう

しても片寄ってしまう。 

教員の考え 

 

■教育的価値観の絶対基準がないため、個人の価値観にゆだねる部分があることが、迷いとなる時

がある。学生と意見が対立したとき、データによる説得が難しい時がある。 

 

 

 

■道徳の授業について、教師の側で設定する授業の目標・ねらい、ならびにその評価をどう考える

べきなのかということの基礎的な理論の弱さ・不十分さをまだ十分に私自身が克服できていないと

感じる 

学生の意欲・ 

態度 

■点数評価以外に評価基準を持たない学生が多いので、「数字に表れない価値や意義」の存在を意

識させるのに苦労しています。 

 

 

■2年生配当科目なので、教員になろうとする意欲が低い学生も混在している。そのためディスカッ

ションの動機付けを高めるのが難しい。 

授業構成・内容と

方法 

■道徳教育の授業の指導案づくりと、それに基づいた模擬授業の実施など、学生自身が主体的にと

りくめる方法を開発していくことが、これからの課題であると思う。 

 
■心の豊かさを学生とともにイメージだけでなく、体験的に味わわせること 

経験の不十分さ 

 

■中学での道徳、高校での倫理を受けていない学生が多く、イメージが小学生どまりである。講義、

指導案とも経験、知識不足により困難を感じる 

 

 

■小中での道徳教育の充実（時間通りに実施すること）が先決。それがないため学生自身がどう道

徳教育を生徒に行うかのサンプルを持っていないので、道徳の授業をますます敬遠してしまう 

学生の能力 ■道徳教育の基本理論である哲学・倫理思想の理解が不充分な学生に教えなければならない困難 

 
■18歳になり、集団と個人との基礎的理解が乏しいなか、基本的なことを再度語らなければならない 
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授業運営 ■数人で担当しているので、教員間の役割分担を明確にする。 

 
どうしても教職としての授業であるので常に教員採用試験への対応が主体になる。 

現場との連携 

 

■小中学校の「道徳」授業の現場と連絡をとり実地に見学したいと長年思ってきたが、役回りその他

の仕事で忙殺され、この年齢に至るまで実現できないでいる。 

社会的背景や 

行政 

 

■ほかの多くの国とは違い、日本の場合国公立の学校での宗教教育はできませんので、宗教性と

は切り離した形で道徳を教えねばならない難しさを感じています。哲学・倫理思想をもっと活用でき

ればと考えています。 

 

 

■価値観の多様化した現代社会、モラルハザードの横行する世の中において道徳教育の可能性を

学生に理解させること。 

授業の教材 

 

■多くの指導理論や事例を扱っている書物が多く出ているが、全体的に学生が買うには少し割高で

ある。道徳の授業映像等も多くはない。授業時間も少ない。 

 

Table11：「「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください」についてのカテゴ

リ－別の人数と割合（ｎ＝217，複数回答） 

カテゴリー ｎ ％ 

科目の名称や内容への意見 42 19.8 

道徳教育に対する意見 31 14.3 

指導法の内容の重視 25 11.5 

科目の重要性 23 10.6 

教員の考え 21 9.7 

時間数 20 9.2 

授業力育成 15 6.9 

経験の不十分さ 8 3.7 

教材 7 3.2 

人数 4 1.8 

押しつけ 3 1.4 

その他 17 7.8 

 

Table12：「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください」についてのカテゴ

リー別の反応例 

カテゴリー 反応例 

科目の名称や内容への意見 

 

 

■技術だけに走るのではなく、いろいろな側面で、人間としての教養をつけ、人間性を養

うことが道徳を教える教員にとって自覚してほしい。道徳を教えることの重さを、感じ取

れるようになることを大事にしてほしいと思う。 

 

■”指導法”という表現が、国語、社会等各教科と道徳との相違を不明瞭なものとしている

のではないか？学生のイメージするものと実際のズレを感じることが多い。 

 

■学生は指導法を求めたがるが、当方としてはむしろ思考力、倫理学、論理学的理解を

高めたいので、そのギャップを埋めるのは大変である。 

道徳教育に対する意見 

 

 

■道徳の学習指導要領（の内容）そのものが技術革新に対応していない。そのため「物の

豊かさ」と「心の貧しさ」が常に対比して語られることが多い。→根本的な内容・構成の

見直しが求められる。 

 

 

■文科省が期待する「授業」と教授者が理想とする道徳教育の間にいつもズレを感じる。

現状追随的な授業内容になる「危険」を痛感している。 

 

■「指導法」というよりも、指導に必要な基盤（学生自身の道徳観など）をいかに養うかが

重要だと考えます 

指導法の内容の重視 ■「研究」→「指導法」はきわめて妥当な改正。その中身を各大学公表することが大切。 
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■「指導法」とは名ばかりで、例えば、道徳教育についての私論を展開したり、自己の学

究的専門分野の内容に強くシフトして、具体的な指導論が、ほとんどないか、一部の時

間に追いやられている場合が多いのではと想像される。 

 

■指導理論は多くあり、きっちり必要なことは教えたい。しかし指導法は他の教科指導の

ように定形では考えられない。最も効果的な生徒に対する指導のあり方を学生とともに

考えている。 

科目の重要性 

 

 

■本学では高校の教員免許のために教材または教職に関する科目としても開設してい

る。高校の教員免許に対しても必修とすべきと考える「指導法」（方法論）ではなく「道徳

教育の研究」（本質論） 

教員の考え 

 

 

■指導者の生活上の価値判断、心情、特にこれからの社会に生かされる人間関係につい

て自省していく心を備える姿勢の必要性と何人のために指導するのかを十分把握して

いかないと他者に伝えられない 

 

■そもそも「徳は教えられるか」という問いがあり、学生の内発的な取り組みを促す方法

が求められていると思う 

時間数 

 

 

■大変重要だが、教育に関する理解が深くならないと、この領域はなじみにくい。単位数

も４単位程度は必要ではないか。また高校免許では必修でないというのも理解しにく

い。 

 

■一方で道徳教育の理論編、他方でその実践編を十分に展開できるような授業時数がま

ずは必要だと考えています。 

授業力育成 

 

■実際の教材探しや授業の構成の仕方など、教科教育よりも学生は取りかかりやすく、

教職の導入科目としては意味があるのではないか。 

 

■小中での実践の（場数）増幅をもたらし、各自実践人としての意欲を促していくことが急

務である。 

経験の不十分さ 

 

■小・中学校での授業経験が少ない学生がおり、できるだけ身近な点を取り上げながら

指導している 

 

■受講生の小・中学生の頃の「道徳の時間」のイメージをくつがえす認識を持たせることを

めざしている 

教材 

 

 

■教科書として使えるようなテキストがなかなかみつからなくて、苦労している。いろいろ

な本・資料を組み合わせて、独自の内容で授業展開をしており、他大学でどのような授

業を行っているか、情報を知りたいと思う。 

人数 

 

■どうしても大教室での講義形式にならざるを得ない。その環境の改善と、そのための議

論の高まりが課題と思われる（現状では難しいが）。 

押しつけ ■押し付けにならないような指導法が必要だと思いますが、なかなか難しいです。 
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■自由記述のカテゴリー分類の最適尺度法・多重応答分析 

 

 

Figure2：「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか」に関する最適尺度法・多重

応答分析の結果 

注）項目間の距離（近さ）は項目間の関連の大きさを示す。 

 

最適尺度法・多重応答分析3を用いて、「当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何です

か」という問いに対する反応のカテゴリー間の関係を検討した。統計ソフト SPSS の Categories を

用いて、変数として質問 1の 8カテゴリーを投入した。その結果を Figure2に示した。 

以上の結果より、教材を工夫したいと考える人は模擬授業を行いたいと考える傾向があること、授

業の進行に工夫を行いたいと考える人は学生の講義への参加にも工夫を行いたいと考えること、講義

に対して考えのある人は道徳についても考えを持っていることが示唆される。 

  

                                                   
3 最適尺度法・多重応答分析とは質的データの因子分析のことである。 
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Figure3：「当該科目を実施する上での課題はありますか」についての最適尺度法・多重応答分析の結果 

注）項目間の距離（近さ）は項目間の関連の大きさを示す。 

 

最適尺度法・多重応答分析を用いて、「当該科目を実施する上での課題はありますか」という問い

に対する反応のカテゴリー間の関係を検討した。統計ソフト SPSS の Categories を用いて、変数と

して質問 2の 11カテゴリーを投入した。その結果をFigure3に示した。   

以上の結果より、講義人数の規模に課題を感じる人は講義構成・内容にも課題を感じていること、

外部機関との連携に課題があると感じている人は教材や小中学校への見学について課題を感じている

こと、社会・行政に課題を感じている人は教員としての考えを持っていることが示唆される。 
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Figure4：「「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください」についての最適尺

度法・多重応答分析の結果 

注）項目間の距離（近さ）は項目間の関連の大きさを示す。 

 

最適尺度法・多重応答分析を用いて、「「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞か

せください」という問いに対する反応のカテゴリー間の関係を検討した。統計ソフト SPSS の

Categoriesを用いて、変数として質問 3の 11カテゴリーを投入した。その結果を Figure4に示した。 

以上の結果より、道徳教育に対する意見のある人や教員について考えのある人は道徳の押しつけの

問題を感じていることが示唆される。授業力育成に関心の強い人は授業教材にも関心のあることが示

唆される。 
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まとめ 

調査 3 では、「道徳の指導法」にあたる科目を担当する大学教員の意識調査を行うことを目的とし

て、全国の教職課程を持つ四年制大学・短期大学の担当教員を対象とし、質問紙調査（郵送法）が行

われた（回収率：46.14％、299 大学総計 366 名）。分析に用いた調査内容は、道徳の授業内容 20項

目について講義中に触れた程度、今後時間をかけたいと思う程度（いずれも 4 件法）、当該科目に関

する「工夫していること」、「実施する上での課題」、「自由な考え」の 3 つについて自由記述で求め

られた。 

授業内容 20 項目に関して、講義中に触れた程度と今後時間をかけたい程度の差の検定を行った結

果、半数以上において講義時間を増やしたいと考えられていることが示された。また、授業内容の 20

項目の各々に関する触れた程度は、「道徳教育の意義」がおおむねの授業内容項目と相関していること

が示された。講義者の年齢が高いほど、「意義」、「道徳資料論」、「特別活動・体験活動」、「人権教育」、

「生徒指導」、「家庭・地域との連携」に時間をかけていることが示された。年齢が高いほど、経験的

な知識が必要とされる授業内容について時間をかけていることが示唆される。 

3つの自由記述については、カテゴリー分類を行った結果、複数のカテゴリーが得られた。「工夫し

ていること（8カテゴリー）」は、回答数の多いものから「授業教材」、「模擬授業・学習指導案」であ

った。「実施する上での課題（11カテゴリー）」は、回答数の多いものから「講義規模」、「授業時間数」、

「教員の考え」であった。最後に、「自由な考え（11カテゴリー）」は、回答数の多いものから「科目

名の名称や内容への意見」、「道徳教育に対する意見」、「指導法の内容の重視」、「科目の重要性」であ

った。 

 

（藤澤文・永田繁雄） 
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調査４：「道徳の指導法」にあたる科目の設置状況・講義実態に関する比較調査： 

道徳関連科目を設置する大学・道徳関連科目を設置しない大学1 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目の設置状況・講義実態に関して、当該科目以外の道徳関連科目を設

置する大学と設置しない大学の差異を明らかにする。 

 

方法 

■調査協力者  

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の「道徳の指導法」を担

当する教員および教務課あるいは学務課員が対象であった。小学校あるいは中学校の教員養成課程を

持つ大学の抽出にあたっては、文部科学省の小学校・中学校教職課程のある大学リストに従い、648

校が抽出された。 

教員対象の調査票の回収率は、国立四年制大学が 60.00％（45 大学）・67 名、公立四年制大学が

38.46％（15大学）・17名、公立短期大学が 71.43％（5大学）・5名、私立四年制大学が 46.75％（194

大学）・236 名、私立短期大学が 35.71％（40 大学）・41 名であり2、全体の回収率は 46.14％、総計

299 大学から回答が得られた。また、一つの大学に当該科目担当者が複数存在するという理由から、

299大学の総計 366名の教員から回答が得られた。 

大学の教務課あるいは学務課対象の調査票の回収率は、国立四年制大学が 72.0％（54大学）、公立

四年制大学が 51.28％（20大学）、公立短期大学が 71.43％（5大学）、私立四年制大学が 58.07％（241

大学）、私立短期大学が 43.75％（49大学）であり3、総計 369大学から回答が得られた。全体の回収

率は 56.94％であった。 

本分析では、教員と大学の教務課あるいは学務課のデータ両方がそろった319データセットのうち、

回収期限内に届いた 315 データセットが分析対象とされた。道徳関連科目を設置する大学には 23大

学、道徳関連科目を設置しない大学には 292大学が割り当てられた。 

 

■調査時期（調査 2と同様である） 

平成 21年 7月 17日に調査票を一斉に郵送した。平成 21年 8月 10日を調査票返送の締め切りと

し、平成 21年 9月末までの調査票返送分を分析対象とした4。 

 

■調査手続き 

大学の教務課宛に調査票が発送された。教務用調査票（A3、1枚）・挨拶状が各々1部および返送用

切手付き封筒 1 部、教員用調査票（A3、1 枚）・挨拶状が各々5 部および返送用切手付き封筒 5 部が

同封された。調査票には ID が振られていた。可能であれば、調査票返送時に「道徳の指導法」にあ

たる科目のシラバスを同封するよう求められた。また、希望者には本研究の結果のフィードバック（報

                                                   
1 「道徳関連科目を設置する大学」とは「道徳の指導法」にあたる科目とは別の道徳関係の科目を有している教職課程を持つ四年制大

学、短期大学と定義する。 

2 国立短期大学は教員養成課程を持たないため、回収率は算出されない。 

3 国立短期大学は教員養成課程を持たないため、回収率は算出されない。 

4 平成 21年度 10月以降、教務調査票 2通、教員調査票 3通の返信があった。これらは回収率の算出には加えられたが以後の分析か

らは除外された。 
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告書）を送付する旨が伝えられると同時に、返信用あて名シールを返送するよう求められた。 

 

■分析に用いた調査項目 

教員データ：回答者の属性、性別、年齢層、講義担当者の小・中学校での教職経験、当該授業が対

象とする課程、講義中に使用したテキスト・教材、授業形式、講義の成績評価方法、講義と都道府県

または区市町村教育委員会との連携、講義中に触れた内容、今後講義中に触れたい内容であった。 

教務データ：当該科目に関連する他の科目の設置の有無、回答者の属性、大学種、課程認定を受け

ている免許状、当該科目の専任教員の有無、当該科目を専門とする講座組織の有無、免許状別の当該

科目設置の有無、当該科目の単位認定数、当該科目の担当教員数、当該科目の開講時期、当該科目の

クラス数であった。 

 
■得点化・コード化 

□講義中に触れた授業内容の 20 項目（道徳教育の意義、道徳教育や道徳の時間の目標、道徳の内

容項目、道徳教育の全体計画・道徳の時間の年間指導計画、道徳の学習指導案、道徳授業の指導理論、

道徳資料論、心のノート、各教科における道徳教育、特別活動・体験活動、人権教育、生徒指導と道

徳教育、家庭や地域との連携、道徳教育における評価、道徳教育の哲学・倫理思想、道徳性心理学、

道徳性の発達（子どものこころの発達）、戦前の道徳教育の歴史、戦後の道徳教育の歴史、外国の道徳

教育）について 4件法で回答が求められた。「触れていない」に 0点、「ほとんど触れていない」に 1

点、「やや触れた」に 2点、「触れた」に 3点が割り当てられた。 

□今後講義中に触れたい授業内容：講義中に触れた内容と同様の 20 項目について、4 件法で回答

が求められた。「思わない」に 0点、「あまり思わない」に 1点、「やや思う」に 2点、「思う」に 3点

が割り当てられた。 
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結果 

道徳に関連する科目を設置する大学と設置しない大学の差異の検討：大学組織 

各調査項目と道徳に関連する科目設置の有無に関して、クロス集計を行った。統計的に分析可能な

調査項目に限り、直接確率計算もしくはχ2検定を行った。以下に、調査項目別のクロス表を示す。 

 

■回答者の属性 

回答者の属性×道徳関連科目の有無に関するクロス表を Table1に示す。 

 

Table1：回答者の属性×道徳関連科目の有無に関する大学数のクロス表 

 

 

■大学種 

大学の種類×道徳関連科目の有無に関するクロス表をTable2に示す。 

 

Table2：大学の種類×道徳関連科目の有無に関する大学数のクロス表 

大学の種類 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

国立四年制大学 11 44 

公立四年制大学 0 17 

私立四年制大学 9 194 

公立短期大学 0 5 

私立短期大学 3 32 

 

■教員免許の小学校一種課程認定 

小学校一種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table3）。その結果、有意であった（両側検定：p＜.001）。道徳関連科目のある大学で小学校一種

課程を認定していることが有意に多く、道徳関連科目のない大学で小学校一種課程を認定しているこ

とが有意に少なかった。 

 

Table3：小学校一種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数および直接確率計算の結果 

小学校一種課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

小学校一種課程認定あり 17** 98** 

小学校一種課程認定なし 6** 194** 

**p＜．01 *p＜．05 

回答者 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

職員（教務担当） 20 270 

教員（教務担当） 1 9 

教員（授業担当） 2 11 

その他 0 2 
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■教員免許二種課程認定 

小学校二種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table4）。その結果、有意差はなかった。 

 

Table4：小学校二種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数のクロス表 

小学校二種課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

小学校二種課程認定あり 2 27 

小学校二種課程認定なし 21 265 

 

■教員免許小学校専修課程認定 

小学校専修課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table5）。その結果、有意であった（両側検定：p＜.001）。道徳関連科目のある大学で小学校専修

課程の認定をしていることが多く、道徳関連科目のない大学で小学校専修課程の認定をしていること

が少なかった。 

 

Table5：小学校専修課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数および直接確率計算の結果 

小学校専修課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

小学校専修課程認定あり 13** 57** 

小学校専修課程認定なし 10** 235** 

**p＜．01 *p＜．05 

 

■教員免許中学校一種課程認定 

中学校一種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table6）。その結果、有意差はなかった。 

 

Table6：中学校一種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数のクロス表 

中学校一種課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

中学校一種課程認定あり 19 253 

中学校一種課程認定なし 4 39 
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■教員免許中学校二種課程認定 

中学校二種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table7）。その結果、有意差はなかった。 

 

Table7：中学校二種課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数のクロス表 

中学校二種課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

中学校二種課程認定あり 5 56 

中学校二種課程認定なし 18 236 

 

■教員免許中学校専修課程認定 

中学校専修課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った

（Table8）。その結果、有意差はなかった。 

 

Table8：中学校専修課程認定の有無×道徳関連科目の有無の大学数のクロス表 

中学校専修課程認定の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

中学校専修課程認定あり 16 159 

中学校専修課程認定なし 7 133 

 

■専任教員の有無 

専任教員在籍の有無×道徳関連科目の有無の大学数について直接確率計算を行った（Table9）。そ

の結果、有意であった（両側検定：p＜.01）。道徳関連科目のある大学において専任教員が在籍してい

ることが有意に多く、道徳関連科目のない大学で専任教員が不在であることが有意に多かった。 

 

Table9：専任教員在籍の有無×道徳関連科目の有無の大学数および直接確率計算の結果 

専任教員在籍の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

在籍 20** 156** 

不在 3** 134** 

**p＜．01 *p＜．05 
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■「道徳の指導法」にあたる科目を専門とする講座組織等の有無 

「道徳の指導法」にあたる科目を専門とする講座組織等の有無×道徳関連科目の有無の大学数につ

いて直接確率計算を行った（Table10）。その結果、有意であった（両側検定：p＜.01）。道徳関連科

目のある大学で「道徳の指導法」にあたる科目を専門とする講座組織が有意に多く、道徳関連科目の

ない大学で「道徳の指導法」にあたる科目を専門とする講座組織が有意に少なかった。 

 

Table10：「道徳の指導法」にあたる科目を専門とする講座組織等の有無×道徳関連科目の有無の人数

および直接確率計算の結果 

講座組織等の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

講座組織等あり 6** 20** 

講座組織等なし 17** 270** 

**p＜．01 *p＜．05 

 

■免許状別の道徳の指導法にあたる科目の設置の有無 

免許状別の道徳の指導法にあたる科目の設置の有無×道徳関連科目の有無の大学数についてχ2 検

定を行った（Table11）。その結果、有意差はなかった。 

 

Table11：免許状別の道徳の指導法にあたる科目の設置の有無×道徳関連科目の有無に関する大学数

のクロス表 

免許状別の科目設置の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝289） 

設置している 11 101 

設置していない 5 129 

小学校または中学校免許状の片方のみ 7 59 

 

■当該科目の認定単位数 

当該科目の認定単位数×道徳関連科目の有無に関する大学数についてのクロス表をTable12に示し

た。 

 

Table12：当該科目の認定単位数×道徳関連科目の有無に関する大学数のクロス表 

当該科目の認定単位数 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

2単位 21 272 

4単位 0 2 

その他 2 18 
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■当該科目授業担当常勤教員数 

当該科目授業担当常勤教員数×道徳の関連科目の有無に関する大学数のクロス表をTable13に示し

た。 

 

Table13：当該科目授業担当常勤教員数×道徳の関連科目の有無の大学数に関するクロス表 

当該科目授業担当 

常勤教員数 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

0人 2 86 

1人 9 137 

2人 6 44 

3人 6 21 

4人 0 4 

 

■当該科目授業担当非常勤教員数 

当該科目授業担当非常勤教員数×道徳関連科目の有無の大学数に関するクロス表をTable14に示し

た。 

 

Table14：当該科目授業担当非常勤教員数×道徳関連科目の有無のクロス表 

当該科目の授業担任

非常勤教員数 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝292） 

0人 11 145 

1人 3 100 

2人 8 24 

3人 0 5 

4人 1 8 

5人 0 4 

10人 0 1 

12人 0 5 

 

■当該科目の開講時期 

当該科目の開講時期×道徳関連科目の有無に関する大学数のクロス表を Table15に示した。 

 

Table15：当該科目の開講時期×道徳関連科目の有無に関する大学数のクロス表 

当該科目の開講時期 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝286） 

該当しない 0 1 

半期 23 281 

通期 0 4 
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■当該科目のクラス数 

当該科目のクラス数×道徳関関連科目の有無の大学数に関するクロス表を Table16に示した。 

 

Table16：当該科目のクラス数×道徳関関連科目の有無のクロス表 

当該科目のクラス数 
道徳関連科目

あり（ｎ＝22） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝292） 

1 4 119 

2 5 70 

3 2 27 

4 0 21 

5 2 7 

6 1 14 

7 0 7 

8 3 6 

9 5 1 

10 0 4 

14 0 3 

23 0 5 

 

道徳に関連する科目を設置する大学と設置しない大学の差異の検討：教員 

各調査項目と道徳に関連する科目設置の有無に関して、クロス集計を行った。統計的に可能な調査

項目に限り、直接確率計算もしくはχ2検定を行った。以下に、調査項目別のクロス表を示す。 

 

■回答者の属性 

（専任教員・非常勤教員）×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table17に

示した。有意差は見られなかった。 

 

Table17：回答者の属性×道徳関連科目の有無のクロス表 

属性 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝289） 

専任教員 17 192 

非常勤教員 6 97 

 

■講義者の性別 

講義者の性別×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table18に示した。有意

差は見られなかった。 

 

Table18：講義者の性別×道徳関連科目の有無のクロス表 

性別 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝292） 

男性 21 246 

女性 2 46 
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■講義者の年代 

講義者の年代×道徳関連科目の有無のχ2検定を行った。その結果を Table19 に示した。有意差は

見られなかった。 

 

Table19：講義者の年代×道徳関連科目の有無のクロス表およびχ2検定の結果 

年代 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝291） 

31～35歳 1 12 

36～40歳 3 20 

41～45歳 3 22 

46～50歳 1 21 

51～55歳 4 45 

56～60歳 3 48 

61～65歳 4 69 

66歳～ 4 54 

 

■小・中学校での教職経験の有無 

小・中学校での教職経験の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った（Table20）。その結

果、有意であった（両側検定：p＜.024）。道徳関連科目のある大学で小中学校での教職経験のある人

が有意に少なく、道徳関連科目のない大学で小中学校での教職経験のある人が有意に多いことが示さ

れた。 

 

Table20：小・中学校での教職経験の有無×道徳関連科目の有無の人数および直接確率計算の結果 

教職経験の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝288） 

小中学校での教職経験あり 3* 104* 

小中学校での教職経験なし 20* 184* 

**p＜．01 *p＜．05 
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■講義の対象課程 

講義の対象課程×道徳関連科目の有無のχ2 検定を行った（Table21）。その結果、有意であった

（χ2（2）＝6.34,p＜.05））。残差分析を行った結果、道徳関連科目のある大学で小学校課程を対象と

していることが有意に多く、中学校課程を対象としていることが有意に少なかった。道徳関連科目の

ない大学で小学校課程を対象としていることが有意に少なく、中学校課程を対象にしていることが有

意に多かった。 

 

Table21：講義の対象課程×道徳関連科目の有無のクロス表およびχ2検定の結果 

講義の対象課程  

 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝289） 

小学校課程 ｎ 6 33 

調整済み残差 2.2* -2.2* 

中学校課程 ｎ 10 199 

調整済み残差 -2.3* 2.3* 

小学校課程及び中

学校課程 

ｎ 6 57 

調整済み残差 0.8 -0.8 

**p＜．01 *p＜．05 

 

■使用テキスト 

使用テキストの有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果をTable22に示した。

有意差は見られなかった。 

 

Table22：使用テキストの有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

使用テキスト 

有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝22） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝289） 

あり 11 149 

なし 11 140 

 

■テキスト以外の教材の有無 

テキスト以外の教材の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table23に

示した。有意差は見られなかった。 

 

Table23：テキスト以外の教材の有無×道徳関連科目の有無のクロス表およびχ2検定の結果 

テキスト以外の

教材の有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝281） 

あり 12 136 

なし 11 145 
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■授業形態 

以下では、授業形態の 7項目（講義、小集団による演習、学習指導案の作成、授業視聴、模擬授業、

授業参観、小・中学校の教員による講話）およびその他の回答についての各々と道徳関連科目の有無

について検討した。 

 

講義 

授業形態（講義）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表を Table24に示した。 

 

Table24：授業形態（講義）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

講義の有無 道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝291） 

あり 23 289 

なし 0 2 

 

小集団による演習 

授業形態（小集団による演習）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った（Table25）。

その結果、有意であった（両側検定：p＜.007）。道徳関連科目のある大学で小集団による演習が有意

に少なく、道徳関連科目のない大学で小集団による演習が有意に多かった。 

 

Table25：授業形態（小集団による演習）の有無×道徳関連科目の有無の人数および直接確率計算の

結果 

小集団による 

演習の有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 3** 121** 

なし 20** 169** 

**p＜．01 *p＜．05 

 

学習指導案の作成 

授業形態（学習指導案の作成）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を

Table26に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table26：授業形態（学習指導案の作成）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

学習指導案の 

作成の有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 17 198 

なし 6 92 
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授業視聴（ビデオ等による） 

授業形態（授業視聴（ビデオ等による））の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。

その結果を Table27に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table27：授業形態（授業視聴（ビデオ等による））の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

授業視聴（ビデオ等

による）の有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 13 117 

なし 10 173 

 

模擬授業 

授業形態（模擬授業）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table28

に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table28：授業形態（模擬授業）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

模擬授業の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 5 100 

なし 18 190 

 

授業参観 

授業形態（授業参観）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table29

に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table29：授業形態（授業参観）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

授業参観の有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 1 12 

なし 22 278 

 

小・中学校の教員による講話 

授業形態（小・中学校の教員による講話）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。

その結果を Table30に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table30：授業形態（小・中学校の教員による講話）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

小・中学校の教員 

による講話 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目

なし（ｎ＝290） 

あり 5 33 

なし 18 257 
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そのほか 

授業形態（そのほか）の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table31

に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table31：授業形態（そのほか）の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

そのほかの有無 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

あり 2 35 

なし 21 255 

 

 Table24から Table31の結果より、授業形態のうち、講義、学習指導案の作成、授業視聴、模擬授

業、授業参観、小・中学校の教員による講話において大学間で有意差がないこと、小集団による演習

のみ、道徳関連科目のない大学で有意に多いことが示された。 

 

■成績評価方法 

以下では、成績評価方法（出席状況、レポート、実技、テスト）の 4項目およびその他の回答の各々

と道徳関連科目の有無について検討した。 

 

出席状況 

評価方法（出席状況）の考慮×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table32

に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table32：評価方法（出席状況）の考慮×道徳関連科目の有無のクロス表 

出席状況の考慮 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

考慮する 16 234 

考慮しない 7 56 

 

レポート 

評価方法（レポート）×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った（Table33）。その結果、有意

傾向であった（両側検定：p＜.071））。道徳関連科目のある大学でレポートが有意に少なく、道徳関

連科目のない大学でレポートが有意に多かった。 

 

Table33：評価方法（レポート）の考慮×道徳関連科目の有無の人数および直接確率計算の結果 

レポートの考慮 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

考慮する 14+ 227+ 

考慮しない 9+ 63+ 

**p＜．01 *p＜．05 +p＜.10 
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実技 

評価方法（実技）の考慮×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table34に示

した。有意差は見られなかった。 

 

Table34：評価方法（実技）の考慮×道徳関連科目の有無のクロス表 

実技の考慮 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

考慮する 2 47 

考慮しない 21 243 

 

テスト 

テストの考慮×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table35に示した。有意

差は見られなかった。 

 

Table35：評価方法（テスト）の考慮×道徳関連科目の有無のクロス表 

テストの考慮 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

考慮する 15 174 

考慮しない 8 116 

 

そのほか 

評価方法（そのほか）の考慮×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table36

に示した。有意差は見られなかった。 

 

Table36：評価方法（そのほか）の考慮×道徳関連科目の有無のクロス表 

そのほかの考慮 
道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝290） 

考慮する 6 62 

考慮しない 17 228 

 

Table32から Table36の結果より、出席状況、実技、テスト、そのほかにおいて大学間に差はない

こと、レポートのみ有意傾向が見られることが示された。 
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■都道府県・区市町村の教育委員会等との連携の有無 

都道府県との連携の有無×道徳関連科目の有無の直接確率計算を行った。その結果を Table37に示

した。有意差は見られなかった。 

 

Table37：都道府県・区市町村の教育委員会等との連携の有無×道徳関連科目の有無のクロス表 

都道府県との連携

の有無 

道徳関連科目

あり（ｎ＝23） 

道徳関連科目 

なし（ｎ＝289） 

あり 1 28 

なし 22 261 
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Figure1：道徳関連科目の有無を一要因とした講義中に触れた授業内容（現実）の分散分析の結果 

 

分析に先立ち、水準間の分散の等質性を検討した。その結果、「道徳の学習指導案」、「道徳授業の

指導理論」において各々5％水準（F(1,302)=5.16,p<.05）、1％水準（F(1,298)=8.01,p<.01）で有意差

があったため、分析から除外した。 

以上の 2項目を除き、18項目の講義中に触れた授業内容を従属変数、道徳関連科目の有無を独立変

数とした一要因の分散分析を行った。その結果、「道徳資料論」の主効果が有意であった

（F(1,293)=3.91,p<.05）。 

以上より、道徳関連科目のある大学で「道徳資料論」により触れられていることが示された。 
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Figure2：道徳関連科目の有無を一要因とした講義中に時間をかけたい授業内容（希望）の分散分析の

結果 

 

分析に先立ち、水準間の分散の等質性を検討した。その結果、「道徳教育の意義」

（F(1,304)=8.23,p<.01）「道徳の学習指導案」（F(1,300)=10.90,p<.001）、「道徳授業の指導理論」

（F(1,295)=30.17,p<.001）、「戦後の道徳教育の歴史」（F(1,295)=6.17,p<.05）において有意差があっ

たため、以下の分析から除外した。 

以上の 4項目を除き、16項目の講義中に時間をかけたい授業内容を従属変数、道徳関連科目の有無

を独立変数とした一要因の分散分析を行った。その結果、「道徳資料論」、「心のノート」の主効果が有

意であった（道徳資料論（F (1.292)=4.51,p<.05）、心のノート（F (1.294)=6.35,p<.05）。 

以上より、道徳関連科目のある大学において、「道徳資料論」、「心のノート」により時間をかけた

いと考えられていることが示された。 
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まとめ 

 調査 4 では、「道徳の指導法」にあたる科目の大学における設置状況・講義実態について道徳関連

科目を設置する大学と道徳関連科目を設置しない大学を比較検討することを目的として、全国の教職

課程を持つ四年制大学・短期大学の当該科目の教務あるいは学務担当者および担当教員を対象とし、

質問紙調査（郵送法）を行った。分析対象は、前者が 23大学、後者が 292大学であった。 

道徳関連科目の設置の有無により比較した結果、小学校課程認定の有無、専任教員の在籍、道徳関

連の講座組織の有無、講義担当者の小中学校での教職経験の有無、当該科目の対象課程、授業形態（レ

ポート）、評価方法（レポート）において有意差が示された。具体的には、道徳関連科目のある大学で

は、小学校一種課程を認定していること、専任教員数、当該科目を専門とする講座組織、講義が小学

校課程を対象としていることが有意に多かった。一方、道徳関連科目のない大学では、小学校専修課

程を設置していること、小中での教職経験者数、講義が中学校課程を対象としていること、小集団に

よる演習（講義形態）、レポート（評価方法）が有意に多かった。 

道徳の授業内容 20項目に関して、「道徳資料論」、「心のノート」において有意差が示された。道徳

関連科目のある大学で「道徳資料論」についてより触れられており、今後「道徳資料論」、「心のノー

ト」に時間をかけたいと考えられていることが示された。 

 

（藤澤文・永田繁雄） 
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調査５：「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスについての内容分析 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスの記載内容および構成について明らかにする。  

 

方法  

■調査協力者  

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学の「道徳の指導法」を担

当する教務課員および当該科目担当教員が対象であった。小学校あるいは中学校の教員養成課程を持

つ大学の抽出にあたっては、文部科学省の小学校・中学校教職課程のある大学リストに従い、最終的

に 648校が抽出された。  

 

■調査時期 

平成 21年 7月 17日に依頼状を一斉に郵送した。平成 21年 8月 10日をシラバス返送の締め切り

とし、平成 21年 9月末までに回収されたシラバスが分析対象とされた1。 

以上の回収結果は Table1に示されるとおりである。国立四年制大学が 50大学 92枚、公立四年制

大学が 19大学 25枚、公立短期大学が 2大学 2枚、私立四年制大学が 205大学 328枚、私立短期大

学が 40大学 49枚であり、総計 316大学 496講義のシラバスが回収された。 

 

Table1：シラバスの回収率 

 
大学数 回収大学数 回収枚数 

国立四年制大学 75 50 92 

公立四年制大学 39 19 25 

公立短期大学 7 2 2 

私立四年制大学 415 205 328 

私立短期大学 112 40 49 

合計 648 316 496 

 

■調査手続き（調査 2と同様である） 

2009年前期が終了すると思われる時期に大学教務課あるいは学務課宛に依頼を発送した。その内容

物は、挨拶・依頼状および返送用切手付き封筒、宛名シールであった。調査票には ID が振られてい

た。また、希望者には本研究の結果のフィードバック（報告書）を送付する旨が伝えられると同時に、

返信用あて名シールを返送するよう求められた。 

 

■分析に用いた調査項目 

大学によりシラバスに記載される事項が異なるため、分析に先立ち、調査項目が抽出された。抽出

された調査項目は、大学種、科目名、科目名の英訳、当該科目の開講学期、当該授業の開講曜日、当

該科目の開講時限、当該科目の単位数、当該科目の開講年次、キーワーズ、当該授業の評価方法、授

業目的、到達目標であった。 

                                                   
1 平成 21年度 10月以降には 1通のみ返信があった。回収率の算出には加えられたが以後の分析からは除外された。 
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■コード化 

分析に先立ち、各調査項目は、以下のコードに割り当てられた。 

□大学種：四年制大学、短期大学 

□科目名：当該科目の実際に使用されている科目名 

□科目名の英訳：当該科目の実際に使用されている英語の科目名 

□当該科目の開講学期：半期（前期、後期）、通年、集中、そのほかに割り当てられた。 

□当該授業の開講曜日：月、火、水、木、金、土、集中・連続講義に割り当てられた。 

□当該科目の開講時限：1時限目、2時限目、3時限目、4時限目、5時限目、6時限目、7時限目、

13時限目、隔週 2、週 2時間、集中・連続講義、そのほかに割り当てられた。 

□当該科目の単位数：1単位、2単位に割り当てられた。 

□当該科目の開講年次：大学種別の当該授業の開講年次 

□キーワーズ：シラバスに掲載されるキーワーズ。 

□当該授業の評価方法：シラバスに掲載される成績評価方法 

□授業目的・到達目標：PASW Text Analytics Surveysを用いて、当該文章中の名詞が拾い上げられ、

数え上げられた。また、本調査のキーワードである、「道徳」、「価値」を含む単語がPASW Text Analytics 

Surveysを用いて拾い上げられ、数え上げられた。 
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結果 

■科目名 

当該科目の科目名について該当するものを一覧とし、科目名別の人数と割合について Table2 に示

した。 

 

Table2：当該科目の科目名（ｎ＝496） 

 科目名 ｎ ％ 

道徳教育の研究 249 50.2 

道徳教育論 88 17.7 

道徳教育研究 26 5.2 

道徳教育 26 5.2 

道徳の指導法 14 2.8 

道徳教育の理論と方法 14 2.8 

道徳教育の指導法 12 2.4 

道徳教育指導法 12 2.4 

道徳指導法 10 2.0 

道徳教育指導論 10 2.0 

道徳教育の理論と実践 9 1.8 

道徳指導論 7 1.4 

道徳教育/道徳教育の研究 3 0.6 

道徳と価値の教育 3 0.6 

道徳教育実践指導論 2 0.4 

道徳の歴史と方法 1 0.2 

道徳・同和教育論 1 0.2 

道徳教育要説 1 0.2 

教育と倫理 1 0.2 

子どもと道徳 1 0.2 

記載なし 6 1.2 
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■科目名の英訳 

当該科目の科目名の英訳について該当するものを一覧とし、英訳科目名別の大学数と割合について

Table3に示した。 

 

Table3：当該科目の英訳（ｎ＝496） 

 英文科目名 ｎ ％ 

Moral Education 31 6.3 

Studies of Moral Education 16 3.2 

Study on Moral Education 7 1.4 

Methodology on Moral Education 6 1.2 

Contemporary Approaches to Moral Education 4 0.8 

Studies in Moral Education 4 0.8 

Theory and Methods in Moral Education 4 0.8 

Theory and Practice of Moral Education 4 0.8 

Instruction of Moral Education 4 0.8 

Moral Education Studies 3 0.6 

A Study of Moral Education 2 0.4 

Introduction to Moral Education 2 0.4 

Studies in Moral Teaching 2 0.4 

Education and Ethics 1 0.2 

Guidance on Moral Education 1 0.2 

Method and History of Moral Education 1 0.2 

Methodology of Moral Education 1 0.2 

Principles and Practices in Moral Education 1 0.2 

Studies in Moral Education in Elementary School 1 0.2 

Studies in Moral Education in Junior High School 1 0.2 

Studies on Moral and "Dowa" Education 1 0.2 

Study of Ethical Education 1 0.2 

Study of Morality 1 0.2 

Theory and Practice of Moral Education 1 0.2 

Theory of Practice of Moral Education 1 0.2 

記載なし 395 79.6 
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■当該科目の開講学期 

当該科目の開講学期について人数を Figure1に示した。 

 

■当該科目の開講曜日 

当該科目の開講曜日について人数を Figure2に示した。 

 

■当該科目の開講時限 

当該科目の開講時限について人数を Figure3に示した。 
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■当該科目の単位数 

当該科目の認定単位数について人数を Figure4に示した。 

 

■大学種別の当該科目の開講年次 

大学種別に当該科目の開講年次別の人数を示した（Figure5、Figure6）。 
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Figure4:当該科目の単位数（ｎ＝496） (人) 
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Figure5:四年制大学の当該科目の開講年次（ｎ＝445） 

(人) 

 

21 

13 

17 

0 5 10 15 20 25 

記載なし 

2年生 

1年生 

Figure6:短期大学の当該科目の開講年次（ｎ＝51） 
(人) 



69 

 

■キーワーズ 

キーワーズについて該当するものを一覧とし、キーワーズ別の人数について Table4に示した。 

 

Table4：キーワーズ（ｎ=55，複数回答） 

n キーワーズ 

17 道徳教育 

13 道徳の時間 

12 道徳 

8 道徳性 

7 学習指導要領 

4 人間として在り方や生き方、教育勅語 

3 道徳性の発達、道徳の授業、学校における道徳指導、こころのノート、社会規範、人権、人権教育、道徳的価値 

2 

生きる力、いのちの教育、価値、学校における道徳教育、家庭と道徳教育、カント、規範、教育病理、共感、現

代社会の特徴、コールバーグ、しつけ、修身、小学校、ジレンマ、人格の完成、道徳教育の実践と指導法、道徳

教育の歴史、道徳教育方法論、道徳的価値の学習、道徳的実践力、道徳の必要性、モラルジレンマ 

1 

愛国心教育、アリストテレス、生き方と道徳、意志の自律性、いじめ、一人前、癒し、エンカウンター、科学、

価値意識、価値の明確化、学級担任の教師、学校、学校における道徳教育の仕組、家庭、家庭教育、可変性と普

遍性、感受性、感性教育、帰結主義、基本型、義務論、教育、教育基本法、教育の宗教的中立性、教師の資源、

共同体主義、規律の精神、グループエンカウンター、ケアリング、構造化、心の教育、個人と社会、固定教科書、

子ども、子どもたちの生活現実、コミュニケーション、自己の探求、死者正者の共生・共闘・回向、自然主義的

誤謬、師弟同行、社会、宗教教育、集団での愛着心、自由と平等のジレンマ、朱子学、常識、人格形成、人権尊

重の教育、性差別、生命に対する畏敬の念、相対主義、団体、知識、道徳教育の計画、道徳教育の目的・内容・

方法、道徳教育の理論、道徳教育の理論的基礎、道徳性の進化、道徳性の発達段階、道徳的行為、道徳的主体性、

道徳的心情・態度・判断力、道徳的発達理論、道徳的判断、道徳的評価、道徳と人間形成、道徳と法、道徳と倫

理、道徳人間、道徳の三要素、徳育、内観法、人間、人間関係、発達、ピアジェ、批評、風俗、二つの道徳、普

遍主義、プラグマティズムの道徳教育論、文化多元主義、平和教育、法、模擬授業、モラル、役割取得、よく生

きるということ、理性・感情・行動、リベラリズム、倫理、倫理学、ロールズ、我-汝 
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■当該科目の評価方法 

当該科目の評価方法について一覧にし、評価方法別の人数を Table5に示した。 

 

Table5：当該科目の評価方法（ｎ=474，複数回答） 

評価方法 ｎ 

定期試験 325 

出席状況 260 

レポート 231 

授業態度 155 

学習指導案 102 

小レポート・小課題 50 

提出課題 44 

模擬授業 43 

リアクションペーパー 38 

平常点 31 

授業内におけるレポート・課題 37 

小テスト 20 

授業内における発表（講義への参加度） 17 

小論文 15 

成果口述発表（プレゼン・研究発表） 14 

ノート・テキスト 9 

その他 7 

 

■教材または参考図書として挙げられる図書の冊数 

教材または参考図書として挙げられる図書の冊数を Figure7に示した。 

 

23 

1 

1 

1 

1 

5 

15 

17 

23 

44 

93 

163 

109 

0 100 200 

記載なし 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Figure7:教材または参考図書として挙げられる図書の冊数 

（ｎ＝496） 

(人) 

冊
数 



71 

■授業目的 

授業目的の中に出現する名詞と名詞別の人数を Table6に示した。 

 

Table6：授業目的の中に出てくる名詞（ｎ＝10以上）と人数（ｎ＝457，複数回答） 

n 名詞 

 415  道徳教育 

 317 道徳 

 155 学校 

 141 時間 

 138 あり方 

 130 理解 

 129 授業 

 109 教育 

 107 内容 

 104 考察 

 99  実践 

 96 目標 

 95 道徳性 

 89 人間, 指導 

 88 歴史 

 84 学校教育 

 81 もの 

 79 課題 

 77 方法 

 74 意義 

 73 目的 

 72 子供 

 71 問題, 講義 

 69 作成 

 68 教師 

 67 中 

 65 社会 

 62 育成 

 59 検討 

 58 学習指導要領 

 57 中学校 

 55 理論 

 54 学習 

 51 心 

 50 現状 

 48 上 

 46 1 

 43 模擬授業 

 42 生徒 

 41 2, 指導法, 日本 

 40 展開, 指導案, 現在 

 39 指導方法 

 36 実際, 本質, 生き方 

 35 役割, 現代 

 34 3, 我が国 

 33 意味, 本授業 

 32 実践力, 発達 
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 30 充実, 現代社会,  

 29 家庭, 形成, 考え方 

 27 人, 教育活動全体, 研究, 視点, 重要性 

 26 変遷, 実施 

 25 受講生, 知識, 自分, 認識, 諸問題, 関連 

 24 テーマ, 価値, 自覚 

 23 ねらい, 力, 変化, 小, 必要性, 態度, 状況, 関係 

 22 中心, 場, 学生, 道徳的価値 

 21 可能性, 問題点, 小学校, 活動, 道徳授業 

 20 いじめ, 人格, 基盤, 指導計画, 教育現場 

 19 基礎, 担当, 概観, 習得, 道徳的実践力 

 18 なか, 人間性, 他, 位置づけ, 児童, 基本, 学習指導, 概説, 評価 

 17 教職, 次 

 16 4, 価値観, 実践例, 指導力, 教員, 構成, 資料 

 15 一人一人, 人間形成, 判断力, 学校教育全体, 解説, 資質 

 14 全教育活動, 分析, 受講者, 同時, 学校現場, 将来, 心情, 把握, 教材, 特設, 科目 

 13 モラル, 存在, 実態, 戦後, 提示, 教育活動, 教育課程, 最後, 紹介, 考え, 能力, 観点,  

  重視, 関わり 

 12 中学校学習指導要領, 個人, 共, 学習指導案, 戦前, 探求, 教育基本法, 特質, 規範, 視野, 

道徳教育実践 

 11 5, 三つ, 予定, 人々, 他者, 低下, 前提, 各教科, 各自, 向上, 地域社会, 実践意欲, 改訂,時代, 確認, 

道徳指導 

 10 人間教育, 側面, 参加, 地域, 多様化, 対応, 工夫, 本講座, 点, 生命, 社会生活, 立場,  

議論,道徳観, 青少年 

 注）Table6にはｎ＝10以上である名詞を掲載した。授業目的に出現したｎ＝10未満の名詞と人数は巻末資料として掲載した。 
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■到達目標 

到達目標の中に出現する名詞と名詞別の人数を Table7に示した。 

 

Table7：到達目標の中に出てくる名詞（ｎ＝10以上）と人数（ｎ＝253，複数回答） 

n 名詞 

 200 道徳教育 

 163 道徳 

 134 理解 

 75 時間 

 68 学校 

 61 目標 

 58 授業 

 54 1, 内容 

 53 2 

 46 3 

 43 作成 

 41 意義, 指導 

 40 あり方, 方法 

 36 実践, 道徳性 

 33 学校教育, 指導案 

 29 学習指導要領, 歴史 

 27 教育 

 26 指導法, 理論 

 25 課題 

 24 4, 知識 

 22 考察 

 21 人間, 説明 

 20 生徒, 習得 

 19 中学校, 問題, 意味, 目的 

 18 基礎, 指導力, 教職, 自分 

 17 もの, 役割, 必要性, 講義, 道徳授業 

 16 子ども, 実際, 本質 

 15 上, 指導方法, 育成, 重要性 

 14 力, 我が国, 教師 

 13 位置づけ, 学生, 学習指導, 実践力, 獲得 

 12 到達目標, 把握, 日本, 模擬授業, 現代社会, 現在, 現状 

 11 中, 児童生徒, 実施, 家庭, 教育活動全体, 認識 

 10 5, 中心, 問題点, 実現, 態度, 検討, 発達 

 注）Table7 にはｎ＝10以上である名詞を掲載した。授業目的に出現したｎ＝10未満の名詞と人数は巻末資料として掲載した。 
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■授業目的・授業目標における「道徳」、「価値」を含む単語 

授業目的・授業目標において、「道徳」あるいは「価値」を含む単語すべてとそれ他を使用する人

数を Table8から Table11に示した。 

 

Table8：授業目的における「道徳」を含む単語とそれを使用した人数（n =457） 

道徳教育(415), 道徳(317), 道徳性(95), 道徳的価値(22), 道徳授業(21), 道徳的実践力(19), 道徳教育実践(12), 

道徳指導(11), 道徳観(10), 道徳教育観(7), 道徳教育論(6), 道徳編(6), 道徳教育史(5), 道徳的判断力(5), 道徳哲

学(4), 道徳思想(4), 道徳的実践(4), 道徳学習(3), 道徳教育そのもの(3), 道徳教育思想(3), 道徳的心情(3), 道徳

学習指導(2), 道徳性養成(2), 道徳意識(2), 道徳指導案(2), 道徳授業論(2), 道徳教材(2), 道徳教育体験(2), 道徳

教育改革(2), 道徳教育関連(2), 道徳時間(2), 道徳規範(2), 道徳資料(2), 道徳教育 4(2), 道徳的価値観(2), 道徳

的倫理的判断(2), 道徳的危機(2), 道徳的感受性(2), 道徳的成長(2), 道徳的習慣(2) 

以下回答数 1 

カント道徳哲学, 内容道徳性, 国民道徳, 学校道徳教育, 本来道徳教育, 総合的道徳教育, 道徳そのもの, 道徳内容, 

道徳問題, 道徳実践力, 道徳心, 道徳思想史, 道徳性形成, 道徳性発達段階論, 道徳性研究, 道徳性育成, 道徳授業

案, 道徳授業評価, 道徳教育全般, 道徳教育指導, 道徳教育指導法, 道徳教育指導計画, 道徳教育推進, 道徳教育推

進教師, 道徳教育政策, 道徳教育方法, 道徳教育方法論, 道徳教育理論, 道徳教育研究, 道徳能力, 道徳論, 道徳的

主体性, 道徳的教育, 道徳教論, 道徳形而上学原論, 道徳教育独自, 道徳的価値判断, 道徳的問題, 道徳的基盤, 道

徳的意義, 道徳的指導力, 道徳的教育内容, 道徳的環境, 道徳的発達, 道徳的知見, 道徳的認識, 道徳的課題, 道徳

的諸価値, 道徳的資質, 学習指導要領解説道徳編, いま道徳教育, 全員道徳, 道徳教育学入門 

注）下線は「道徳」および「価値」の両方を含むものを指す。 

 

Table9：到達目標における「道徳」を含む単語とそれを使用した人数（n =253） 

道徳教育(200), 道徳(163), 道徳性(36), 道徳授業(17), 道徳教育観(8), 道徳編(7), 道徳指導(6), 道徳的実践力

(6), 道徳的発達(5), 道徳観(5), 道徳的心情(4), 道徳資料(3), 道徳課題(3), 道徳教育実践(3), 道徳的価値(3), 

道徳的判断(3), 道徳的教育(3), 道徳的行為(3), 道徳指導案(2), 道徳教育関連(2), 道徳教育研究(2), 道徳性発達

(2), 道徳的倫理的判断(2), 道徳的判断力(2), 道徳教育上(2) 

以下回答数 1 

具体的道徳, 道徳思想, 中学校道徳教育, 道徳理論, 道徳指導実践, 道徳学習, 道徳哲学, 道徳意識, 道徳学習指導, 

本来道徳, 道徳教育理論, 道徳原理, 道徳心, 道徳教育担当者, 道徳文化, 学校道徳教育入門, 民主的道徳教育, 近

代市民道徳, 認知的領域道徳教育, 道徳主任, 道徳授業育実践, 道徳教育2時間割, 道徳教育全般, 道徳教育施策, 道

徳教育育, 道徳教育論, 道徳的価値観, 道徳的実践意欲, 道徳的指導, 道徳的要素, 道徳的観点 

注）下線は「道徳」および「価値」の両方を含むものを指す。 
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Table10：授業目的における「価値」を含む単語とそれを使用した人数（n=457） 

価値(24), 道徳的価値(22), 価値観(16), 価値感(4), 価値明確化(2), 価値判断(2), 価値教育(2), 道徳的価値

観(2), 価値多元化(1), 価値基準(1), 価値多様化時代(1), 価値選択(1), 価値意識(1), 道徳的価値判断(1), 

道徳的諸価値(1) 

注）下線は「道徳」および「価値」の両方を含むものを指す。 

 

Table11：到達目標における「価値」を含む単語とそれを使用した人数（n=253） 

価値(9), 価値観(4), 道徳的価値(3), 価値基準(1), 価値多様化時代(1), 価値多元化社会(1), 必要価値(1), 道徳的

価値観（1） 

注）下線は「道徳」および「価値」の両方を含むものを指す。 

 

まとめ 

本調査は、「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスの記載内容を明らかにすることを目的として

実施された。調査対象は全国の教職課程を持つ大学・短期大学 648校で、郵送法によりシラバスが回

収された。その結果、総計 316大学 496講義のシラバスが回収された。調査項目は科目名、英訳科目

名、開講学期、開講曜日、開講時限、単位数、開講年次、キーワーズ、評価方法、授業目的・到達目

標であった。 

その結果、「道徳教育の研究」という科目名が最も多く使用されており（50.2％）、半期間で実施さ

れることが多く（370枚）、土曜日を含むいずれの曜日にも開講されていた。また、集中講義や連続講

義も行われていた。与えられる単位数は 2単位が最も多く（398枚）、四年制大学では、2年生時に開

講されることが最も多かった（152枚）。キーワーズとして取り上げられている単語は多いものから「道

徳教育（17枚）」、「道徳の時間（13枚）」、「道徳（12枚）」、「道徳性（8枚）」であった。評価方法は

多いものから「定期試験（325枚）」、「出席状況（260枚）」、「レポート（231枚）」、「授業態度（155

名）」であった（複数回答）。 

授業目的において使用されていた単語（名詞）は多いものから「道徳教育（415枚）」、「道徳（317

枚）」、「学校（155枚）」であった。到達目標の中に出てくる単語（名詞）は多いものから「道徳教育

（200枚）」、「道徳（163枚）」、「理解（134枚）」であった。 

 

（藤澤文・永田繁雄） 
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調査６：「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスの分析： 

授業内容及び構成に関して 

 

目的 

「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスに記載される 15 回の授業内容と授業構成について明ら

かにする。 

 

方法 

■調査協力者  

日本国内の小学校・中学校の教員養成課程を持つすべての大学・短期大学が対象であった。小学校

あるいは中学校の教員養成課程を持つ大学の抽出にあたっては、文部科学省の小学校・中学校教職課

程のある大学リストに従い、最終的に 648校が抽出された。  

国立四年制大学が 50大学 92枚、公立四年制大学が 19大学 25枚、公立短期大学が 2大学 2枚、

私立四年制大学が 205大学 328枚、私立短期大学が 40大学 49枚、総計 316大学 496講義のシラバ

スが回収された。 

 

■調査時期（調査 5と同様である） 

平成 21年 7月 17日に依頼状を一斉に郵送した。平成 21年 8月 10日をシラバス返送の締め切り

とし、平成 21年 9月末までに回収されたシラバスが分析対象とされた1。そして、分析に先立ち、こ

れらのシラバスのうち授業回数 15 回分の内容を記載していないシラバス、全体の授業概要のみを記

すなど各回の授業内容が分からないもの（175枚）が分析対象から除外された（Figure１を参照）。 

 

■調査手続き（調査 2と同様である） 

大学の教務課宛に依頼が発送された。その内容物は、挨拶・依頼状および返送用切手付き封筒、宛

名シールであった。調査票には ID が振られていた。また、希望者には本研究の結果のフィードバッ

ク（報告書）を送付する旨が伝えられると同時に、返信用あて名シールを返送するよう求められた。 

 

■分析に用いたシラバスの内容 

分析に先立ち、回収されたシラバスにはすべて IDが振られた。分析に使用したシラバスの内容は、

15回の各回に示された授業内容であった。 

 

■コード化 

分析対象のシラバスは Table1 の基準に従い、いずれかにカテゴリー分類された。大学種別のカテ

ゴリー分類の結果を Figure1に示した。 

また、この結果に基づき、上記のカテゴリーのシラバスの中から比較的多く確認され、その特色を

読み取り易いものを抽出し、表現の調整を経て Table2に参考事例として掲載した。 

  

                                                   
1 平成 21年度 10月以降には 1通のみ返信があった。回収率の算出には加えられたが以後の分析からは除外された。 
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Table１：シラバスの内容に関するカテゴリー分類の基準（シラバス分類コード） 

記号 種別 特色 備考 

■ ○ …主として１つの内容を重点化 →１つの内容が半数または８回を超えている 

Ｔ 
 
Ｌ 
 
Ｓ 
 
Ｍ 
 
Ｒ 
 
Ｇ 
 
Ｋ 
 
 
Ｈ 
 
Ｊ 
 
Ｉ 

 

 ●哲学・倫理等の重

視 
 ●法や政治等の重

視 
 ●心理や道徳性の

発達等の重視 
 ●社会問題や社会

背景の重視 
 ●道徳教育の歴史

の重視 
 ●外国の道徳教育

の実際の重視 
 ●学習指導要領に

即した内容の重

視 
 ●道徳授業理論の

重視 
 ●授業力や実践的

指導力形成の重視 
 ●生徒指導や人権

教育等の重視 

◆哲学・倫理・宗教等に関する内容

が半数を超えるもの 
◆法や政治に関する内容が半数を

超えるもの 
◆道徳性心理やその発達等に関す

る内容が半数を超えるもの 
◆現代社会の問題やその背景等に

関する内容が半数を超えるもの 

◆日本の道徳教育の歴史に関する

内容が半数を超えるもの 
◆外国の道徳教育の実際に関する

内容が半数を超えるもの 
◆学習指導要領の「解説書」的なな

内容が網羅され８回程度を超え

るもの 
◆授業理論や指導方法論の紹介や

解説が半数を越えるもの 
◆学習指導案作成や模擬授業、授業

参観等が８回程度を超えるもの 
◆生徒指導、いじめ、人権、教育相

談等の内容が半数を超えるもの 

・思想史、宗教史等を含む 
 
・法や政治と道徳の関係を主とし、教育

基本法、学校教育法はＫに含む 
・解説書の道徳性の概説と考えられるも

のはＫに含む 
 
 
・人物の思想紹介的なものはＴに含む 
 
・人物の思想紹介的なものはＴに含む 
 
・道徳教育の理念、目標、内容、計画、

全教育活動の指導等、解説書の内容に

即したシラバス 
・道徳に関する授業理論や指導法の紹介

や概説に留まるもの 
・道徳授業作りに直接かかわる内容を中

心としたシラバス 
・「心のノート」の活用を含む 
・家庭や地域における指導、問題行動等

への対応を含む 

■ Ａ …上記のＴからＩの内容をアレンジしたもの →各内容が概ね１～３回ずつ細分化されている 
   Ａ 
 

 ●多彩なテーマの 
   細分化 

◆上記の内容が毎時または１～３時間程度ごとにアレンジされているもの 
 

■○○ …主として２つの内容を組み合わせて重点化 
    （下記は例示、下記以外の構成も含む） 

→２つの内容が合わせて１０回を超えている 
 

  ＴＲ      ＴＫ 
  ＴＪ      ＳＪ 
  ＭＨ      ＭＪ 
  ＲＧ      ＲＫ 
  ＲＪ      ＫＪ 
  ＨＪ    

 ●例えば「ＴＲ」であれば、哲学・倫理・宗教等に関する内容と道徳教育の歴史の両

面を合わせて１０回を超え、全体的にその両面を重視したと考えられるもの 
  （左には、シラバスの読み取りで確認できた組合せのみを示している。） 
 
 

■○Ａ …１つの内容を相対的に重視し他をアレンジしたもの 
     （下記は例示、下記以外の構成も含む） 

→重視した１つの内容が６回程度を越え、残りが１～

３回程度に細分化されている 
  ＴＡ      ＳＡ 
  ＲＡ      ＫＡ 
  ＪＡ       

 ●例えば「ＴＡ」であれば、哲学・倫理・宗教等を重視し、残り半分程度をいくつかの

テーマで細分化して構成しているもの 
  （左には、シラバスの読み取りで確認できた組合せのみを示している。） 

■○○○ …３つの内容を同程度に重視したもの 
     （下記は例示、下記以外の構成も含む） 

 →各内容が４～５回程度ずつで構成されている 
 

  ＴＳＪ    ＴＲＫ 
  ＴＲＪ    ＴＫＪ 
  ＳＲＪ    ＲＫＪ 
  ＲＪＩ    ＫＪＡ 

 ●例えば「ＴＳＪ」であれば、哲学や倫理と心理や道徳性の発達、授業力や実践的指導

力形成の３つについてそれぞれをほぼ同等に（４～５時間程度ずつ）位置付けている

もの 
   （左には、シラバスの読み取りで確認できた組合せのみを示している。） 

■ ？ …分類の仕方を固定できないもの →上記に入らない内容、不明な内容等 

   ？  ●分類の視点が上記に見られず、独自なテーマ等で構成され、分類が難しいもの 

      注）オリエンテーション、ガイダンス、プロローグ、道徳の意義などの導入的な位置付け及び 

        テスト・評価、試験、レポート提出などのまとめ的な位置付けの授業はカウントから除外。 

  



78 

結果 

■シラバスの種類 

Table1のカテゴリー基準に従い、分類した結果を Figure1に示した。 

 

Figure1：四年制大学・短期大学別のカテゴリー別のシラバス数 

注）表中のXは、授業の概要のみを示したり、15回分を超えたり、それに満たなかったりするなど、授業回数 15回分

の内容を読み取ることができないシラバス（計 175が該当）。 
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Table2：シラバスのカテゴリー別参考 

※一般的な表現等への調整、要約等あり。 

① Ｔの事例  ……(哲学・倫理等の重視） 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   はじめに・「道」「徳」「教」「育」の概念 

２   ギリシャ哲学における徳・四徳・ホモサピエンスの人間観 

３   キリスト教における徳・宗教的人間の理念 

４   ヒューマニズムにおける徳・ホモ・ファーベルと近代知 

５   中国思想における徳・儒教道徳・人間観の東西比較 

６   カントの人間学・批判哲学・人格の尊重 

７   哲学的人間学・Ｍ．シェーラーにおける人間概念・現代の人間観 

８   実存と個人・異邦人の思想 

９   日本の道徳教育(1)：戦前の道徳教育・教育制度と修身科 

10   日本の道徳教育(2)：戦後の道徳教育・臨教審以前、新教育基本法 

11   中学校学習指導要領の新旧比較 

12   学習指導要領解説道徳編(1)：道徳教育の目標と指導計画 

13   学習指導要領解説道徳編(2)：家庭や地域社会との連携、生徒理解 

14   平和教育、個人と社会と道徳教育 

15   おわりに 全教育活動における道徳教育 

 

② Ｒの事例  ……(道徳教育の歴史の重視) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業内容への導入 

２   学制発布期以降の修身を中心とした教育 

３   修身教育の転換 

４   教育勅語体制下の修身教育 

５   大正デモクラシー下の修身教育 

６   戦時下の修身教育の考え方 

７   戦後直後の道徳教育の構想や方向性 

８   試案・学習指導要領に見られる道徳教育の考え方 

９   試案・学習指導要領による道徳教育とその実際 

10   道徳教育に関する施策の変化や転換 

11   特設「道徳の時間」をめぐって（１）…特設されたことの趣旨 

12   特設「道徳の時間」をめぐって（２）…どのような形で特設されたか 

13   特設「道徳の時間」をめぐって（３）…「道徳の時間」はどのように展開されたか 

14   学校教育全体の「要」としての「道徳の時間」の課題とは 

15   授業全体のまとめ 
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③ Ｋの事例  ……(学習指導要領に即した内容の重視) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   小学校における道徳教育の教育的意義 

２   道徳教育の目標・道徳の時間の目標 

３   道徳の内容、内容項目の構成と指導の観点 

４   道徳性の把握と道徳的実践力の指導 

５   道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画 

６   道徳の時間の教育的な意義と課題 

７  「道徳の時間」における価値の自覚を深める指導 

８  「道徳の時間」の学習指導の多様な創意工夫の実際 

９  「道徳の時間」の学習指導案の作成、その手順と実際 

10   道徳の時間の多様な資料と活用方法 

11   全教育活動における道徳教育の指導の在り方 

12   学校と家庭・地域社会と連携した道徳教育の在り方 

13   道徳教育における児童理解と評価 

14   道徳教育における教師の取組とその意識の問題 

15   評価テスト 

 

 

④ Ｊの事例  ……(授業力や実践的指導力形成の重視) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業についてのガイダンス 

２   学習指導要領の改訂と道徳教育 

３   特設された「道徳の時間」について 

４   中学校における道徳教育のカリキュラムについて 

５  「道徳の時間」の授業映像を視聴～授業の感想を提出（第１回） 

６  「道徳の時間」の授業映像を視聴～授業の感想を提出（第２回） 

７  「道徳の時間」の授業映像を視聴～授業の感想を提出（第３回） 

８   授業分析の方法（授業記録の意義および授業分析の手順等） 

９   小集団（１０人以内）で授業分析を実施（第１回） 

10   小集団（１０人以内）で授業分析を実施（第２回） 

11   小集団（１０人以内）で授業分析を実施（第３回） 

12   各小集団からの授業分析結果の発表とディスカッション（１） 

13   各小集団からの授業分析結果の発表とディスカッション（２） 

14  「道徳の時間」の学習指導案の書き方について 

15  「道徳の時間」の学習指導案（机上プラン）の作成 
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⑤ Ｉの事例  ……(生徒指導や人権教育等の重視) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業のガイダンス 

２   学校における道徳教育とその位置付けの歴史 

３   道徳の時間の指導とその課題 

４  「心のノート」と道徳教育① 

５  「心のノート」と道徳教育② 

６   道徳教育と規範意識の関連 

７   いじめ問題と道徳教育① 

８   いじめ問題と道徳教育② 

９   いじめ問題と道徳教育③ 

10   いじめ問題と道徳教育④ 

11   問題行動や暴力行為と道徳教育 

12   性問題や性に関する教育と道徳教育 

13   人間の多様な生き方と人権、道徳教育① 

14   人間の多様な生き方と人権、道徳教育② 

15   まとめとテスト 

 

 

⑥ Ａの事例  ……(多彩なテーマの細分化) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業ガイダンス（授業内容・計画、評価方法について） 

２   道徳教育の現在とその課題 

３   道徳教育思想の歴史－古代ギリシアの倫理思想からデュルケームまで 

４   道徳教育の歴史①－戦前日本における教育勅語と修身教育 

５   道徳教育の歴史②－戦後日本における道徳教育 

６   道徳性の発達理論①－フロイトとピアジェ 

７   道徳性の発達理論②－コールバーグ 

８   モラルジレンマの授業とその検討① 

９   モラルジレンマの授業とその検討② 

10   道徳教育の題材と実践から① 

11   道徳教育の題材と実践から② 

12   道徳教育と宗教とのかかわり 

13   家庭・地域社会における道徳教育① 

14   家庭・地域社会における道徳教育② 

15   まとめと試験 
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⑦ ＴＲの事例  ……(哲学・倫理等、道徳教育の歴史に即した内容の両面を重視したもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   導入：講義全体のねらい 

２   道徳とは何か 

３   道徳教育の歴史概説 

４   学習指導要領の位置付けについて 

５   道徳に関する東洋の思想と西洋の道徳 

６   東洋の道徳(1)：儒教における道徳 

７   東洋の道徳(2)：仏教における道徳 

８   西洋の道徳(1)：ギリシャ哲学と道徳 

９   西洋の道徳(2)：キリスト教と道徳 

10   西洋の道徳(3)：近代における道徳教育思想 

11   道徳教育の歴史(1)：教育勅語と道徳教育 

12   道徳教育の歴史(2)：教育基本法と道徳教育 

13   道徳教育の歴史(3)：学習指導要領の変遷 

14   教育基本法改正と、道徳の教科化 

15   まとめ：講義全体の整理 

 

 

⑧ ＲＫの事例  ……(道徳教育の歴史、学習指導要領に即した内容の両面を重視したもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   道徳と道徳教育について～道徳とは何か 

２   道徳と道徳教育について～現代社会と道徳 

３   道徳と道徳教育について～道徳教育のさまざまな問題 

４   道徳教育の歩み～明治前半の頃の道徳教育について 

５   道徳教育の歩み～教育勅語の発令と道徳教育の変化について 

６   道徳教育の歩み～修身の教科書について 

７   道徳教育の歩み～大正期と昭和前半の道徳教育について 

８   道徳教育の歩み～戦後の道徳教育について 

９   道徳教育の意義を考える 

10   道徳教育の目標と内容を考える 

11   道徳教育における様々な方法を考える 

12   道徳教育の評価について～道徳における評価の基本的考え方 

13   道徳教育の評価～道徳の諸計画の改善への方法 

14   道徳教育の評価～子どもの道徳性についての評価の在り方 

15   まとめと授業の評価 
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⑨ ＲＪの事例  ……(道徳教育の歴史、授業力や実践的指導力形成に即した内容の両面を重視したもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業説明：道徳的発達及び道徳教育とはなにかを学ぶ 

２   小・中学校での道徳教育の体験から現在の学校における道徳教育の特徴や問題点を整理 

３   日本の道徳教育の歴史（戦前を中心に） 

４   日本の道徳教育の歴史（戦後を中心に） 

５   教育基本法改正と道徳教育(1) 

６   教育基本法改正と道徳教育(2) 

７   学習指導要領における「道徳」と実践事例 

８   道徳の授業プランの作成(1) 

９   道徳の授業プランの作成(2) 

10   道徳の授業プランの作成(3) 

11   模擬授業の発表とその内容の検討(1) 

12   模擬授業の発表とその内容の検討(2) 

13   模擬授業の発表とその内容の検討(3) 

14   模擬授業の発表とその内容の検討(4) 

15   まとめと授業の評価 

 

 

⑩ ＫＪの事例  ……(学習指導要領に即した内容、授業力や実践的指導力形成の両面を重視したもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   学校教育の今日的課題と道徳教育の意義 

２   学習指導要領（道徳）の改定の経緯と今回の改定の趣旨 

３   道徳教育の目標について考える 

４   小学校道徳の内容項目の全体像をとらえる 

５   道徳教育の全体計画の立て方 

６   道徳の時間の指導について（道徳の時間の特質とその具体例にみる指導の在り方）① 

７   道徳の時間の指導について（道徳の時間の特質とその具体例にみる指導の在り方）② 

８   全教育活動で進める道徳教育について 

９   道徳教育における子ども理解と道徳性の評価 

10   道徳の時間の読み物資料をから道徳的価値を把握する  

11   道徳の学習指導案の作成について（指導案の基本的な内容や作成方法） 

12   学習指導案（例）を元に学習指導過程について考える 

13   道徳の学習指導案作成の実際① 

14   道徳の学習指導案作成の実際② 

15   授業のまとめ 
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⑪ ＳＡの事例  ……(心理や道徳性の発達等を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化して構

成しているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業オリエンテーション・「道徳の時間」の特設と全面主義について 

２   戦前・戦中における道徳教育 

３   戦後の道徳教育と「道徳の時間」 

４   道徳と倫理とのかかわり 

５   「道徳の時間」の現状と現在の道徳的問題 

６   デュルケムの道徳教育理論について 

７   ピアジェの道徳性発達段階論と道徳教育について 

８   コールバーグの道徳性発達段階論について① 

９   コールバーグの道徳性発達段階論について② 

10   ケアもしくはケアリングの道徳性発達段階論と道徳教育について 

11  「価値明確化理論」の考えに立つ道徳教育 

12  「モラル・スキル・トレーニング」の考えと道徳教育 

13  「道徳の時間」の学習指導案の作成① 

14  「道徳の時間」の学習指導案の作成② 

15   授業のまとめ 

 

 

⑫ ＲＡの事例  ……(道徳教育の歴史に即した内容を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化

して構成しているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   オリエンテーション（講義のねらいと課題・道徳教育をめぐる状況） 

２   道徳教育とは何か、道徳教育をどう考えるか 

３   道徳教育の歴史(1)―修身教育と教育勅語― 

４   道徳教育の歴史(2)―戦後の教育改革― 

５   道徳教育の歴史(3)―特設「道徳の時間」をめぐって― 

６   道徳教育の歴史(4)―「期待される人間像」から「心の教育」の答申― 

７   道徳教育の歴史(5)―ゆとり教育と「心のノート」― 

８   道徳教育と宗教の関係を考える 

９  「道徳の時間」の目標とその構造について 

10   道徳教育の資料と指導方法 

11  「道徳の時間」の学習指導案の作成 

12   心理主義の道徳と個性の問題 

13   道徳教育における「公共性」の問題 

14   模擬授業・その① 

15   模擬授業・その② まとめ 
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⑬ ＫＡの事例  ……(学習指導要領に即した内容を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化し

て構成しているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   生き方の問題と道徳教育  

２   道徳とは何かを考える 

３   道徳教育と道徳の時間の特質～その意義と課題 

４   我が国の道徳教育の歩み 

５   諸外国の道徳教育の展開 

６   子どもの道徳性の発達 

７   学校教育と道徳教育①～教科指導と道徳教育 

８   学校教育と道徳教育②～特別活動などの教科外活動と道徳教育 

９   道徳の時間の意義と役割 

10   道徳教育の内容及び方法 

11   道徳教育の指導の諸計画 

12   家庭教育と道徳教育 

13   社会や家族の変化と道徳教育 

14   人権尊重の教育と道徳教育 

15   授業のまとめ 

 

 

⑭ ＪＡの事例  ……(授業力や実践的指導力形成を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化し

て構成しているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業についての解説・講義の進め方・授業の評価・相互の自己紹介 など 

２   小・中学校学習指導要領「道徳」について－新・旧学習指導要領の比較の視点から－ 

３   子どもたちの生活の中の問題①－いじめ・不登校の問題－ 

４   子どもたちの生活の中の問題②－学級の荒れ・暴力行為などの問題－ 

５   道徳教育の歴史：「教育勅語」などにみられる道徳教育 

６   道徳教育の歴史：「道徳の時間」の特設について 

７   倫理思想と道徳教育のかかわり 

８   道徳性の発達と道徳教育とのかかわり 

９  「道徳の時間」をどのように作るか①－これまでの歴史的な実践に学ぶ 

10  「道徳の時間」をどのように作るか②－これまでの学級集団を生かした実践に学ぶ 

11  「道徳の時間」をどのように作るか③－道徳用副読本を見通しをもって使った事例に学ぶ 

12  「道徳の時間」をどのように作るか④－道徳用副読本と指導書の活用など－ 

13  「道徳の時間」をどのように作るか⑤－学習指導案の形式について－ 

14  「道徳の時間」をどのように作るか⑥－学習指導案の内容について－ 

15  「道徳の時間」をどのように作るか⑦－学習指導案を発表し合う－ 
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⑮ ＴＫＪの事例  …(哲学・倫理等、学習指導要領に即した内容、授業力や実践的指導力形成の３つにつ

いてそれぞれをほぼ同等に位置づけているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   法の問題と道徳 

２   道徳観の史的考察①－古代 

３   道徳観の史的考察②－中世・近世 

４   道徳観の史的考察③－近現代 

５   中学校学習指導要領・高等学校学習指導要領における「道徳」 

６   道徳教育と学校の教育活動全体①－各教科における道徳教育 

７   道徳教育と学校の教育活動全体②－総合的な学習の時間と特別活動における道徳教育 

８   道徳教育と学校の教育活動全体③－家庭・地域社会と道徳教育 

９  「道徳の時間」の指導内容の研究 

10  「道徳の時間」授業展開の研究①－学習指導案の作成 

11  「道徳の時間」授業展開の研究②－模擬授業による学習 

12  「道徳の時間」授業展開の研究③－模擬授業による学習 

13  「道徳の時間」授業展開の研究④－模擬授業による学習 

14   道徳教育の歴史と現在及びこれからの課題 

15   総括と授業の評価 

 

 

⑯ ＲＫＪの事例  …(道徳教育の歴史、学習指導要領に即した内容、授業力や実践的指導力形成の３つに

ついてそれぞれをほぼ同等に位置づけているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   授業解説－授業の進め方について－ 

２   道徳教育の現状と課題をとらえる 

３   道徳教育の根本問題や基礎をさぐる 

４   近代日本の道徳教育を考える① 

５   近代日本の道徳教育を考える② 

６   戦後日本の道徳教育を考える 

７   現代の社会問題と道徳教育の関係をとらえる 

８   教育課程における道徳教育を押さえる① 

９   教育課程における道徳教育を押さえる② 

10   道徳教育の指導計画とはどんなものか 

11   道徳の時間の様々な授業論について 

12  「道徳の時間」の指導①－実践例を検討する 

13  「道徳の時間」の指導②－実践例を検討する 

14  「道徳の時間」の指導③－学習指導案の作成に向けて 

15   授業のまとめ 
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⑰ ＫＪＡの事例  …(学習指導要領に即した内容、授業力や実践的指導力形成の両面と、いくつかのテー

マを細分化した部分の３つについてほぼ同等に位置づけているもの) 

授 
 

業 
 

計 
 

画 

回 内    容 

１   オリエンテーション（講義の内容） 

２   道徳とは何か①（家庭の教育力を考える） 

３   道徳とは何か②（子どものよさを生かす道徳を考える） 

４   道徳教育の歴史 

５   社会の変化と道徳教育 

６  「道徳性の形成」とは何か 

７   学校における道徳教育の構造と内容 

８   道徳教育の全体計画・実践計画の作成 

９   中学校における道徳教育の目標と内容 

10   道徳の時間の年間指導計画と学習指導案 

11   道徳の時間の指導の実際（学習指導案）① 

12   道徳の時間の指導の実際（学習指導案）② 

13   道徳の時間の指導の実際（学習指導案）③ 

14   道徳の時間の指導の実際（学習指導案）④ 

15   道徳教育の評価とは 

 

まとめ 

本調査は、「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスに記載される 15回の授業内容と授業構成につ

いて明らかにすることを目的として実施された。全国の教職課程を持つ大学・短期大学 648校で、郵

送法により総計 316大学 496講義のシラバスが回収された。分析の対象としたのは各シラバスの授業

15回分の各回に示された授業内容であった。 

シラバスの各回の内容を「哲学・倫理等」「法や政治等」「心理や道徳性の発達等」など、Table１

に示す内容的な種別に基づきカテゴリー分類したところ、一つの内容を全体的に重視したものとして

は、多数見られたものから「授業力や実践的指導力形成の重視」（35 枚）、「道徳教育の歴史の重視」

（16枚）、「学習指導要領に即した内容の重視」（13枚）であった。内容を広く取り上げてアレンジし

た「多様なテーマの細分化」が見られるシラバスの数は 74に上った。 

大きく二つの内容を全体的に重視して組み合わせたものとしては、「学習指導要領に即した内容」

と「授業力や実践的指導力形成」の内容の両面を重視したものが 50であった。また、「授業力や実践

的指導力形成」を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化して構成しているものが 37、同

様に「学習指導要領に即した内容」を重視し、残り半分程度をいくつかのテーマで細分化して構成し

ているものが 17あり、相対的に高い頻度を示していた。全体としては、学習指導要領の内容や授業

力形成に重きを置く傾向が見られるが、各担当者が本人の専門性や関心をもとに一定の内容を重視し

たり、組み合わせたりしている事例も広く見られることが分かった。 

 

（永田繁雄） 

  



88 

調 査 を 終 え て 

 

 本調査は、教員養成課程を持つ大学・短期大学における「道徳の指導法」にあたる科目の設置状況

や実施実態等を把握するために行われた。その結果は、前節までに整理して示したとおりである。 

 教員養成課程における「道徳の指導法」にあたる科目について、本調査の結果から今後の一層の改

善・充実に向けて示唆される事柄は多面的である。ここでは、その中から特徴的な事柄についていく

つかを概観し、整理して、本調査のまとめに代えることとする。 

 

■本科目の大学における名称と授業内容 

 教職課程科目における「道徳の指導法」にあたる科目の名称については、半数以上の大学において

「道徳教育の研究」が用いられ、「道徳教育論」がこれに続いている。このことは、本科目の授業にお

いて、その内容のどのような側面を重視するかという考え方との関連が想像される。大学として理論

面や諸科学などの学問的な背景等を重視するべきという側面と、受講学生が教員になったときのこと

を考慮し、授業実践などの具体的な指導力形成に関する内容を重視すべきという側面のいずれに重心

を置くべきかという問題がこれらとの関連で改めて浮き彫りになる。 

 このことについては、本科目について「自由にお考えをお聞かせください」とした自由記述の中で

触れている意見も多かった。例えば、広く倫理学的な素養を身につけたり、人間としての教養を高め

たりすることを重視する意見、学習指導要領を生かす授業と担当者が理想とする道徳教育の間のズレ

を問題視する意見が見られる一方で、「道徳の指導法」という名称のイメージなどから、より具体的な

授業実践論や授業指導の在り方などを重視すべきとの意見まで広く見られている。 

■本科目の担当者の年齢及び専門分野 

 また、このことは、「道徳の指導法」にあたる科目の講義担当者の年齢や専門分野の傾向とも関係

が深いことが示唆される。例えば、担当する教員の年齢層としては半数近くが 60歳を超えているが、

その中には小・中学校での教職経験があり、退職後に大学の常勤まはた非常勤教員として教壇に立っ

ている講義担当者が多い。その一方、担当者の専門分野としては、多いものから教育哲学、教育学と

続き、道徳教育そのものを主たる専門としない教員が高い割合でみられた。このことが、「道徳の指導

法」にあたる科目の講義の実施実態に一定の傾向を生み出していることは想像に難くない。実際に、

講義担当者の年齢が高いほど経験的な知識が必要とされる授業内容について時間をかける傾向を把握

できたのはそのことを表している。 

■授業実施における創意工夫 

 具体的な授業形態や授業実施上の工夫については、学習指導案の作成がほぼ３分の２で取り入れら

れ、小集団による演習、授業視聴、模擬授業等もそれぞれ３分の１程度の教員が取り入れているなど、

授業指導力の形成にかかわる指導上の創意工夫について広く取り入れている傾向をつかむことができ

た。このことは、各担当者の当該授業の効果を高める前向きかつ多面的な努力の表れである。 

■受講学生の数や授業時間数 

 本科目について「当該科目を実施する上での課題はありますか」と尋ねた自由記述において広く見

られたのが、１つの授業での受講学生の数が多く、きめ細かな指導が困難な場合が多いことであり、

それに併せて授業時間数の制約があり、道徳教育に関する多様なテーマを取り上げたり、演習や模擬

授業等の実施時間を確保したりすることが困難であるとする意見であった。授業コマ数 15 回という

時間数の中に、いわゆる道徳教育に関する背景、理論的な側面の押さえとともに実践的な知識と授業
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指導力の形成まで視野に入れた授業全体の構築など、求められる内容を広く織り込んでいくこと自体

がもとより難しさがあることがとらえられる。限られた授業回数の中では、焦点化した指導をせざる

を得ない実態を垣間見ることができる。 

 また、本科目のもつ性格から、教員の教育的価値観に依拠する部分も大きく、それに左右される傾

向も強いことの問題を指摘する声も自由記述の中に見られる。 

■シラバスに見られる内容の傾向 

 「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスに記載された 15 回の授業内容とその構成についての傾

向からも、学習指導要領に即した内容や実践的指導力の形成を重視したシラバスの割合が相対的に最

も高かった。それとともに、哲学や倫理、道徳教育の歴史など、授業担当者本人の専門性や関心をも

とに一定の内容を重視して織り込んでいる事例も広く見られた。その逆に、割合としては高いとは言

えないが、授業力や実践的指導力形成にかかわる内容をほとんど含まないシラバスも見られる。大学

における「道徳の指導法」の在り方が改めて問われる部分であるといえる。 

■小・中学校や教育委員会等との連携 

 学生自身が小・中学校で受けてきた道徳授業に肯定的なイメージが弱く、道徳授業を実施すること

自体を敬遠する傾向について問題視する記述が見られたことも改めて押さえる必要がある。その意味

からも、現在の小・中学校における道徳授業の実態の一層の改善とともに、各・小中学校への指導等

を行う教育委員会等との連携の一層の充実を図り、教員養成と教員研修の相互関連を図りながら一体

的に充実策を講じていくことは、今こそ重要な課題である。しかし、そのことは必ずしも広く見られ

ているとは言えない。本科目を実施していく上でも具体的な連携に基づく充実策が期待される。 

■道徳教育関連科目の設置の有無 

 道徳教育関連科目を設置する大学と設置しない大学の比較検討においては、設置しているとする大

学において小学校一種課程があること、専任教員数の多さ、講座組織が置かれていること等の割合が

有意に高かった。関連科目を設置することのできる大学と教員スタッフの充実が見られる大学とに重

なりが大きいことはいわば当然のことと言える。また、授業内容全体の中で、関連科目を設置する大

学と設置していない大学では、「道徳の指導法」にあたる科目で触れている内容に一定の差異が見られ

るが、それは、関連科目があることで、必修の「道徳の指導法」の授業で学生が修得する内容をより

絞り、その深まりを期待する傾向があるのだといえる。 

 なお、関連科目の設置は、道徳教育に関する教職の専門性を高めたり、受講学生の学習において選

択の幅を広げたりする上で効果的であり、より望ましいと考えられるが、関連科目を設置していると

回答した大学は 23大学にとどまり、設置していないと回答した大学 292大学に比べて優に 10分の１

以下である。必要最小限の授業の設置からは広がっていない実態が確認されたといえる。 

 

 これらの他にも、本調査において、「道徳の指導法」にあたる科目の設置や講義に関する実施の実態

が様々に明らかになり、各大学における多様な創意工夫や改善努力の中、課題も一層明確になり、そ

のための改善意見をもっていることも示された。本調査に示される内容に学び、また、それを手掛か

りとして、大学の「道徳の指導法」にあたる科目の一層の改善・充実を期して、それにかかわる私た

ちが具体的な努力を重ねていくことが次の重要な課題となる。 

 

（永田繁雄・藤澤文）  
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○資料 １ ： 教員調査票における自由記述の一覧 

調査 3の調査協力者の自由記述の回答一覧を以下に示した。 

調査項目は以下の 3つであった。 

□当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか。 

□当該授業を実施する上での課題はありますか。 

□「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください。 

□当該授業を実施するにあたり、工夫しているこ

とは何ですか 

□当該科目を実施する上での課題はありますか 

 

□「道徳の指導法」という科目について自由にお考えを

お聞かせください 
学生が自らの視点をもち、そこから道徳教育について考えられるよ
うになるために、様々な道徳教育のテーマについて、レポートを作成
してもらっている。 

受講人数が多い（ディスカッション、発表などができない） 記述なし 

学生の被教育体験をふまえ、授業づくりを心がけている。 非常勤の先生方の参加で補っているが、実際の道徳指導を参観させたい。 道徳の原理と子どもの道徳性の発達について掘り下げたかったと反省し
ている。 

「なぜ私たち大人は子どもたちに道徳を教育したい／教育する必要
があると考えるのか」というもっとも基底的な問題意識を大切にして
いる。（「授業（道徳の時間）のための授業（講義）」にしない） 

「実践的指導力」が重視されている風潮もあり、学生たちの要望が授業のスキ
ル・テクニックに向かいがちであること。教員養成システム全体の課題（問題）
かとは思いますが・・・。 

近年、その重要性はますます高まってきているように思われます。 

小グループによる討論 記述なし 記述なし 

流行の方法や技法よりも、まず基礎的・基本的知識を確実に教える
こと。 

教職科目全体にいえることであるが、医学部と同様に「免許」を与えることに関
連するので、責任をもつという意味で、受講生を減らしてきめ細かく教育するこ
とが課題。 

理念だけに偏らないように「指導法」を強調するのはよいが、道徳教育論
をきちんと教えないと、道徳教育が心理学の一応用領域になりさがってし
まう。「道徳の指導法」ではなく、「道徳教育の指導法」として、教育理論と
実践に足場をもった授業科目にすべきであろう。 

記述なし 記述なし 道徳の「指導法」に限定して、科目を育てることが望ましいのか疑問があり
ます。 

県内の小・中学校における道徳の研究授業の指導にあたることが
多いため、授業のビデオ（DVD）や指導案などを具体的に見せ話し
合わせている点。 

道徳教育の理論と実践の各内容のバランスをいかにとるかが重要。 「指導法」という名称はややもするとハウツー的と考えられがちである。そ
の点上記のことが重要であり、名称の工夫が必要では。 

記述なし 集中講義はやりにくい 必修ゆえに受講者が多く、「指導法」が抽象的、一般的になりがち 

なるべくビデオなど視覚教材を使用する（歴史を身近に感じるため） 自主的判断力の育成、自己形成、主体形成 道徳とはそもそも何か？を問う、人間形成・人格発達の問題として興味深
い。 

200人の学生を相手にする授業ですので、授業に集中してもらうよう
に、時折、リアクションペーパーの記入を実施している（出欠調査を
兼ねている）。 

毎回、200 人程度のクラスを担当しているので、規模（クラスサイズ）を小さくし
てほしい。（20～30人の規模で。） 

学習指導要領の趣旨にのっとるのであれば、全教科の教室所属教員がこ
の授業を担当するべきである。（例：美術や音楽の教員による「道徳の指
導法」） 

「道徳の時間」の授業をどのように構成するか、と同時に、道徳が教
育との関連でいかに重要であるか、を考えさせるための授業をここ
ろがけている。 

一般的な学習指導案の書き方を学ぶ前に（３年次）、「道徳の指導法」で道徳
の指導案作成を教えればならず（２年次）、苦労する。 

少人数（30～40 人）の授業が望ましい。２単位の授業では、必要なことが
十分に教えられない。 

・マスプロ（200 人以上）の授業であるので、座席を指定して小集団
で話し合うなどの工夫。 
・具体例を示すための毎時のプレゼンの工夫 

・必要な内容を学習させるのには、授業回数が足りない。 
・集団の規模が大きく講話中心とせざるを得ない。 

「指導法」とは名ばかりで、例えば、道徳教育についての私論を展開した
り、自己の学究的専門分野の内容に強くシフトして、具体的な指導論が、
ほとんどないか、一部の時間に追いやられている場合が多いのではと想
像される。 

道徳教育への興味を高め、自覚を促す。 受講学生の人数が多い。半期では時間が少ない。 記述なし 

多人数授業で限られた時間・条件の中でどれだけの内容が確保で
きるか。 

少人数の授業で授業内容を確保したい。 記述なし 

変化のある授業形態と教材研究 “心”の問題なので、正解を導くような授業にせず考える授業にしたい。 必要である。 
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資料等を活用する。 数人で担当しているので、教員間の役割分担を明確にする。 技術だけに走るのではなく、いろいろな側面で、人間としての教養をつけ、
人間性を養うことが道徳を教える教員にとって自覚してほしい。道徳を教
えることの重さを、感じ取れるようになることを大事にしてほしいと思う。 

自作プリントを使用し、毎年改訂している。 小・中通じて一つの科目なので、具体的指導案にまで踏み込むのは難しい。 記述なし 

他律的道徳ではなく自律的道徳の意義を理解させること。道徳を個
人の心の問題に矮小化してとらえず、社会・国家との関わりにおい
ても捉えること。 

受講生が多い（70～90名） 記述なし 

記述なし 記述なし 道徳教育をその「指導法」に置き換え、「道徳とは何か」を問わないのは、
間違いと言わざるをえない。国民をミスリードすることになろう。 

なるべく具体的な事例を挙げ、自らの経験と係わらせながら多角的
な視点から考えさせること。自問自答させること重視しているので毎
回感想文を書かせ、それに対してなるべくコメントをするようにしてい
る。 

受講生が多すぎる（150 名ぐらい）ので、グループ討議のような形式がとれな
い。 

道徳性の発達が重要な課題となってきたが、現状はその低下ばかりが指
摘されている。その原因を徹底に追究し、「道徳の指導法」の再構築が求
められていると思います。（内容はもちろん２単位程度ではだめです） 

小学生の学年、中学生の学年段階に応じた内容論。 価値の指導と知識の指導とのバランスと統合が課題と思っています。 価値の指導と知識の指導とのバランスと統合が課題と思っています。 

受講生が授業に主体的に参加できること。具体的にはケースメソッ
ドを導入。 

記述なし 記述なし 

具体的な授業の方法を紹介する。 文科省が各大学の当該科目の内容を検討すべきであると思う。 必要だと思うが、大学によって内容が偏っていることを是正すべきであると
思う。方法論を知らない大学教員が多い。 

自明の内容を伝達する手だけに話が流れないように、道徳的内容
について、よく考えるようにもっていくため、ジレンマ教材を積極的に
使っている。 

記述なし 道徳についてのみ指導法だけがあって、内容論がないことをいつも奇妙に
思っている。 

授業開始時に実施するアンケートで、学生たちの道徳の時間や道
徳意識について把握し、それを講義で活用するようにしている。 

記述なし 記述なし 

学生の意見発表や討論の機会を多くすること 多くの学生が中学校当時道徳の授業を正しく履修していなかったり、また忘れ
てしまっているのが実態である。彼等に「指導する立場で考えさせること」はた
いへんむずかしく、飛躍しすぎているのではと思うことがある。 

中学校の学習の実際を観察する機会を設け、指導技術についても学ばせ
ることが必要ではないかと思う。 

学生参加型授業にする。学生の自由な意見を引き出すところからス
タートする。 

教育的価値観の絶対基準がないため、個人の価値観にゆだねる部分がある
ことが、迷いとなる時がある。学生と意見が対立したとき、データによる説得が
難しい時がある。 

大変価値指向的な科目であると思う。学生の合意が得られない時にとても
労力と時間がかかる。 

・各学生の持つ価値判断の根拠の学生自身による点検を目的とし
て価値葛藤を起こさせる。 
・学校教育のもつ枠組みと、児童生徒の道徳性の発達をふまえた授
業運営を意識させる。 

・「道徳」というもののもつ特殊性ゆえに、時代背景文化等環境の影響をうけや
すい。 
・唯一無二の価値があるわけではないので、そこをどう学生に練り上げさせる
かが難しい。 

記述なし 

コメントカードなどを利用して、受講生の理解度や、問題意識を把握
すること。 

教育現場では必ずしも「道徳の時間」がしっかりと取り組まれておらず、受講生
自身が、自分の体験（小・中学校での道徳教育）を振り返ることができない。 

教免法上の「指導法」という表現にひっかかります。「指導」の前提として、
道徳教育の目的や歴史的経緯、現状について批判的にとらえる視点が重
要だと思います。 

道徳、倫理について多様な考えがある中、学生それぞれが自分の
考えを振り返り、広い視野をもつようにすることを目指している。そ
のために、考える題材を提供するようにしている。 

記述なし 記述なし 

何とか、学校での教師の仕事を全体として、体得させたい。 １コマあたりの人数が多い。（50～120人） ４単位通年にしないと実効が上がらない。 

道徳教育の基本的事項はカバーするようにしている。問題は時間
的にきびしいことです。 

基本的事項の理解をしっかり持たせると同時に授業実践をどう育てるかが課
題です。 

２単位では、少ないのではと思うところがあります。 

ゲストスピーカーによる講話、映像 受講生が多すぎる 道徳の教材を一望できる資料集があるとよい 

歴史的にどのような考え方が試され、どのような言葉が試みられて
きたのかを、できるだけ客観的に学ばせること 

大人数の講義で学生のモチベーションを保つこと 「道徳の指導法＝道徳の時間の授業の指導法」という思い込みを打破す
ることが重要と考えている。 

小集団による討議 人数が多い。 記述なし 

言葉だけをならべるのではなく、身近な体験を例示として媒介させ
る。 

学生がすでに持っている「道徳」のイメージを一度壊して、教科・学校の学問で
はない道徳を発見させることの難しさ 

道徳教育ではなく、総合学習、生活科、社会科などを再編し、その大きな
枠組みの中で指導法を確立することは急務の課題と存じます。 
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学校現場で週１時間「道徳の時間」と確実に実施しようとする意識と
力量 

受講生が多いために指導案作成にとどまり、模擬授業まで至らない 道徳教育、道徳の時間について、意義を理解し学習として実践できる技能
をつけていきたいと思う。（そのためには、２単位では、少ないかもしれない
が） 

記述なし 現場経験のある教員に授業に参加していただけるかどうか？（現場に即した
話ができるかどうか） 

記述なし 

道徳教育及び道徳授業の実践力を養うことを重視している。模擬授
業の実施、小中学校教員の講話など。 

道徳教育の歴史など、道徳教育に関する多様なテーマをとりあげたいが、時
間の制約があり、どうしても片寄ってしまう。 

記述なし 

記述なし 徳目を教えることが道徳でないということを理解し、実践することを学生に理解
してもらうこと 

記述なし 

ビデオ教材や「道徳教育ハンドブック」を使用するとともに、教員養
成実地指導講師による授業をとりいれて、具体性を持たせる工夫を
しています。 

・１クラスあたりの受講者数（70～80名）が多い。50名以内が望ましいと思いま
す。 
・介護等体験などにより、欠席する学生がいて、全員が揃わないことです。 

免許法上の必修科目の他に、模擬授業や小集団にする演習（資料分析や
資料作成）を中心とする発展科目を、より多くの学生が履修するような制
度を構想することが必要であると考えます。 

県内の公立小学校の公開授業、研究発表会についてアナウンスし
て、実際の道徳授業を見学するようすすめています。 

教科では教科教育法、小専の２種類の授業科目が設定されているのに、道徳
に関する必修科目は１つしかない。そのため、指導法も内容論も網羅して半期
（１５回）の授業で取り上げなければならない。多くの事柄を確実に理解させて
いく工夫が必要になっています。（２科目あれば・・・と思います。） 

記述なし 

・各教科と道徳教育との関わり、総合学習と道徳教育との関わりに
ついての原理的な理解を深めてもらうように努めています。 
・学生自身から問題や疑問をできるだけ出してもらうことから討論へ
と展開する時間の確保。 
・教材開発のヒントとなり同様に学生自身の考えるヒントとなるような
絵本等の選定。 

これまでの経験では、時間に比して内容が盛りだくさんになり過ぎたかもしれ
ないと感じています。しかし、原理的理解から授業構想の基礎までを見通そう
とすると、時間は短いように思われます。生のコミュニケーション重視の視点か
ら、教材としての絵本の読み語りを入れていますが（時間がないため多くはブ
ックトークとなります）学生自身にも指導案作成と同時に実演する時間が少し
でもあればと思います。 

必修科目であるにもかかわらず、受講生が、教育実習期間、受講できない
ことは大きな問題だと感じています。これは個別の問題というより教育実
習そのものに関わる問題のように思われます。 

道徳教育の現状をめぐる問題や、「心のノート」をめぐる問題など、
学問的に批判の多いことがらについても、こちらの考えを受講生に
押し付けるのではなく、できるだけ彼ら自身が問題点に気づけるよう
にしている。 

実習との関係で指導案の作成についてまで扱っているが、大学でそこまでや
る必要があるのか疑問に思いながらすすめている。 

「道徳の指導法」という名称自体が学習指導要領「道徳」の内容をいかに
教えるかに焦点を当てた命名だと思われるが、教員養成課程とはいえ大
学教育であるからには、道徳教育についてもっと自由で講義できるようで
あって欲しい。 

記述なし 多人数講義の解消 記述なし 

意識調査など統計データを示したり、新聞等の投稿記事を紹介、あ
るいは、道徳に関する言葉を教え、国語教育を兼ねた教養教育をも
図っています。 

180 人ほどの受講生があるため、個別指導は至難です。「指導法」について、
ウィークポイントがあります。 

大学の授業では、道徳や道徳教育に関する興味を養う（幅広い）教養的な
教育でよいのではありませんか？「指導法」は、現場に入った後、オン・
ザ・ジョブトレーニングで、試行しながら工夫していけばよろしいと考えま
す。 

教職で経験したものを講義のからみでお話をする。新聞掲載の関連
で素材として課題を取り上げる（道徳の内容） 

記述なし ・現代の児童・生徒に適応する指導法を構築することが大事 
・道徳授業の指導過程のマンネリ化をなくす方法を早急に改善することが
重要 

学生の積極的参加 本学は教育養成課程ではないため十分な時間がとれない。 記述なし 

学生に書いてもらうコメントを次の時間にフィードバックしている。 内容の精選 学生の道徳心を問い直すことが必要 

・NHK「道徳ドキュメント」を利用して、指導案を考える 
・指導案発表会 

現場教員からの指導等があると良い いわゆる「道徳の時間」と誤解されるのでは？「道徳教育」の方が適切だと
考える。(例）「道徳教育の指導」など 

他の教職科目との関連性に留意すること、道徳授業に多様な形態
があることの理解 

道徳教育の基本理論である哲学・倫理思想の理解が不充分な学生に教えな
ければならない困難 

文科省が期待する「授業」と教授者が理想とする道徳教育の間にいつもズ
レを感じる。現状追随的な授業内容になる「危険」を痛感している。 

模擬授業を行っている 大学 2年生で教免をとる意味、気持も変わっていない段階での授業なので、や
る気のない学生もいる。 

特になし 

記述なし 徳目を教えることが道徳教育ではないということ。 
道徳を教えるということが、本当に可能なのかという根本的課題があることを
理解してもらうことの困難さ。 

記述なし 

道徳教育の現状と課題を学校現場での実践の姿を通して具体的に
理解させ、改善への方策を検討させること。 

比較的人数が多くなるため演習やディベート形式での展開をとりづらい 記述なし 
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1．板書－提示の仕方 
２．課題－心に響く、多面的に考えられる教材を扱う 
３．討議－小集団で話し合い、他者の考え方を知る 

教育学科コースがないため講義中心の授業となる。授業科目も『道徳教育の
研究』となっている。 

道徳とは何かという、基本的理念を持たない指導はできないと思う。「道徳
の指導法」というと子どもたちにどう教えるかという演習の意にとれるが、
どうであろうか。 

レスポンスペーパーに自分の考えを書いたり、ディベートする時間を
取り入れるなど、事象に対して主体的、反省的に関わる機会を多く
設けている。 

上記項目①～⑭のような実践的な項目ばかりを教えていると、原理的な内容
を教える時間がなくなってしまうこと。 

そもそも「道徳は教えられるのか」という根本的な問いを問うことも、重要だ
なあと感じる（最近の道徳教育への要求や行政のトレンドを見ると特
に・・・） 

特に「道徳の時間」の理論を深め、十分に指導できる教師の育成に
努めています。 

15 コマでは、授業参観と模擬授業は皆無である。特に近隣の小・中学校との
交流が望まれます。 

「この授業を受けて”道徳”という、これまでの授業の見方・考え方が変わっ
た」と学生が言う。「どうすればよいか（行為のあり方）ではなく、「どうなれ
ばよいか」（価値の自覚）という、教師の姿勢の差にあるのでしょう。 

特になし 教職科目を十分になしていない学生であるため、理解度を確認する必要があ
り、そこに今後の課題があると思う。 

2単位講義という条件の中で出来ることは極めて少ない 

講義と学生間のディスカッションの両立、模擬授業に結びつく授業
の流れ 

学生の主体性をひきだす事 内容が多方面にわたるため構成がむつかしい。 

学校現場の現状や課題をできるだけ提供することを心掛けている。 記述なし 記述なし 

学生が納得できるような授業を行いたいので、できる限り学生の意
見に耳を傾けるよう工夫している。 

記述なし 記述なし 

道徳教育の意義・目標をしっかりと理解させて、授業を展開すること
を体験させる。指導案作成にあたっては、資料分析を小集団で検討
させる。 

16時間では十分に深めることがむずかしい 記述なし 

・現場の道徳授業の VTR 視聴をとおして身近な授業にしていく（20
代、30代、40代を選択） 
・分かりやすく、ていねいに 

・新しい資料の収集 
・現場との具体的な連携やかかわり 

・多様な指導法があるので、学校現場との交流を通して収集したり、授業
の実際を見せていただくなど、具体的なかかわりは必要である。少なくても
授業の中で活用できるよう、指導しておいた方がよいように思う。 

考えさせること。 記述なし 記述なし 

授業について伝えたいこと、興味関心｝感想・意見を出させて、次回
に応答する 

グループディスカッション 記述なし 

実践にむすびつくようにして、学生の興味をひき出させる なし 小・中学校での授業経験が少ない学生がおり、できるだけ身近な点を取り
上げながら指導している 

理論と実践を行う 記述なし 記述なし 

記述なし 「道徳の時間」について、受講生の 9 割が、小学校の時のは記憶や思い出が
あるが、中学校のは記憶にない又はなかったと答えている。従って、中学校の
指導内容項目について理解させることに留意している。 

「道徳の時間」の教科化が問題、話題になっていたが、世論調査の状況な
どを参考にしながら、このことを学生にも考えさせたいと思っている。 

通信教育なので、学習指導書に可能な限りポイントを記述するよう
に努めている。 

記述なし 記述なし 

ただ受け身で講義を聴くのでなく、実際に指導に当たる立場で授業
に参加するように指導している 

特になし 価値観が多様化し、複雑な現代社会に生きる子ども達にとって、道徳性を
育む教育は大変重要なことである。そういう点から教職科目の中で「道徳
指導法」の授業は重要視されなければと考える。 

出来る限りミニレポートを書かせている。 理論と授業実践の有機的な結びつけに苦労している。 学生に模範となす材料が少なく授業実践が難しい科目です。 

・1 年次生を対象にして＜後期＞の開講となっているため、学生の
自己形成を支援することを考慮にいれて、教養教育としての位置づ
けを与えて抗議を行っている。 
・必要に応じて 1～2回の追加補講を行っている。 

専門的な知識や技能を獲得させることはそう容易ではないが、それ以上に、子
どもたちを指導することができる、あるいは指導するにふさわしい人間としての
主体的力量を身につけさせることが課題である。 

本学では、「道徳教育」という講義名で開講しており、必ずしも教科指導法
に順ずる講義にはなっていない。ただ、近年現実的な必要に迫られて、指
導法的な内容を加味したいと考えている。 

学校現場により近い視点で授業を行った。 特になし 特になし 

150名を 3 クラスという授業ですから、工夫が難しい。 
できれば、講習の方法でやりたいが無理。 
できるだけ机間巡視をし、質問を多くするようにしている。 

少人数で指導したい やっている（学習している）はずの、小中時代にほとんど道徳の学習をした
がどうか、覚えていないので、なぜそうなったかの指導からはじめる辛さが
ある。自分も若い時はあまり一生懸命ではなかったので。 
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道徳について十分に考えるよう、授業展開を試みていますが、具体
的な指導法（教材研究・指導案作成・模擬授業）に時間がとられ、そ
れもできない状況にあります。2 単位（１５回）の授業では、物理的限
界があります。指導法を身につける前に道徳・倫理について問題に
し、理解することが必要だと思います。 

※回答を記す枠を超えて文章が続いていたので、すべて問1「当該授業を実施
するにあたり、工夫していることは何ですか？」の記入表に入力した。 

※回答を記す枠を超えて文章が続いていたので、すべて問 1「当該授業を
実施するにあたり、工夫していることは何ですか？」の記入表に入力した。 

・授業展開できる構想力を培う 
・グループワークによる交流・深化 

記述なし 記述なし 

指導案の作成と模擬授業 よい授業のビデオ視聴と授業分析（評価） 「研究」→「指導法」はきわめて妥当な改正。その中身を各大学公表するこ
とが大切。 

自分でテキストに近いものやワークシートを作成している。授業を行
う上での、指導理論に力を入れている。模擬授業は板書構成も工夫
して展開している。 

15 コマでは足りない。30 コマでもよい。 授業ができるように育てたい。 

記述なし 記述なし 若い頃は、かつては特設道徳には反対であったが、ポジティブに問いかえ
していきたい。重要な科目である。 

学習指導案の基になる資料分析に時間をかけ、グループごとに協
議し、発表。資料のとらえ方について意見交換を実施 

現場での授業参観だが、学生には時間の余裕がなく、希望していても実際に
は参観ができない。 

記述なし 

指導案作成、模擬授業 記述なし 記述なし 

各自が教師となったときに自らが生徒の前でこの教科を担うことが
できるということ。 

各自が皆の前で一度、道徳に関する授業をおこなってみるということ。 今日の社会の有り様を見るにつれて、この科目がいかに重要であるか、を
感じる。 

教育実習及び現場で指導できるようにすること。 時間数が少ない 記述なし 

①道徳の大切さをしっかり教える。 
②全教育活動における道徳教育と道徳の時間との関連をしっかり
教える。 
③学校経営と道徳の関連、特活、生徒指導との関連を教える。日本
人として身につけるべき道徳的実践力を育てる。 
④解説書には一応最後まで見させる。 

時間が 15単位では足りない 私は教育実務者出身の教授として、教育から道徳をなくしたら教育も社会
も成立しないほど大切なものなんだということを授業やテストで学生が感
想してきちんと書けるよう信念を持って指導している。 

道徳教育の歴史をより深く理解させるために、副教材として、小説
やビデオなどを利用している 

道徳教育の授業の指導案づくりと、それに基づいた模擬授業の実施など、学
生自身が主体的にとりくめる方法を開発していくことが、これからの課題である
と思う。 

教科書として使えるようなテキストがなかなかみつからなくて、苦労してい
る。いろいろな本・資料を組み合わせて、独自の内容で授業展開をしてお
り、他大学でどのような授業を行っているか、情報を知りたいと思う。 

この授業の動機とその結果 学生たちの予習と復習の励行。 記述なし 

抽象論にならない様、具体的事例を多く取り入れる。 授業時数の制限があり、十分取り上げられないところがある。（特に道徳理論） 現場に入ると、文科省の学習指導要領にとらわれることになるので、学生
時代には自由な発想をさせたい。 

ただ形式的な理論としてではなく、具体的なイメージが描けるもの、
リアルなものとして提示したい。また道徳教育こそ、すべての教育の
根底にあるものであるとの認識を深めさせようとしている。 

扱うべき内容はたくさんあるのに、それぞれを十分にほりさげ、学生に納得の
いくものにできたかどうかということ。 

厳密にいうと、科目の名前は多少異なりますが。 

（特にモラルジレンマに関する講義を行う前に）まず、学生に各自の
意見を記述させた後に、グループを組み、実際に討論をおこなわ
せ、その結果、再び、各自がどうかんがえるかをレポートに提出させ
る etc.自らの考えの表明と他の人の意見をどう捉えていくかを実際
にやらせてみる。 

記述なし 記述なし 

・学生自身の意識改革と行動力の養成を図っている。 
・視聴覚教材の利用 

・現実の社会生活の中で生じている、道徳教育問題をできるだけ事例を挙げ、
学生に自分自身の問題・課題となるように指導する。 

記述なし 

現場の授業を学生に見せること 心の豊かさを学生とともにイメージだけでなく、体験的に味わわせること 高校の学習の実態（ベース）を何に置くか考えているが学生の学習経験が
非常にうすい。 

自作の講義ノートを使用し、道徳の授業に関連させて実施してい
る。 

模擬授業の実施が必須と心得るが、時間的な制約で実施にいたっていない。 ３，４年生を対象に学校ですぐに実践できる資料と指導法を具体的に模擬
授業などもやりながら授業実践できる「道徳教育法」などが必要である。 

授業への理解度と主体的な態度の養成 記述なし テクニカルなことよりも、現代社会の実状の中で「道徳教育」が如何に必要
であるかを認識させることが肝要。 
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現実の子どもの成長を短歌を活用して把握する。 時間数が足りないので、模擬授業等が全員することができない。（受講者が少
ないとよいのですが、昨年は 80名近く居ました。） 

児童、生徒理解の上に成り立つ教科であり、理論が先じると倫理学になっ
てしまう。あくまで子どもの目線で授業を中心に行うことを心がけている。 

内容に関わる資料の配布。（例）教育ニ関スル勅語 受講生が多く、講義中心にならざるを得ない 最近の児童生徒の価値意識を把握しながらの学習を進める必要性を感じ
る。 

・毎時間毎の小レポートの感想をプリントして、次回に配布し、友達
の考えを共有する（学生の反応は参考になると言っている） 
・本学学生の特性である、頭では分かっていても実行力が伴わない
点の改善のために、座った椅子の整理、足もとに落ちているゴミ拾
い、机上の消しゴムのかすの片づけなどについて注意している。指
導するとよくやる。 

私の道徳授業、学生の道徳授業において、学生の反応（挙手や意見）がいま
いち。指名しないと発言しないこと。 

本大学の学生はキリスト教の大学ということもあり、また一般常識もおおむ
ね身につけている学生がほとんどだが、行動力、実践力となるとその割に
弱い。 

資料を豊富に用意する 教育実習で「道徳の時間」を担当させられる対策 記述なし 

道徳の指導法については、実践的な指導力の育成が重要と考え
る。従って講義よりも道徳の模擬授業を実施し、お互いに批評し合
って実践的な指導力を磨くように心がけている。 

模擬授業を行うにさいして、受講生の人数によっては、時間の確保が難しいこ
とがあり、少人数教育の実現が問われている。 

記述なし 

実践的指導能力の育成 ２単位では足りない 現行２単位では、これまでの学校教育における体験を整理し、問題を認識
させる、理論的な最低限の知識、教室での運営方法のごくさわりしかでき
ない。道徳の指導の学校における可能性と限界について、もっと理論面の
学習が充実されるべきと考える。 

「道徳の時間」の授業の実施例を多く見せること（ビデオや指導案） 道徳を生徒に教えるうえでの難しさを模擬授業等によって体感し、その課題を
知ること。 

「指導法」といった体系的なものは、道徳を教えるうえであるだろうか？そ
れよりも、道徳を教える上で必要な人権への配慮や広い視野を持つことの
重要性を知ることが大事ではないか。 

”道徳教育”を教え込まないという留意 記述なし とくにありません 

「徳目科に陥らない道徳教育とは何か」の観点から批判的リテラシ
ーをそなえた人材の育成 

教材やテキストを批判的に分析し、検討する際の学生の学力格差をいかに縮
小するか 

人間について根源的に考えることが可能な重要な科目 

学校教育における道徳設置の意義（なぜ「道徳」が設置されている
か）を教えたい。 

他の教職科目と比べて、学生の学習意欲が乏しい。 学生自身がこれまで受けてきた「道徳」が様変わりしてきたようである。 

受講者の価値意識との接点を確保すること。。 クラスサイズ。演習形態を望んでいる。 指導の前提になるものを大切にしたい。 

模擬授業の実施 1．受講者数のバラツキ。多・・95名、少・・19名 
2．道徳教育のイメージのなさ 

自分の受けてきた道徳教育と教師として行う道徳教育のギャップをどうう
めてあげるか。 

学生の関心・興味を引き出す内容と話術 授業時間数が不足、2単位を 4単位に増やすのが理想的 「指導法」という名称は限定的な意味なので、より広い意味の名称がよい 

道徳教育の実践的指導力の育成、具体的には学習指導案を作成
できる様にすることを最低限の目標とし、模擬授業を 2 回程実施す
ることを目指している。 

1．読み物資料を理解する能力が不十分な学生が多いため、その対応に苦慮
している。 
２．上記の資料読解力を育成するためには半期１５コマの授業時間では不十
分であり、その補充について苦慮している。 

なし 

・指導案づくり（小、中） 
・実際授業の提示（BGM、ライブラリー、独自資料 etc) 

・小中（高）時代に道徳授業を印象的に捉えていない。 
・大学生の親（両親への感謝）に恩愛を呼びかけたい。 

・小中での実践の（場数）増幅をもたらし、各自実践人としての意欲を促し
ていくことが急務である。 

・毎回小レポートを提出させ、理解度を把握している 
・現場のビデオ（道徳）を見せ、具体的に実践的に考えさせている。 

学生数が多くて、講義調になりやすい 私の大学は「道徳教育論」だが、指導要領で道徳が強化されたこともあり、
更に充実したものにしていかなければ、と思っています。 

道徳とは何か、道徳教育とは何か、道徳教育がなぜ必要か、を具
体例を元に実践的に示していくこと 

特にない 上述のように、意義、必要性を実感することがまず何よりも重要だと考え
る。そうしないと指導法が形骸化する。 

指導案の作成については、目標等の条件設定を行い、部分修正を
加える形での演習を繰り返した上で、行うようにしている。 

理論を深める十分な時間がない ”指導法”という表現が、国語、社会等各教科と道徳との相違を不明瞭なも
のとしているのではないか？学生のイメージするものと実際のズレを感じ
ることが多い。 

道徳教育史を通して、学校教育における道徳とは何 を見つめて欲
しい 

指導案等の作成、教材研究が課題 How to も必要だが、こて先に指導がならないように、人間理解を大切にし
てもらいたい 

毎時間終末に読み物資料を提示ともに考える。 模擬授業が出来るぐらいの人数で授業をしたい 前・後期 15時間程度ではなく、通年で 4単位ぐらいを望む 
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体得してもらえるようワークショップ的な活動を一部の授業に組み込
もうとシラバス作成の際より試みています。 

いかにして’身体知’にできるのか思考錯誤しています―知的にうったえかけ
ることも大切ですが、道徳教育において最も影響を強く及ぼすのが教師の人
格そのものであるため、学生方に自身の徳育、それ以上にわたくし自身の人
間体を磨かねばと常に思います。 

道徳の「指導」というより自然な、子供の善性が喜びを感じるような教師の
行動の仕方、あり方が学べるような授業科目であるべきと考えています。 

市販の副読本を使用し、実践的な授業に模して行う時間（40分） 特にありません 理解と指導方法の両立、学習指導要領と実際の授業のイメージ化には、
根気と時間が必要だと考えています。 

教育実習で道徳の学習指導案が書けるようにすること 大人数授業なので、講義しかできない。130名ほど×3クラス＝計 400名ほど。 大学では理論や方法についての知識を学べばよい。指導力や実践力は
現場で身につけていくもの。 

グループでの討論を重視している。 特になし 記述なし 

学生本人がよく考えること 日本の教育行政のいいかげんさ 記述なし 

できる限り、教育現場の状況について触れるように心がけている。 課題だらけというのが現状である。 単なる方法論に陥らないように注意する必要があるように思う。 

多様な指導の事例を用意することを考えている点 グループによる模擬授業がしやすい人数をどう設定するか 大事な問題なので具体的な指導の事例の検討を行いたい 

中学校に入ると「道徳の時間」をほとんど経験していない学生が大
半を占めるため、とにかく視聴覚教材等を用いつつ「道徳教育の必
要性」を強調しています。 

点数評価以外に評価基準を持たない学生が多いので、「数字に表れない価値
や意義」の存在を意識させるのに苦労しています。そのような学生は授業参加
への動機づけが高くないため騒ぎ出す者もおり、大変です。 

道徳だけではないと思いますが、「指導法」となるとやはり模擬授業等の実
践指導がベストでしょう。そうなると一人の教員が担当できるのは 10～15
人程度では？ 

学生に発言やプレゼンの場を多くもうけること。そのための授業外で
のメールによる質問に十分対応すること。 

授業時間外の学習の意義を理解してもらうこと。 「道徳教育の研究」のなかの一つと理解している。 

理論と実践の関連性 講義時間数（単位数）が足りない。 記述なし 

できるだけ学生が参加すること 受講人数が多い。 他の教職科目との関連を考えることが必要だと思う。教職科目全体のカリ
キュラムポリシーが必要だと思う。 

講義のみにならない 学生の規範意識を高める 「なす事によって学ぶ」特別活動の実践の中で道徳的心情が育つ。 

民主主義社会における個人主義の正しい理解 小・中学校において学生たちが「道徳の時間」に道徳教育を勉強した体験がな
いことが最大の問題点である。 

記述なし 

・「道徳」の時間の事例をできる限り多く紹介、解説すること 
・実際に道徳の時間を展開できるようにすること。 

各大学生の個に応じた展開がしにくい。 教職における「道徳の指導法」の履修前に、哲学、倫理学、宗教などの基
本的なことの履修、実践にむけた力量などのある程度の養成が必要と考
える。 

前半は講義中心で、後半は学生に教えてもらったり、指導案を作成
したりしてもらったこと。学校現場の話をすること。 

学生側が中学生を対象として授業を考えられないこと。また、ゆたかな道徳の
時間を経験してきていないため、イメージしにくいようす。学校公開などを本当
はもっと活用したいが、学生に時間がない（授業などで）。 

実習等でも学校は授業をしなければならないので、必要。また学校現場で
も道徳をしっかり実施していないところが多く、大学授業も、現場も、指導
法を軽視している。子どもの実態がないと、道徳の指導相手の指導自体、
イメージもしにくい。”想定”だけでは難しい。 

道徳教育が特定の価値の教え込み（インドクトリネーション）となりが
ちであることを批判的に検討し、それを乗り越える道徳教育の可能
性を展望できるように努めている。 

現状は 80～90 名の受講者に対する講義形式の授業であるが、より少人数で
グループ討論などをとりいれられるとよいのではないかと考えている。 

科目の名称、授業の内容・方法ともに、各大学・教員の創意工夫により運
営されていくことが望ましい。 

・道徳教育の実践に資するための内容構成にした。 
・道徳や倫理の絶対普通の基準が簡単には見つからないことを前
提に、時代や状況・場面等に応じたよい生き方は、自分で考えねば
ならない。そのことが少しでも理解されるような内容構成にした。 

価値観の多様化の中で、教師が一足の事柄を道徳的だと指導していける状況
はますます、狭くなっている。地域社会・学校・保護者・教育行政機関等の人々
との協力関係が必要である。 

道徳に関わる教育とは、人間としての生き方についての自覚を深める教
育といえる。人間としての生き方の探究へと導くことは、各学校段階を一貫
する道徳教育の根本的課題である。したがって、各学校教育の免許取得
希望者すべてに学習させるべきである。 

学生が実際に中学での道徳指導が可能となるよう、学習指導要領
の理解を深め、学習指導案の作成を重視している。指導案作成の
前提として授業の構想を作成させ、グループでの討論を行い、その
うえで学習指導案作成の実習を行っている。 

現状では、学生の半分程度が道徳の時間を経験したと回答しており、経験の
ない領域に関する指導の方法までの理解は困難である。まず道徳教育の重
要性を論じなければならない。 

大変重要だが、教育に関する理解が深くならないと、この領域はなじみに
くい。単位数も４単位程度は必要ではないか。また高校免許では必修でな
いというのも理解しにくい。 

自分の受けた道徳教育と関連させながら、自分の現在の生き方、
在り方について毎回レポートを書かせている。生徒と向き合える授
業が構成できるよう指導案作成も３回行った。 

１５０人以上の学生が受講するので、小集団による演習等行いたいが、講義だ
けで終わってしまうのが課題である、なんとか工夫したいと考えている。 

「道徳教育の研究」という科目のため指導法のみに終わっていない。学生
が経験してきた道徳の時間の指導では、本来きちんと行われているはず
の指導が行われていなかった現実に驚かされる。少数ではあるが、真剣
に取り組んでいる教師がいることはわかっているが、ほとんどがしつけの
指導と思っている学生が多いので、概念形成するのに時間がかかる。 

道徳の時間の授業経営など教科における道徳教育の進め方。 学校現場での授業参観ができるとよい 小中学校で道徳の時間を体験していない学生に対する指導が難しい。 
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論に片寄らず日常的な実践の中から自ら時代に適応した道徳の指
導が構築できる教員の育成を目指している。 

・学生により、小中学校における「道徳」の授業（学習）体験に温度差が大き
い。→「道徳」を教科科目として位置づけるべきでしょう。 
・道徳を実践する力に乏しい 

道徳の学習指導要領（の内容）そのものが技術革新に対応していない。そ
のため「物の豊かさ」と「心の貧しさ」が常に対比して語られることが多い。
→根本的な内容・構成の見直しが求められる。 

感情のみにかたよらない。現実的な行動を考えさせる。このような
視点から指導案を作成するよう指導している。 

記述なし 記述なし 

教師として実際に役立つ学習指導案の作成に重点をおいている。 多人数で指導がきめ細かくできない。小集団学習もままならないこと やはり、学校で役立つ実践的な学習指導法について考えていきたい。 

受講者の問題意識を喚起すること・ クラスサイズが許せば演習形態をとりたい。 記述なし 

受講生が全学部全学科にわたるので広範な課題を提出する。 少人数クラスで行うのが原則であるべき この科目については小中での教育経験者が受持つべきである。 

道徳の時間の指導の充実をめざしており、道徳の時間の意義や役
割、授業を展開する上での教師の姿勢や配慮事項を先ず扱う。ま
た、小集団での道徳資料の分析、指導案作成、発問と板書構成な
ど、実際の授業展開を学ぶ 

演習を行うので、多人数での授業はできにくい。近隣小・中学校と連携して道
徳授業を参観させてもらいたいが、時間割設定が難しい。 

教科教育法と同様、道徳の授業をどのように構成し、実際に展開するかを
大いに学習するべきと考える。親任教員の中で道徳授業をやったことがな
い、やり方がわからないという状況は打破すべきである。 

他教官との（教育学・心理学）カリキュラム上での配慮 他学科との連携 むずかしい 

学生の体験とてらしあわせて、具体的に道徳教育をイメージさせて
いる。現実感覚を養うために、新聞記事をフルに活用している（NIE
の大学教職課程道徳教育版） 

私立大学の教職課程では、学生の専攻が 5 学部ほどに分かれることがある。
基礎的要素の水準に差があるとき、古典的な学説や理論をどの程度（質と量）
指導するべきが違う。たとえば『メノン』読解（徳は教えられるか？）とピアジェ、
エリクソン、コールバーグ、など等の理論について 

養成段階では、あまり細部に立ち入った指導テクニックの伝達は学生の道
徳教育感を狭いものにしてしまう。むしろ、道徳と法の違い、道徳教育の意
義、日本道徳教育史など道徳教育の裾野の部分を豊かに耕すことが大切
ではないだろうか。 

道徳性形成上の主要問題を精選して、学生自身が自分の問題とし
て考えるために、課題について論述と討論をする。 

記述なし 現代日本社会の子供・青年の道徳意識の現状をふまえて授業を構成しな
ければ、何の意味もない。 

理念と実践のギャップをどう埋めるか 子供に責任をとらせたいのか、やり直しのチャンスを与えることが必要なの
か、わからない。 

悪＜感情＜理性＜善という固定観念は正しいのか、むしろ、悪＜理性＜
感情＜善なのでは 

記述なし 演習を多く取り入れているため、時間がかかり、内容として不足している部分
がある。「道徳の時間」の授業のやり方だけでほとんど終わってしまう。 

記述なし 

一時間ごとの授業の振り返りを書かせていくことで、学生の問題意
識について理解している。また振り返りをもとに最後の時間で授業
全体での各自の学びについてメタ認知を行うことにしている。 

全員に模擬授業の経験をさせたいが、時間がない。 道徳の授業ができるようにすることは大事だが、道徳教育の意義について
考えることはもっと重要である。また教育課程における「道徳」がどのよう
に変遷しているかたどることで「道徳」の抱えている課題について考えるこ
とは現代の教育課題を考えることにつながっている。 

履修者が確定した時点から、グループを作り（教員が指定）、グルー
プディスカッションを中心にした授業形態をとっている。 

2 年生配当科目なので、教員になろうとする意欲が低い学生も混在している。
そのためディスカッションの動機付けを高めるのが難しい。 

実際の教材探しや授業の構成の仕方など、教科教育よりも学生は取りか
かりやすく、教職の導入科目としては意味があるのではないか。 

道徳教育の充実に役立つ実践的な授業展開 50名を超える受講学生数 教職課程科目なので、学校現場の教員となって生きて仂く授業内容を工
夫したい。論理を学ぶことも重要であり、実践力育成も重要。 

道徳はえてして、心がまえ論になるきらいがあるので、実践的に史
実を明らかにしていき、その教訓を生活に生かす実践が大切だと思
う 

精神の内奥にある問題を通り一ぺんの答えでは出しにくいし、自主性を持った
心の変化に励ましを与えたい。 

難しい問題をつきつけられたようだ。深く深く心の真実の内実との関係と人
間であることをつきつめて考えねばならないと思う。 

学生の参加 時間数（2単位）が不足 記述なし 

道徳に関する映像資料（ビデオ、DVD）の活用。 大人数の受講生なので、模擬授業になかなか取り組めないこと。 教育現場（中学校等）との連携ができたら良いと考えています。 

「（日常）倫理ぐらい、分かっている」と思っている学生に、そうでない
だろうことを自覚させる。 
・現在の道徳教育の問題の一端は東西文化の重要の仕方、消化の
仕方にかなり基因していることを自覚させるようにしている。 

小中学校の「道徳」授業の現場と連絡をとり実地に見学したいと長年思ってき
たが、役回りその他の仕事で忙殺され、この年齢に至るまで実現できないでい
る。 

本学ではかつて、「倫理学」が教職必修となっていた。必修がはずされて
から、教える技術がどうしても平心になってしまっている。人権などを考え
させる機会が 3 年後期のこの時間までない（ほとんどない）のが問題と思
う。 

学生自身が自分の心の育ち方を振り返ったり、現在の自分の心と
向き合う場をとるようにしている。 

履修者数が多く、模擬授業や授業参観を行うことが困難である。 指導法というとイコール方法論というイメージが強いと思う。「道徳教育と
指導法」もしくは本学の「道徳教育の研究」がよいと思う。 

資料評価を通じて柔軟な視点を持つ group活動 時間が少ない 批判的思考力育成のむずかしさ 道徳教育の研究に戻して「指導法」中心でなく理論をしっかり押さ授業実
践を考えるべきであると思っている。 

・時代性と人格形成の基礎基本をどのようにとらえるか。 
・経済社会に生きるには、評価、能率主義は真の個性尊重か 

学習指導要領・道徳の内容1を自己形成ととらえ、２，３，４、を自己や集団とそ
れを取り巻く環境と考えて大別し、現代社会を生きる力をどう育てるものか
と・・・・？ 

「走れメロス」の主人公が、”もし私だったら”どの場面で方向が変わり、そ
の結果どのような人生を歩むことになろうかと、小説にし発表することで、
人間の在り方を考えさせてみた。学生に実習で資料にとすすめ、好評だっ
た。 

わかりやすく 世代間のズレをどうするか 記述なし 
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記述なし 記述なし 「指導法」というよりも、指導に必要な基盤（学生自身の道徳観など）をい
かに養うかが重要だと考えます 

「指導法」に重点を置きながらも、「生きることと道徳の関連」を学生
が見出せるように、具体的に資料を展開しています。 

半期２単位（30時間）では質量ともに物足りなく感じます。 一方で道徳教育の理論編、他方でその実践編を十分に展開できるような
授業時数がまずは必要だと考えています。 

生徒（中学生）の意識と生活についての実態把握 記述なし 本学では半期（2 単位）だけの受講なので、理論と実践の両方について力
をつけてやるだけの時間がとりにくい 

中学校の教員として、定年まで勤めた者ですので、学校で実際に展
開されている様子などもおりまぜて興味を持たせるように工夫して
いる。 

教職への志を高めなければならない。 本校の科目名は「道徳教育」であり、指導法というよりは道徳の本質理解
を深めようと考えている。 

「道徳」にかかわると思われるニュース報道に着目させ、教職を目指
す者としての対応について検討させていること 

模擬授業の実施時間を十分にとることが難しいこと 道徳教育の指導者としての姿勢、「道徳的な在り方」にもっと目を向けさせ
たいと考えています 

指導案づくりを中心に、教職への意欲や関心も引き出すように工夫 適切な伝記教材がない。授業参観などができない。 終末時における指導者の「講話」を大事にしたい（生徒の心に響くような話
の内容、話し方、それも 5分間での勝負） 

中学時代に道徳授業を受けていない学生が多いため、道徳教育の
必要性を確認するグループワークを多用している 

中学での道徳、高校での倫理を受けていない学生が多く、イメージが小学生ど
まりである。講義、指導案とも経験、知識不足により困難を感じる 

記述なし 

実際の授業で生かされる指導法に力点をおいている 学生の数が多くて、一人一人に焦点を当てた講義ができにくい。ごく一部の学
生に学習意欲が少なく無駄話で集中できない時がある 

指導法という科目は研究授業の形式を持たないと、実のある講義になりに
くいと思うが、現実には実現しにくいところである 

教育実習の際「道徳の授業」担当を命ぜられても、十分対応できる
能力の養成 

模擬授業の際、参加学生が少なく、授業反応が少ないこと 記述なし 

実践事例をできるだけ集め学生に提示する。学生の模擬授業を体
験させる。 

学生に問題意識をもたせるためにどう授業を工夫するか 学生には、将来の教員として道徳教育の重要性を認識してほしい。その為
に充実した授業となるよう心掛けたい。 

道徳の時間の可能性。楽は、価値が体得できるようにモデル授業に
主体的に聞いてもらう。将来、教壇に立った時によい授業ができる
よう、実践力を重視している。 

「道徳とは何か」「道徳はどのようにしたら身に付くのか」について納得をもって
理解させるのが難しい。道徳に関する理論について興味を持って学ばせるこ
と。 

難しい科目だと思います。「明確な答え」を期待されると困る。 

学生同士の討論 記述なし 記述なし 

学生の主体的参加 学生が市民的モラルに鈍感であること 必要性について懐疑的 

観念論にならないよう実例をあげながら丁寧に解説する 18歳になり、集団と個人との基礎的理解が乏しいなか、基本的なことを再度語
らなければならない 

私の場合は将来教育者となる学生に講義するが、現状は一年次対象であ
り、三年次又は四年次におこなえるとより実があがると考えている 

経験から子ども、親等の実態を生かし、課題の意識化を図る。 興味関心を基盤にした意欲化。 道徳教育論として実施しているのでやや指導法とズレが生じる。また時間
不足でもある 

導入 10 分を全員にプレゼンさせ、それをすべてビデオに撮り、客観
的に分析したり、学生同士で評価表に記入させコメントを加えたりし
ている。 

指導案３通（独自徳目設定１、教員の指定教材２）、導入プレゼン 多くの中学校で道徳がなおざりにされている現状を教え、教員として道徳
の重要さを自覚させることが必要。今後、資料（読み物）教材ではなく、サ
イコドラマのような手法をさぐっていく必要がある。 

模擬授業を実施することにより、授業の指導方法を体験させること
と、学生個人の道徳性を高めること、さらには資質の向上がはかれ
るように工夫している 

記述なし 記述なし 

学生が指導案を作成し、模擬授業を実施する際、きめ細かく助言す
ること 

副教材、小・中学校の指導書が手に入りにくい 本学では高校の教員免許のために教材または教職に関する科目としても
開設している。高校の教員免許に対しても必修とすべきと考える 

グループ討論を多く取り入れる。具体的事例を提示し、指導を組み
立てる力を養う 

人数が多いため、グループ討論、グループ発表などが難しかった 時代や社会の変化により、子どもたちの抱える課題が大きくなり、また、そ
れらが可視化しにくくなっているところに道徳教育の困難さがあると思える 

指導案作成 記述なし 記述なし 

文献や資料に頼るのみではなくて、学校現場の生の様子を今のとこ
ろビデオを使って見てもらうようにしています。 

ほかの多くの国とは違い、日本の場合国公立の学校での宗教教育はできませ
んので、宗教性とは切り離した形で道徳を教えねばならない難しさを感じてい
ます。哲学・倫理思想をもっと活用できればと考えています。 

記述なし 

「実践記録」に見る「事実」の注目 昔と現在での指導法の連続性を学生に理解させることの難しさ 可能性と限界性 

そもそも「道徳」を「授業」で教えることの「難しさ」ならびに、工夫のし
ようによる「やりがい」に気づけるような、「これも道徳教育に関係す
るのか」といった意外性のある資料を準備するように心掛けている 

道徳の授業について、教師の側で設定する授業の目標・ねらい、ならびにその
評価をどう考えるべきなのかということの基礎的な理論の弱さ・不十分さをまだ
十分に私自身が克服できていないと感じる 

記述なし 
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殆どの学生が小・中においての道徳の授業に深い印象をもっていな
い。そこで学生には存在感のある授業形成を強く指導している。 

学校現場の指導力に差を感じる。道徳を熱心に受けた学生は努力している
が・・・。 

この科目を無くすわけにはいかないでしょう 

毎時間、質問、意見、感想を書かせ、重要なものについて次の時間
のはじめにコメントする 

記述なし 現実の教育状況から極めて重要である 

現代における生徒の生活・文化・意識との関連付け。参加型授業形
式 

指導案作成と実際の授業担当に向けての指導方法論を重視している 教材で目標をめぐる哲学的倫理学的考察と授業力の育成とのバランスを
図るのが難しい。ポストモダン化した現代における、道徳哲学の難しさをど
う内面化するか 

自由に素材を探してきたものを教材化していく手法 模擬授業の回数が限られること。指導案の細部にわたる指導不十分 道徳教育や道徳そのものについて深く話す時間がとれず、授業の進め方
や指導案の書き方に時間が割かれ、道徳の根幹を学生に考えさせにくい
現状。 

学生ひとりが受けてきた道徳教育から脱却し、これからの社会に受
け入れられ必要とされる道徳教育への前進 

記述なし 記述なし 

毎回資料を配布し資料で授業している 記述なし 記述なし 

実際に道徳教育を担当できるためには、人間観を深めなければな
らないので、授業中にグループ討論、修了後に感想レポートの提出
を求め、次回に感想レポートにコメントを加えてプリントにして配布し
ている。 

記述なし 記述なし 

１、キレイ事に終わらせないこと ２、指導案の作成と模擬授業の実
施に時間をかけること 

１、学生自身が道徳教育に良い印象をもっていない傾向がある。２、いわゆる
教科ではないので、1科目で「研究」と「指導法」をこなさないといけない。 

小中学校での道徳教育はさけられないとしても、特設の「道徳の時間」に
はあまり意義を見いだせない。 

自分で指導案を書けるようになるよう訓練・指導している 記述なし 記述なし 

「方法」ではなく「内容」「根拠」を考えさせること 学習指導要領への批判的視点を欠かさぬこと 本学では高校の教員免許のために教材または教職に関する科目としても
開設している。高校の教員免許に対しても必修とすべきと考える「指導法」
（方法論）ではなく「道徳教育の研究」（本質論） 

道徳教育は、ふつうの人間の複雑な現実を扱うので、関連諸科学
（生物学、心理学、政治学、文化人類学、その他）の知見を授業に
組み入れるよう努力している。 

記述なし 記述なし 

今日の倫理をめぐる論争的課題について、全員でディベートを行っ
ている 

価値観の多様化した現代社会、モラルハザードの横行する世の中において道
徳教育の可能性を学生に理解させること。 

受講生の小・中学生の頃の「道徳の時間」のイメージをくつがえす認識を
持たせることをめざしている 

学生の主体的参加 政治的中立性 「指導法」との枠では、その基礎となる哲学や歴史を教える必要がないよう
に捉えられかねない 

模擬授業的に講義中に間のとり方、話術、その他の指導技術を再
現するようにしている。学校現場へ出てから役立つような技術力を
培い、徳育（人間力）育成力を拓いていける教師をめざしている。 

学校現場へいき、児童を前に示範授業をしてみたいと思うが、時間的条件が
整わない。どうしても座学で理論中心になりやすい。「生きる力」の一つとして
の「人間としてよりよく生きる力」は道徳教育で育てるものであるが、指導者と
なる学生の育成も難しい。「教育は人なり」だが。 

本科目に投じられる時間が足りない。正直、理論と学校現場へ出てからの
実践力を考えると今の倍はほしい。具体的な学習指導力を培い、誤解と偏
見等の残る現場へ学生を出すにためには、やらねばならないことは精進し
ても多い。せめて 4単位（通年）はほしい。 

講義、演習内容の複雑さから、できるだけ現代に於ける諸事象との
関連にあっての授業の創造 

躾の力不足（家庭に於いての）や自己目標となりうる事物が決定的に不足する
社会にあって、今のこの時期に気付かせるのは手遅れであろうという感覚が
残る。 

次代を担う若者に託す意味においても、人はピラミッドの頂点にあるのか
という位置を自問させたい。そして謙虚に対応するすべを知ってもらいた
い。 

可能な限り自由に意見表明ができ、話し合える場面を工夫している 講座在籍学生が多く、授業のねらいが達成されにくい。30 名程度がベスト。実
際は 60名以上である 

指導理論は多くあり、きっちり必要なことは教えたい。しかし指導法は他の
教科指導のように定形では考えられない。最も効果的な生徒に対する指
導のあり方を学生とともに考えている。 

グループ討論等、できる限り学生が参加できる授業を行うこと 身近な道徳の問題について考える機会を設けること 教員を目指す学生がこの授業を通してしっかりとした指導方法を身につけ
てほしい。そのためできる学生に実際に指導する場面を設けている。 

学習指導案作成と模擬授業を重視し、学生の主体的取り組みを促
しています。 

記述なし 記述なし 

より具体性を持たせた授業構成を心がけている 徳目主義に陥らない様にする工夫が必要である そもそも「徳は教えられるか」という問いがあり、学生の内発的な取り組み
を促す方法が求められていると思う 

道徳教育の意義を理解し、最低限、週 1 時間の道徳の時間の指導
案が書けるようにしている 

現場では人権教育ばかりやっていて、真善美への憧れの教育が不足している
ので、真の道徳性に迫ることが困難 

記述なし 
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複数の授業形式を組み合わせて行うこと。具体的な到達目標を毎
回明示すること。 

少人数で実施したい。30名程度 記述なし 

生活実践、集団生活に直結する道徳授業 限られた授業時数での実施なので、総花的になり、内容的に深められない 将来教員を目指す学生には、道徳授業では教える限り自身の人間性と道
徳性が常に問われていることを強調している 

教材に対する学生の主体的参加 道徳意識の個人差 今日の社会状況から重要かつ必要な教育分野。 

授業実践に直接関係することに焦点をあてている。 2 単位では到底上記 14 の内容を網羅的に授業内容としてとりあげることがで
きず、教師として必要な「道徳」に関する専門性を担保できないこと 

免許法上、教科教育法と同枠に入っていながら、「道徳の指導法」は 2 単
位でよいことになっているのは問題である。国民全体のモラルの低下が明
白に問題になっているにもかかわらず、これを軽視しているのは、構造上
の欠陥であると言わざるをえない。 

身近に起こった事件及び教育のトピックスを生徒と一緒に考えるこ
とによって生徒が授業に集中できる 

記述なし 「道徳教育」を考える際、いつも「国」というものが口出して、統一的なもの
を押し付けようとする感じが裏で見え隠れしていることが心配である 

１、キレイ事に終わらせないこと ２、指導案の作成と模擬授業の実
施に時間をかけること 

１、学生自身が道徳教育に良い印象をもっていない傾向がある。２、いわゆる
教科ではないので、1科目で「研究」と「指導法」をこなさないといけない。 

小中学校での道徳教育はさけられないとしても、特設の「道徳の時間」に
はあまり意義を見いだせない。 

今年初めて担当してよくわからないまま終わってしまいました 学生が興味をもつ素材が少ないように思う。学生さんの小中時代の道徳教育
の記憶がないのも道徳教育の現在のあり方を示しているように思います。 

記述なし 

毎時間何らかの実習を入れている 受講者の数が多いこと 記述なし 

道徳的実践力の育成に力点を置き、道徳学習指導案づくりをポイン
トをおさえながら段階的に実施している。心を打つ教材、興味を引き
付ける教材を工夫している。 

記述なし 記述なし 

座席指定による出席確認。毎回リポート提出による継続的評価（語
群 300＋問題 25）。テストによる事後客観評価 

記述なし 記述なし 

授業担当者がもつ価値観の押しつけにならないような双方向の授
業。学生自身が考え・行動する授業。 

記述なし 記述なし 

できるだけ実践的なものにし、授業ができる力を付けるため、指導
案作成や授業分析の演習を取り入れている 

指導案を一人一人添削し、何度も再提出させるため、膨大な数の指導案を添
削することになる（400～500本程度） 

授業ができる学生を育てたいと考えます 

新聞記事をいろいろ多面的に利用。事件記事だけでなく、投書欄や
文化記事、地域の問題等 

生徒の生活と道徳との関係を多面的な視点から考えられるように工夫してい
る。（生活内容の変化を踏まえた） 

記述なし 

道徳を多角的に捉え、主体的に考えるように導くこと 学生の規範意識やライフスタイルなどの多様性 免許法等での要請が、教育課程という枠組みでとらえることを求めている
のに対して、学生の道徳意識に幅がある。その中で、「指導法」を考えると
いうのは難題。 

レポート・課題に対する自主学習を重視して指導を行っている。 記述なし 記述なし 

学生が教師としての当事者意識をもつこと（教育を他人事としたり、
その傍観者とならないように働きかけている） 

教員免許の取得だけを目指して履修し、教育に対してという以前に、授業に対
して当事者とならない学生が少なからずいる。これらの学生の対応が課題。 

履修者自身の道徳性の発達という視点を含めたい。 

ビデオ、絵本等の教材の開発・工夫 記述なし 実践的であると同時に訓育的なものにならぬよう工夫している 

具体的な事例をもとにおこなっている。その中で（質問項目の）6～
14、17についても指導している 

記述なし 記述なし 

生徒の心にひびき、学べてよかったと生徒が思うような授業を見せ
て、そういうふうに指導したいという強い動機づけを行うこと、道徳が
おもしろいと感じさせること 

多くの指導理論や事例を扱っている書物が多く出ているが、全体的に学生が
買うには少し割高である。道徳の授業映像等も多くはない。授業時間も少な
い。 

学校現場では、道徳に対して苦手意識をもっている教員が少なくない。生
徒が道徳の授業を楽しみにするように道徳の授業づくりのおもしろさを伝
えることが大切と思う。 

道徳について各自が省察する習慣を身につけること 記述なし 徳目（希望とか勇気等）がどのテキストでも軽視されているが、もっと重視
すべきだと思う。 

4 年前期のため実習で対応できるように模擬授業を行い、採用試験
も対応できるように、前半に学習指導要領を学び、後半に、理論や
歴史を学ぶ。 

上記の実習、採用試験対応を課せられているようで、以前のように理論・歴史
に時間を多くとれない。また、学生たちがこれまで小・中学校で適切な道徳教
育を学んでいないのでイメージしにくい。 

道徳は指導という表現を用いても良いのか？道徳性を育てるために、具
体的な子どもの日常も知らずに、学校教育全体での道徳教育や道徳の時
間について、認識しにくい。 

出来るだけ興味関心を示し、前向きにとりくんでいけるよう必要に応
じて自作資料等作成している。 

学校教育の要となる道徳教育の主要性を認識させ、積極的に取り組ませるた
めの指導資料（適切な） 

幅広い内容であるだけ時数の関係から指導内容を徹底させるための学生
の指導方法・内容の精選が課題である。 
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システマティック（情念で訴えるのでは理性に訴える）道徳教育のあ
り方、ex コールバーグの教育理論 

学生に対して（テストもしくはレポート）の課題 （社会システム論観点から）道徳教育は不要だとおもわないが、現在の教
育制度では道徳の立て直しも困難だと思うので、人間の利己心を利用した
悪事を犯すことのできない現実的なシステムを構築することに現在の思考
の中心が移動している。 

適宜課題をあたえレポートを出さし、評価、コメント等をして学生に返
す。学生との人間関係を深めるよう努力している。 

どうしても教職としての授業であるので常に教員採用試験への対応が主体に
なる。 

記述なし 

少人数のため、受講生の発言を促す。小学校教員経験者に授業の
実際を指導していただく。 

観念的になりがちである。 押し付けにならないような指導法が必要だと思いますが、なかなか難しい
です。 

映像資料やワークシートなど、学生が主体的に取り組める内容を用
意すること 

実践的側面が不充分 記述なし 

講義内容を「板書」するかわりに、時間の能率化をはかるために、
「パワーポイント」で要約を示し、それぞれの項目について解説や補
助を加えています。 

できれば、講義のみでなく、少人数におけるマイクロ・ティーチングを自分が作
成した学習指導案を基に行っていき、道徳学習の理解と指導技術の向上を図
りたいです。 

「道徳教育」とはかた苦しいもの、難しいものというイメージが学校現場に
あります。子供たちの日常生活を教材にしていけばできると思いますの
で、指導法の講義で取り入れています。 

文章教材と映像教材の利用 付属中・高との連携。本学には中学はない。 訓育力の育成に教師養成では最も肝要 

指導力（特に実践的指導力）を培うため、１、教育現場教師の実践
資料（指導案、授業研究会録）の有効活用、２、内容項目・資料分
析、主発問等授業対話・価値追求及びその一般化等の指導を重視
するとともにその方法を身につけるため、板書構成、カードはじめ各
メディアの有効活用に工夫。 

指導時間内で十分なる指導ができないので、ワークシートはじめ、資料提示、
レポート課題の手法等をもっと工夫する課題。 

記述なし 

・学生自身の道徳性にかかわる内容を取り入れること 
・学生たちが受けてきた道徳教育のイメージを変えること 

・半期間で行う内容の厳選 
・テキストの選択 

記述なし 

学生が受けてきた道徳授業を踏まえての実施。学生自身に自分の
生き方を振り返る機会を与えること 

記述なし 現場の授業の様子も伝えながら学生に道徳の時間を大切にしようと思うこ
とを第一に！ 

学生参加型の授業にすること いわゆる指導法に直接かかわる項目と他の項目とのバランス 記述なし 

道徳を教えるということがどういうことなのか。その大切さ、そして難
しさを学生に考えてもらえるように、ディスカッションを取り入れた授
業を行っている。 

教育方法、教育心理学の専門家ではないため、指導方法や道徳性の発達に
ついて十分に触れることができていない。 

記述なし 

記述なし 記述なし 私は「道徳教育の研究」という科目を担当し、中学、高校の教職免許をとる
ための必須科目として考えています。それゆえ指導法については別の先
生が教え、私はむしろ理念と実践の間を意識して教えています。 

「道徳とは何かについて考えさせること」に重きを置いている。 how to 的なものや、表層的なものにとどまらない真の意味での道徳の概念
とは何か、および人格発達を促す道徳教育のあり方について考えさせることを
主眼にしている。 

教育についての改革や情報化の波の中で、道徳とはいかなる時代にも重
要なものであると考えるが、「人のふみ行うべき道」という道徳の普遍的側
面を、子供の人格発達にいかにして位置づけながら、教授していくかとい
う問題は、教職においても大変重要であると考える。 

受講生全員に学習指導案の作成と討論への参加を義務付けること
によって、問題意識を高めさせている。 

授業時間数に比して、受講生が多いため、討論の掘り下げ方が必ずしも十分
でない 

テクニカルな問題よりも、意識・意欲をたかめさせることの方が重要である
と考えている。 

各自の立てた道徳授業の指導案（素案）を小集団内で検討させ、よ
りよい指導案に改善させること。 

私自身は現場教員としての経験がないため、道徳教育や道徳授業の捉え方
が観念的になりがちだと自分でも感じている。 

記述なし 

記述なし 記述なし 学校現場で道徳教育を行うための基盤を培うことを目的とした科目である
と考えております。 

学習指導案の作成指導を充実させ、子どもたちが自分の問題として
受け止められる発問の仕方について、道徳の時間の授業を実際に
大学の授業で行って実例を示しながら学生に考えさせるようにして
いる。 

半期 1 コマの授業の中に多くの内容を詰め込まざるを得ないため、いかにして
理論的内容から実践的内容までを効率よく取捨選択して指導することができる
か。 

文科省は道徳教育を充実させるべきだとは言っているが、大学の教職課
程での指導時間はわずかしかない。教科教育と同等とまでは言わない
が、もう少し指導時間を増やして道徳の指導法の教育を充実させるべきで
ある。 

模擬授業において、受講生による相互評価を実施。その場でフィー
ドバックを心がけている 

１、道徳指導理論をいかに理解させるか。２、受講生の思考力を伸ばすこと。
３、現職教員による指導の必要性。 

学生は指導法を求めたがるが、当方としてはむしろ思考力、倫理学、論理
学的理解を高めたいので、そのギャップを埋めるのは大変である。 

事柄を自分のこととして考える主体性の育成 少人数による演習形式を実現することが望ましいと考えます 人間として分かち持つべき普遍的価値を、まず学生自身が学ぶことが必
要だと考えます。 
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模擬授業を全員に割り当てるためにグループを作りチームで計画さ
せる。 

模擬授業の具体例として教員自身がまず模擬授業をおこなう。受講生が多す
ぎて模擬授業の実施時間の確保が困難である。 

生徒の関心を引くような工夫が最も重要である。 

道徳的観念や実践を深める教育の土台は人間とは何か、人間観や
その理解であることに気付かせ、意識を持たせるように努めてい
る。 

講義形式がやや多いので模擬授業や授業参観など体験的な学習にも力を入
れたい。 

近年道徳教育の充実ということが強調されているが、小・中学校現場の実
情と必ずしも一致しているとは限らないのではないか。実際この科目を受
講している学生たちに中学校の道徳について質問してみたが、進路指導
の時間などにあてられていたケースが多かった。 

「道徳」は教職課程において重要な位置づけを占める。したがって、
理論をきちんと踏まえた上で、教育の実践的展開に生かすことがで
きるように授業実施にあたり工夫している。 

記述なし 記述なし 

記述なし 特設道徳の時間をどう扱うかが難しい。学問的にも淘汰された目標・内容・方
法ではないから。現場で実地に学んでも間に合うものだとも思っているから。 

課程認定申請のシラバス審査で道徳（学習指導要領）の記述に沿ってい
るか否かを審査されないのが現状であるが、その状態が続くことを願うば
かりです。 

価値観の多様化、世代間の葛藤の中、個人本位の生き方や考え方
が主流になりつつある昨今、学生に戦前・戦後の道徳教育の歴史
を通して「互助共生の精神」や「公徳心」等々をどう理解させるか、
資料作成に力を注いでいる。 

人間としての「在り方生き方」の根幹をなすものであり、学校教育全体でそれぞ
れの教科の特質を生かして行うべきものであることを学生には強調していま
す。 

現在小・中学校の教員免許取得の「教職科目」として設定されているが、
高校を含め教職を志望する学生にはぜひ、学校教育の現状、社会的背景
を踏まえ、現代の社会にふさわしい人間としての「在り方、生き方」を学ぶ
（基礎）科目として受講させたい。 

1.子どもの立場に立った道徳教育（子どもの心と個性を活かす） 教師の個性が生き、生徒の個性を伸ばす統合的授業の実践 学習・生活・部活等すべての中で道徳が活きるようプランニングし、すべて
の教育活動が道徳の実践の場とすること 

一人一人の学生にとって理論だけではない具体的な理解となるよう
に心掛けること。 

抽象論になる（なりがちな）傾向をいましめること。 この科目の性格を考えますと、集中講義という形態がなじむかどうか疑問
を持っております。意図的・計画的に一人一人の人生の成長と熟成を考え
ますと、最低でも半年は必要かと考えますがいかがでしょうか。 

指導案を作成し、交流し合う。 小中学校において、道徳について、あまり学ばれて来ていない。 記述なし 

①と②に力を入れている。 ①人間について ②道徳教育の西洋の
基本的な考え方 ③学校教育における道徳教育 

道徳心を養い、実践する行動力の育成をどうするか―この視点での道徳の授
業について 

記述なし 

自作ノートを用意し講義1コマの学習課題・内容・まとめを明確にし、
授業の感想も記入してもらっている。講義のフィードバックのため。 

細部については前期のみでは十分でない。 道徳教育の中核としての各学級での授業への構えを十分に指導できるよ
う講義の中で心掛けている。道徳の時間等の指導を大切にする教員の育
成に力を入れたい。 

・小・中学校における道徳教育だけでなく、幼稚園や保育所におけ
る道徳教育についても触れています。 
・学生自身が人間としての生き方を自覚し、道徳性を高めて行くよう
に工夫しています。 

記述なし 記述なし 

毎回、講義にかかわる資料等をプリント（A4 で 2～3枚）配布。 学生自身が、中学校における「道徳の時間」の授業体験が少ないこと、つま
り、実施されていない現状が多いということ 

前期（又は後期）の半期でなく、通年の講義であるべきである。 

資料から指導案を作製することを繰り返し、実践力をつけようとし
た。 

学生の興味・関心をいかにひきだすか・・・。 なし 

現場で指導できるようにすること。指導案作成を具体的に教える。 集中なので模擬授業ができないこと。 記述なし 

記述なし 学生の積極的な授業参加と議論 どうしても大教室での講義形式にならざるを得ない。その環境の改善と、
そのための議論の高まりが課題と思われる（現状では難しいが）。 

教育実習で道徳の授業を実施できるよう、指導案の作成と授業の
実施能力をもてるように工夫している。 

多人数では模擬授業をするのに時間的な限界があり充分に個々を指導できな
い。 

現在の学校現場での道徳の授業には元気がなく、そこに力を与えるのが
この科目の役目だと思う。 

道徳の指導力のみならず、教員としての道徳的意識の向上をめざ
すよう講義をすすめている。 

理論（知識）を理解させることと実践（指導力）を身につけさせることのバラン
ス。 

今日の社会的状況からしても道徳教育の重要性が再認識されるべきであ
ると思う。 

教育実習で、道徳の学習指導案が書けるようにすること 保健体育学科（１クラス）、児童教育学科（１クラス）別々に実施 大学では理論や方法についての知識を学べばよい。指導力や実践力は
現場で身につけていくもの 

学生の考え方を材料にしたいため、毎回質問紙法により論点を明
確にしてから始める 

記述なし 記述なし 
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できるだけ身近な題材を選ぶ。 
できるだけわかりやすい教材を用いた指導案を作成させる 
   ↓自分が読んで面白かった、有益だった文学作品やエッセイな
ど 

小中での道徳教育の充実（時間通りに実施すること）が先決。それがないため
学生自身がどう道徳教育を生徒に行うかのサンプルを持っていないので、道
徳の授業をますます敬遠してしまう 

記述なし 

学生の「道徳の時間」体験を重視する点 学生自身に強い意識記憶がない。（好き嫌いを含む） 「道徳教育の研究」等でも同様に、ネーミングが問題。本質的ではないが、
学生にとって扱いづらい科目に見えてしまう。 

記述なし 記述なし 指導者の生活上の価値判断、心情、特にこれからの社会に生かされる人
間関係について自省していく心を備える姿勢の必要性と何人のために指
導するのかを十分把握していかないと他者に伝えられない 

良きテキストの選択 テキスト（世界的に通用するもの）の選定とそれを生かした指導法の構築 道徳とは一つは「自己犠牲」の生き方をどう教えるにあります。文科省はじ
め他の道徳教育は公民教育と混同しているのではないでしょうか。 

授業規律を守らせる 学生の感心が低い 記述なし 

学生の心情をゆさぶりたい。 中・高時代の道徳の授業の記憶がうすい学生が多い。担任の熱意の個人差
が大きい。 

教師を目指す学生にとって非常に重要な科目と考えている。 

記述なし 短大の教職課程であり、「道徳の指導法」時間は 7 週と短く、浅く走るだけであ
る。 

記述なし 

今後困難な倫理的判断（安楽死、クローン等）を担って行かなけれ
ばならない世代を育てるものとして道徳教育がいかに重要かを学生
に納得させようとしている。 

教育者となる学生自身の道徳的センスをいかにして磨いて行くか。（道徳的で
ない教師は道徳を教えられない！） 

現場で成果を上げておられる先生の道徳の授業のビデオを見せる事が学
生たちには「指導法」を学ぶ大きな助けになるようです。 

小集団による討議 他者と関わる機会を作り、他者への配慮を実践的に学ぶ 記述なし 

昨今の社会における道徳性欠如の様子と学校教育での道徳性の
育成を関連づけること 

学ぶ学生そのものに既習であるはずの道徳の学習についての記憶が殆どな
く、その程度のものという認識が見られる 

記述なし 

指導案の実例のプリント 教師をめざす学生自身の道徳倫理の哲学の必要性 おしつけではなく生徒自身に考えさせる必要性 

道徳教育の必要性をより学生に周知するために、児童福祉の観点
からも子ども現状を把握し、児童理解を深める重要性を授業に取り
入れている。 

2年次（短期大学）6月に教育実習のため、前期 1/3程度の道徳の指導法の授
業では、教育実習で「道徳の授業」を展開するのは、学生にとっては大変なこ
とだと思う。 

記述なし 

ビデオによる授業観察、指導案作成の演習 学生の興味・関心をいかに高めていくか 記述なし 

学生に実感してもらえるように、具体的に話すようにしている。ビデ
オや CDを使って感性にうったえるようにしている。 

記述なし 記述なし 

講義内容を「板書」するかわりに、時間の能率化をはかるために、
「パワーポイント」で要約を示し、それぞれの項目について解説や補
助を加えています。 

できれば、講義のみでなく、少人数におけるマイクロ・ティーチングを自分が作
成した学習指導案を基に行っていき、道徳学習の理解と指導技術の向上を図
りたいです。 

「道徳教育」とはかた苦しいもの、難しいものというイメージが学校現場に
あります。子供たちの日常生活を教材にしていけばできると思いますの
で、指導法の講義で取り入れています。 
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○資料 ２ ： 「道徳の指導法」にあたる科目のシラバスにおける「授業目的」 ・ 「到達目標」に出現する単語

とその回答者数 

 

■授業目的 

P.70に示される授業目的のうち、回答者数が 10未満のものを以下に示す。 

 

授業目的の中に出てくる名詞（ｎ＝10未満）と人数（ｎ＝457，複数回答） 

n 名詞 

 9   不可欠, 中学生, 事例, 仕方, 倫理, 取得, 基, 学級担任, 意識, 探究, 教育実践, 未来, 柱, 活用, 演

習, 現実, 理念, 精神, 自己, 自由, 行動, 西洋, 諸理論, 追求, 進め方 

 8   21 世紀, アプローチ, 不登校, 世代, 位置, 児童生徒, 内容項目, 力量, 問題行動, 学級崩壊, 展望, 影

響, 指摘, 授業内容, 授業実践, 提供, 改善, 教科, 本講, 歴史的変遷, 獲得, 現場, 生活, 発表, 発達段階, 

直面, 着目, 確立, 規範意識, 連携 

 7  ひとつ, 一部, 中核, 人間尊重, 以下, 体験, 修身, 具体例, 基本的事項, 姿, 完成, 実現, 希望, 念, 思

いやり, 技法, 授業展開, 教育改革, 教育観, 構想, 構築, 構造, 深化, 生きる力, 畏敬, 発展, 者, 背景, 

要, 計画, 討論, 過程, 道徳教育観, 領域, 高校 

 6  ありよう, グループ, レベル, 人格形成, 人間観, 人間関係, 全体計画, 到達目標, 前, 吟味, 国家, 基礎

知識, 声, 大人, 実践的指導力, 対象, 年間指導計画, 強調, 徳, 心理学, 必修科目, 思想, 技能, 技術, 授

業案, 支援, 方法論, 日常生活, 日本人, 時, 期待, 根幹, 概念, 比較, 状況下, 社会性, 第一, 経験, 自殺, 

自然, 近年, 道徳教育論, 道徳編 

 5  ディベート, ノート, 二つ, 人生観, 作業, 使用, 具体, 判断, 創造, 原理, 同和教育, 国際化, 実践事

例, 実践方法, 実践編, 平和, 心構え, 必修, 思考, 成立, 成長, 指導内容, 指導技術, 指導者, 授業方法, 

教育勅語, 教育問題, 根底, 模索, 涵養, 特徴, 現象, 理論編, 環境, 社会問題, 社会状況, 自律, 行為, 規

定, 視座, 解決, 解決策, 設定, 道徳教育史, 道徳的判断力, 青年期, 面 

 4   4 つ, ジンカン, プロセス, モラルジレンマ, 世界, 両側面, 両面, 事象, 事項, 人権, 人生, 今日的課題, 

使命, 価値感, 修身科, 個性, 倫理学, 働き, 共生, 共通, 内面, 参考, 各人, 各種, 基本原理, 基本理念, 

場合, 外国, 多発, 尊厳, 尊重, 導入, 差別, 市民, 年, 幼児, 強化, 後, 徳育, 念頭, 思春期, 急速, 情報

化, 意欲, 手がかり, 手だて, 批判, 指導要領, 授業づくり, 教科書, 教養, 文部科学省, 新学習指導要領, 

方法原理, 根本, 概要, 機会, 正義, 法律, 法的規制, 流れ, 焦点, 現代教育, 現代日本, 現代的課題, 現行, 

理性, 発達過程, 直接, 相互, 真理, 社会全体, 社会規範, 程度, 第二, 素材, 統合, 自己形成, 自立, 見方, 

規制, 言葉, 討議, 説明, 論議, 諸君, 諸外国, 諸概念, 軽視, 近代, 週 1 時間, 道, 道徳哲学, 道徳思想, 

道徳的実践, 違い, 配慮, 重点, 非行, 顕在化 

 3   1958年, 2点, 3点, 6, 7, いのち, こころ, エチケット, グループ討義, ジェンダー, ロールプレイ, 一

人, 一員, 下位, 中学, 中高生, 主体, 主体性, 主張, 予想, 事, 事柄, 人権尊重, 人権教育, 人間存在, 人

間的魅力, 人間社会, 人類, 他方, 他者理解, 伝統, 伝達, 体, 体育, 作成方法, 俺, 倫理観, 側, 先人, 先

輩教師, 先達, 全体, 全体構造, 全体討義, 公共性, 公教育, 共通認識, 具体的施行計画, 内面化, 到達点, 

創意工夫, 力量形成, 動向, 協調, 参画, 受講態度, 古今東西, 古代, 各領域, 善, 国民, 国際社会, 基礎理

論, 報道, 場面, 増加, 変貌, 夢, 学校教育活動全体, 学校生活, 学級, 学級指導, 学習活動, 実感, 小学校

教育, 幼稚園, 建設, 形, 従来, 徳目, 応用, 性格, 情報, 想定, 感性, 押し付け, 抽出, 担任クラス, 指導

案作成, 指導過程, 授業計画, 援助, 改定, 教授, 教材研究, 教材開発, 教育実習, 教育実習生, 教育思想, 

教育方法, 教育状況, 教育的意義, 教育的領域, 教育職員免許法, 整理, 文化, 方向, 既成, 日本国国会, 日

本社会, 明治, 明確化, 昭和 33 年, 時期, 本来, 本質特徴, 束縛, 東洋, 核, 歴史的背景, 法, 深浅, 特別

活動, 特色, 現代日本学校, 現行指導要領, 生き方そのもの, 生徒指導, 生活体験, 留意点, 発達理論, 発達

課題, 目, 相互評価, 看取, 社会的背景, 第 1 部, 第 2 部, 第三, 筆者, 策定, 簡単, 結果, 総合学習, 罪, 

考究, 育ち, 自他, 自分自身, 自尊心, 若者, 蓄積, 補充, 要求, 要点, 要素, 覚醒, 設計, 課題意識, 諸経

験, 講義科目, 責任, 趣旨, 道徳学習, 道徳教育そのもの, 道徳教育思想, 道徳的心情, 達成, 部活動, 開発, 

関心, 関連づけ, 限界, 集団, 青年, 音楽科, 養成, 高等学校, 魅力 

 2  10, 1958, 2 回, 8, 9, かなめ, しつけ, われわれ, イメージ, エンカウンターゲーム, カリキュラム, カ

リキュラムづくり, カント, クラス, グループごと, コミュニケーション, ジレンマ, スキル, セクシュアリ

ティ, タクト, テキスト, ディスカッション, ニヒリズム, ハイデガー, ヒト, プラグマティズム, ボランテ
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ィア活動, レポート, ロールプレイング, 一定, 一環, 一緒, 一領域, 三, 下記, 中学校学習指導要領解説, 

中学校教員, 中学校教諭普通免許, 主題, 事件, 事例研究, 事態, 人格教育, 人権感覚, 他人, 他教科, 代表

的理論, 体得, 作品, 価値判断, 価値教育, 価値明確化, 保護者, 信頼, 修得, 個々, 倫理性, 傾向, 克服, 

党派性, 全般, 公徳心, 公正, 六つ, 共存, 共有, 具体的指導, 内, 内包, 再検討, 再確認, 再認識, 出発, 

初等教育, 利用, 効果, 動機, 危惧, 原則, 原因, 原点, 参照, 参考資料, 反省, 各国, 告示, 呼応, 命, 哲

学, 啓培, 喚起, 固有, 国定教科書, 基本問題, 基本的概念, 基本的知見, 基本的課題, 基準, 基礎力, 基礎

的理論, 基礎的知識, 基礎的能力, 変動, 変容, 契機, 姿勢, 子ども一人一人, 学修, 学制, 学力, 学力低下, 

学校全体, 学校教育全般, 学校教育法, 学校教育活動, 学校行事, 学生指導要領, 学生諸君, 学習指導要領, 

改訂, 宗教, 宗教教育, 定着, 定義, 実例, 実情, 実習, 実践的技能養成, 実践的視点, 家庭生活, 家族, 寄

与, 対話, 将来教職, 小中学校, 少子化, 展開方法, 左右, 希求, 希薄化, 常識論, 広がり, 延長線上, 建前, 

思惟, 思想史, 思想家, 性, 性質, 悪, 意味喪失, 意図, 意見, 意見交換, 成員, 戦後教育, 手段, 手法, 批

評, 指導実践力, 授業プラン, 授業例, 授業実践例, 授業構想, 授業構成, 授業者, 授業論, 推移, 提案, 支

え, 改正, 教員免許状, 教壇, 教科指導, 教科教育, 教職科目, 教職課程, 教育一般, 教育上, 教育力, 教育

基本法第 1 条, 教育学, 教育実践例, 教育必要性, 教育機能, 教育界, 教育課程全体, 新教育基本法, 新聞, 

方針, 昭和 33, 時代背景, 普及, 書き方, 最低限, 有効, 有効性, 材料, 条件, 根本問題, 根本精神, 機能, 

機軸, 欠如, 欧米, 歴史的展開, 殺傷事件, 決断, 活性化, 混迷, 激変, 犯罪, 状態, 理由, 環, 生命尊重, 

生徒一人ひとり, 留意, 疑問, 発見, 目的実現, 相対化, 相当, 相手, 瞬間, 矛盾, 知, 知性, 知的養成, 知

育, 知見, 研究成果, 確固, 確固たる人生観, 社会変化, 社会的規範意識, 科学技術, 究明, 立案, 第 1, 第

13回, 第 14回, 第 1回, 第 1章, 第 3章, 第 8回, 第 9回, 答え, 糸口, 総て, 編成原理, 義務教育, 考慮, 

考案, 背後, 自信, 自己教育力, 自己決定, 自覚化, 自身, 良心, 荒廃, 葛藤, 行動化, 表現, 要因, 要請, 

見識, 親, 角度, 言動, 言及, 設置, 該当, 誠実, 調和, 調査, 論理, 論評, 諸計画, 諸課題, 講座, 講義内

容, 識見, 責任感, 起源, 足がかり, 近代日本, 近代社会, 追究, 道徳学習指導, 道徳性養成, 道徳意識, 道

徳指導案, 道徳授業論, 道徳教材, 道徳教育 4, 道徳教育体験, 道徳教育改革, 道徳教育関連, 道徳時間, 道

徳的価値観, 道徳的倫理的判断, 道徳的危機, 道徳的感受性, 道徳的成長, 道徳的習慣, 道徳規範, 道徳資料, 

道標, 選定, 部落問題, 重要課題, 間, 集約, 青少年非行, 題材, 高度, 高校生, 高齢化 

 1  10代, 11, 1724-1804, 1785, 1872, 1890, 1989年, 1998, 1998年, 19年度, 1人間, 2008年, 20年度, 21

年度, 23, 23項目, 24, 2年生, 2戦, 3戦, 3月, 42008年 3月, 4年次, 4部, 4～6人, 50年, 5回, 5心, 7

回, B, dvd, Guterwille, immanuelkant, Schoolcounselor, tv, vc 法, vtr, あらまし, あり方生き方, いま道

徳教育, いわれ, うた, きれいごと, こだわり, こんにち, すがた, そのもの, たび, ためらい, とりくみ, わ

たしたち, アイデンティティ, アリストテレス, アレテー, イデオロギー, イデオロギー論争, インカルケーシ

ョン, インパクト, ウェビング, エゴ, エンカウンター, エンカウンター方式, カント道徳哲学, キェルケゴー

ル, ギリシア, グループワーク, グループ分け, グループ学習, グループ編成, グループ討議, グローバル社会, 

ケアリング, ゲスト, ゲーム, コミュニケーションカード, コメント, コンビニ, コンピュータ, コールバーグ

理論, サポート, シミュレーション, シラバス, ジコチュウ, ジャンル, ジレンマ教材, スケジュール, スタン

ス, スタート, セミナー形式, ソクラテス, タイプ, チェック, チーム, テクスト読解, デカルト, トレーニン

グ, ドイツ, ニュース, ハウツー, バランス, パースペクティブ, ヒント, ビデオ, ピア, ピアサポート, フレ

ーム, プラトン, プレイング, プレゼンテーション, プログラム, ヘーゲル, ベース, ボランティア活動記録, 

ポイント, ポーズ, マップ, メイン, メディア論, モデリング, モラルの低下, モラルジレンマ授業, モラルジ

レンマ教材, ラッセル, リーフレット, ルール, ロープレ, ロール, 一人前, 一口, 一種, 一端, 一読四分進法, 

一貫, 三要素, 下, 下位目標, 不徹底, 不足, 世界的動向, 世界観, 世紀, 両義性, 中央教育審議会, 中学免許

取得希望者, 中学教師, 中学校免許状取得, 中学校教員免許状, 中学校教員育成, 中学校教職免許, 中学校教育, 

中学校教諭, 中学校教諭一種免許状, 中学校現場, 中心問題, 中心的テーマ, 中心科目, 中心課題, 中等教育段

階, 中高, 主体形成, 主体的実践, 主体的把握, 主体的条件, 主体的自覚, 主内容, 主役, 主流, 主目的, 主眼, 

主義的イデオロギー, 乳幼児, 事件事故, 事例分析, 事例検討, 事実, 事実認識, 事情, 二十四, 二本柱, 二点, 

交換, 交錯, 人材, 人材育成, 人格発達, 人格的形成, 人格的感化, 人間学, 人間学的, 人間学的認識, 人間形

成論, 人間性発達, 人間理解, 人間生活, 人間育成, 人間関係構築, 今日的制度, 今日的意義, 仕事, 他国, 他

者関係, 任務, 企画, 伝授, 伝統文化, 位置 3, 低調, 低迷, 体育祭, 体験型参加型, 体験活動, 作成力, 作成

意義, 併用, 使命感, 例, 価値基準, 価値多元化, 価値多様化時代, 価値意識, 価値選択, 保全, 保持, 保育所, 

保育者, 保証, 信頼感, 信頼関係, 個人差, 倫理感, 偏向, 偏見, 充実化, 先生, 先行, 免許取得者, 入った時, 

全体像, 全体的構造, 全体討論, 全員道徳, 全教育活動全体, 全領域, 公共, 公共心, 公共認識, 公教育成立, 

公民教育, 公民的資質, 公理, 公示, 共同, 共同体, 共同作業, 共感, 共通理解, 共闘, 具体化, 具体的事例, 

具体的取り組み, 具体的問題, 具体的実践例, 具体的展開, 具体的生活, 具体的資料, 具現化, 内在, 内容 3, 

内容 4, 内容道徳性, 内観法, 内面的理解, 内面的自覚, 再構築, 再発見, 再考, 処世知識, 凶悪犯罪, 出席, 
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初期, 利他, 利害, 到来, 到達, 制度的導入, 前任, 副読本, 創出, 功罪, 勇気, 勉強, 動き, 動物, 動的, 務

め, 勤務, 包含, 区別, 十代, 半世紀, 協働, 協議, 印象, 危機, 危機的状況, 危険性, 参加型, 反省能力, 取

扱い, 取材, 取組み, 受講, 受講生各人, 受講生各自, 受講者各自, 受身, 受験競争, 口頭発表, 古代ギリシア, 

古典古代, 古典的制度, 古来, 可変性, 史実, 各学校, 各徳目, 各教, 各校, 各知識, 否定, 含意, 呪縛, 哲学

的観点, 哲学者, 問, 問題 2, 問題化, 問題意識, 問題状況, 問題理解, 問題解決能力, 善悪, 善意志, 喜び, 

喪失, 回収, 回向, 回数, 固定的なもの, 国境, 国民形成, 国民道徳, 国語, 国際, 国際化社会, 国際性, 国際

的動向, 土台, 在り方そのもの, 在り方生き方, 地殻変動, 地球市民, 型, 基底, 基本テーマ, 基本型, 基本方

針, 基本的人権尊重, 基本的内容, 基本的問い, 基本的問題, 基本的概要, 基本的理念, 基本的理解, 基本的生

活習慣, 基本的知識, 基本的考え方, 基本的観点, 基本的資質, 基本認識, 基標, 基礎学習, 基礎文献, 基礎概

念, 基礎的技能, 基礎的教養, 基礎的理解, 基育基本法, 基軸, 報告, 場所, 変更, 変質, 変遷史, 外的権威, 

外面的強制力, 多元化, 多文化, 大事, 大学, 大学生, 大衆社会状況, 奉仕者, 女性, 媒介, 子, 子ども問題, 

子供向き, 子育て, 存在意義, 学力問題, 学期, 学期末テスト, 学校カリキュラム, 学校内, 学校制度, 学校問

題, 学校問題現象, 学校教師, 学校教校, 学校教育問題, 学校教育現場, 学校教育諸活動全体, 学校道徳教育, 

学校関係者, 学歴社会, 学生各自, 学生諸氏, 学級経営, 学習内容, 学習指導案作り, 学習指導要録, 学習指導

要領第 1 章, 学習指導要領解説道徳編, 学習指導計画立案, 学習者, 学習資料, 学説, 安全, 実効性, 実地指導

講師, 実存思想, 実存的条件, 実技, 実生活, 実習生, 実行力, 実践プラス, 実践形態, 実践教師, 実践活動, 

実践的アプローチ, 実践的指導法, 実践的指導能力, 実践的方法, 実践的知識, 実践研究, 実践能力, 実践記録, 

実践部門, 実際例, 実際学校教育, 実験, 宮沢賢治, 家庭問題, 家庭教育, 家政論, 家論, 審議, 対人関係, 対

峙, 対応策, 対比, 対策, 対話型, 専門, 専門教科, 専門教育科目, 専門用語, 専門科目, 尊さ, 導き, 導入科

目, 導入経緯, 導入編, 小中高校, 小学校学習指導要領解説, 小学校教員, 小学校教育実習, 小学校教諭一種免

許状課程, 小発表, 小課題, 少子, 少子高齢化, 少子高齢化社会, 少年犯罪, 少年非行, 履修, 履修者, 差別体

験授業, 己, 希望者, 常識, 幅, 平成 10, 平成 10年 12月, 平成 20年 3月, 平成 20年 7月, 平気, 平等, 年間

指導課画, 年頃, 幼少時, 幼少期, 幾つ, 広義, 広辞苑, 序説, 廃止, 強制力, 当科目, 当該担当教員, 当該教

科, 形態, 形成者, 形成過程, 形骸, 役割取得, 役目, 彼女, 後段, 後続, 得, 徳性, 徳目主義, 徳目注入型, 

徳育教育, 徹底, 徹底化, 心理, 心理学領域, 心身, 心身とも, 必携, 志望, 応用力, 思想形成, 思索, 性急, 

恥, 情報モラル, 情報化社会, 情感, 想像, 意味内容, 意志, 意義 2, 愛, 愛する心, 愛国心, 愛国心教育, 愛

情, 感じ方, 感動, 感受性, 感情, 感想, 感覚, 感謝, 成文化, 成果, 成熟, 成立課程, 成立過程, 成長期, 我

が家, 戦い, 戦争と平和, 戦争責任, 戦前期, 戦後 60年, 戦後日本, 戦後責任, 戦時体制, 所, 扇, 手出し, 手

記, 批判的検討, 批判的観点, 技能形成, 技能面, 技術能力, 担い手, 担当者, 担当能力, 指導上, 指導事例, 

指導実践, 指導展開, 指導理論, 指導的観点, 指導要領改訂, 指導計画方法, 指導課程, 指導資質, 指針, 挑戦, 

挙示, 挨拶, 捉, 授業中, 授業事例, 授業分析, 授業力, 授業実践事例, 授業実践力, 授業展開例, 授業形式, 

授業担当, 授業時間, 授業時間数, 授業案づくり, 授業案作成, 授業概要, 授業構想力, 授業構造, 授業理論, 

授業研究, 授業経営, 授業見学, 授業開発, 探索, 接続, 推進, 提言, 提題, 援助交際, 改善点, 政治権力, 教

免法, 教員免許取得, 教員免許状取得希望者, 教員免許状取得必修科目, 教員志望者全員, 教員養成, 教授法, 

教材づくり, 教材作成, 教材分析, 教材工夫, 教材開発力, 教示, 教科外, 教科担任, 教科書所収, 教職必修科

目, 教職教養, 教育プログラム, 教育全体, 教育内容, 教育再生, 教育勅語渙発, 教育史, 教育国, 教育基本法

改正, 教育審議会, 教育指導者, 教育改革議論, 教育政策, 教育方法学, 教育機関, 教育活動全般, 教育環境, 

教育的崩壊, 教育的役割, 教育目標, 教育社会学, 教育精神, 教育者, 教育職員免許法施行規則, 教育領域, 数

学, 整合, 文化的文脈, 文化的背景, 文化祭, 文教施策, 文章, 文芸作品, 文言, 文部科学省発行, 新学力観, 

新指導要領, 新教育, 新教育課程, 新書, 新聞記事, 方向性, 方法的基礎, 方策, 旅, 既存, 既成概念, 日常, 

日本教育史, 旧植民地, 明治23, 明治5, 明治5年, 明治時代, 明示, 明記, 映像, 映像分析, 昨年, 昨年度, 時

間内, 普段, 普遍, 普遍性, 普遍的意義, 暴力, 書物, 最大, 最小限, 最新, 最新成果, 最高原理, 有能感, 期

末レポート, 本年度, 本授業内容, 本教科, 本来他者, 本来道徳教育, 本構, 本特論, 本質 2, 本質的問い, 本

質的特徴, 本質論, 枕詞, 林竹二, 枠内, 栄養教諭, 校内外, 核心, 根低, 根本原理, 根本的視点, 梅原猛, 検

討 3, 検証, 構想力, 構成力, 構造化方式, 様子, 模擬時, 欠落, 次世代, 次代, 次元, 正, 正立, 正議感, 歯

止め, 歴史 3, 歴史上, 歴史性, 歴史的形成, 歴史的意味, 歴史的断面, 歴史的景, 歴史的経緯, 歴史的考察, 

歴史的観点, 歴史的認識, 歴史的課題, 死, 死者, 段階, 殺人, 毎時間, 比較行動学, 民主的改革, 民族, 気持

ち, 決定, 沖縄問題, 注入, 注目, 泰安, 洗脳, 洞察, 洞察力, 活動形態, 活性, 活用方法, 活用法, 活発, 海

外, 消失, 深め, 混乱, 満足, 準備, 演習形式, 潜在的カリキュラム, 潮流, 灰谷健次郎, 照準, 熟読, 熟達者, 

特別編, 特性, 班, 現今, 現代日本人, 現代的意義, 現代青少年, 現在子ども, 現場教師, 現場現場, 現存, 現

況, 現状分析, 現状認識, 理屈, 理解力, 理論的基礎, 理論的考え方, 理論的背景, 理論的視点, 理論研究, 環

境モラル, 環境問題, 生きがい, 生き方在り方, 生き方学習, 生き方探求, 生と死, 生まれ, 生命体, 生命倫理, 

生徒一人一人, 生活全体, 生活化, 生活実感, 生活指導, 生活現実, 生活環境, 生活習慣, 生者, 生起, 用意, 
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疑念, 病理, 病理的社会現象, 痛み, 痛感, 発問, 発想, 発生, 発表形式, 発足以来, 発達心理学, 的, 皇民, 

益, 目標理解, 相互一貫性, 相互批評, 相互行為, 相談, 相違, 省察, 真影, 真正面, 知恵, 知的, 知的構え, 

知的陶冶, 知識論, 短所, 研究公開授業 vtr, 研究動向, 研究指定校, 研究発表, 研究論文, 礼儀, 社会人, 社

会体験, 社会環境, 社会生活上, 社会生活全般, 社会的コンセンサス, 社会的使命感, 社会的存在, 社会的意味, 

社会的条件, 社会的状況, 社会的規範, 社会的関係, 社会的関心, 社会科, 社会関係, 祝日大祭儀式, 福祉, 私, 

科学, 秩序, 種々, 究極, 空間, 立ち位置, 立案実践例, 立派, 立脚, 第 16期, 第 1条, 第 4部, 第一歩, 第三

次学習指導要領, 筋, 答申, 節制, 範例, 範囲, 範型, 精神医学, 精神文化, 系譜, 級友, 素地, 素養, 細部, 

終末, 終盤, 経営力, 経緯, 経験至上, 統一的存在, 統治化, 継続, 維持, 緊要, 総則, 総合的道徳教育, 美, 

習慣, 聖書, 職務, 育, 育成課題, 脱出, 脳科学, 臨床, 臨床教育学, 自主, 自信喪失感, 自分たち, 自尊感情, 

自己啓発, 自己実現, 自己統制力, 自律心, 自律性, 自律的行使, 自然体験活動, 自由討論法, 自負, 良き社会

人, 色彩, 芸術, 苦慮, 荒れ, 著, 蘇生, 融通, 行き方, 行き詰まり, 行使, 行動原理, 行動規範, 行政実務家, 

表面化, 被教育経験, 複雑, 複雑化, 西洋伝統, 要望, 見学, 見直し, 見解, 規律, 規範崩壊, 規範意識低下, 

視線, 視聴, 視聴覚教材, 親切, 親子間, 観察, 観念論, 解放, 解明, 解消, 解答, 解説書, 解釈方法, 言語論, 

言説, 設定経緯, 許可, 訳, 証, 試み, 試作, 試案, 試行, 話し合い, 話題, 詳述, 認集, 読み方, 読み物資料, 

課題 2, 調整, 論, 論争, 論文, 論点, 論的判断, 論義, 論考, 論述, 諸側面, 諸徳目, 諸思索, 諸教育活動, 

諸方面, 諸施策, 諸条件, 諸能力, 諸要素, 諸関係, 諸領域, 講目, 講義全体, 講義形式, 講述, 谷昌, 豊かな

もの, 象徴, 貢献, 責任意識, 責務, 資料配布, 資本主義, 賞罰, 質的変化, 足跡, 転換, 軸, 近代ポリス論, 

近代公教育, 近代学校制度, 近年子ども, 追及, 退廃, 逆説, 通観, 連動, 連日マスコミ, 連関, 連関性, 進歩, 

遊行, 運営, 過去, 道徳そのもの, 道徳内容, 道徳問題, 道徳実践力, 道徳形而上学原論, 道徳心, 道徳思想史, 

道徳性形成, 道徳性発達段階論, 道徳性研究, 道徳性育成, 道徳授業案, 道徳授業評価, 道徳教育全般, 道徳教

育学入門, 道徳教育指導, 道徳教育指導法, 道徳教育指導計画, 道徳教育推進, 道徳教育推進教師, 道徳教育政

策, 道徳教育方法, 道徳教育方法論, 道徳教育独自, 道徳教育理論, 道徳教育研究, 道徳教論, 道徳的主体性, 

道徳的価値判断, 道徳的問題, 道徳的基盤, 道徳的意義, 道徳的指導力, 道徳的教育, 道徳的教育内容, 道徳的

環境, 道徳的発達, 道徳的知見, 道徳的認識, 道徳的課題, 道徳的諸価値, 道徳的資質, 道徳能力, 道徳論, 道

筋, 道義的退廃, 適当, 適応性, 遭遇, 選択, 邪, 部分, 部分的順序, 郷土, 配布, 重き, 重力問題, 重点内容

設定, 鍵, 長所, 閉塞感, 開講, 間接体験, 間柄, 関係性, 関係理解, 関連 5, 附属教員, 限定, 陶冶, 階級性, 

隠, 集団遊び, 電車, 露呈, 青少年事件, 非常, 項目, 頒布, 頻発, 題目, 願い, 類似, 風潮, 高め, 高度情報

化, 高度情報通信社会, 高度資本主義社会, 高揚, 高校学習指導要領, 高校教員, 高校教育, 高校段階, 高齢化

社会 
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■到達目標 

P.72に示される到達目標のうち回答者数が 10未満のものを以下に示す。 

 

到達目標の中に出てくる名詞（ｎ＝10未満）と人数（ｎ＝253，複数回答） 

n 名詞 

 9 価値, 指導計画, 教員, 教育課程, 社会, 科目, 評価, 諸問題, 関係 

 8 児童, 基礎理論, 展開, 形成, 特徴, 現代, 生き方, 自覚, 道徳教育観, 関連 

 7  イメージ, 中学校学習指導要領, 人間形成, 基本, 学校教育全体, 学習, 学習指導案, 構造, 解説, 資

料, 道徳編 

 6  人間教育, 修得, 地域, 地域社会, 基盤, 基礎知識, 小, 心, 戦前, 技能, 指摘, 本授業, 状況, 能力, 

表現, 観点, 道徳指導, 道徳的実践力, 関心 

 5  中核, 仕方, 使用, 公教育, 問題意識, 基本的事項, 存在, 実践例, 思想, 思考, 意欲, 探求, 方法論, 

構想, 構成, 活動, 者, 視野, 計画, 道徳的発達, 道徳観, 関わり 

 4  6, モラル, 主体的意識, 人間存在, 他者, 位置, 価値観, 具体例, 判断, 力量, 参考, 取得, 受講生, 

各自, 基, 場面, 変遷, 姿, 将来, 小中学校, 小学校, 影響, 成立, 戦後, 手がかり, 担当, 指定, 授業内

容, 授業実践, 教育実習, 教育現場, 教育職員免許法, 教育職員免許法施行規則, 書き方, 根幹, 概観, 機

会, 活用, 深化, 特質, 現代日本, 現実, 理念, 第 4欄, 第 6条第 1項, 統合, 考え, 考え方, 考慮, 補充, 

規範意識, 諸理論, 趣旨, 連携, 道徳的心情, 高等学校 

 3  ねらい, ひとつ, ディスカッション, 一定, 両面, 中学, 人, 人間性, 倫理, 充実, 全体, 共, 分析, 受

講者, 向上, 吟味, 問題行動, 基本的知見, 基礎文献, 場, 学校現場, 学習目標, 実践性, 実践的指導力, 

広義, 形, 意見, 技術, 授業展開, 授業案, 授業理論, 授業計画, 教員免許, 文化, 文章, 明確化, 時代, 

概要, 次, 歴史的展開, 活性化, 涵養, 狭義, 現行, 理由, 研究, 確立, 種々, 立場, 背景, 自己, 解決, 

解釈, 言語, 設定, 諸概念, 過去, 道徳教育実践, 道徳的価値, 道徳的判断, 道徳的教育, 道徳的行為, 道

徳課題, 道徳資料, 青少年 

 2  2つ, 4つ, 7, つながり, カリキュラム構成, グループ, コールバーグ, テーマ, デザイン, ニヒリズム, 

モラルジレンマ, レポート, 一部, 一領域, 下記, 不可欠, 主体, 主眼, 事例, 事実, 事項, 人権教育, 人

間社会, 仕組み, 伝統, 体験, 個人, 克服, 全体構造, 内容構成, 内面, 判断力, 前提, 創造, 努力, 動向, 

協力, 原理, 参加, 取り扱い, 各教科, 各理論, 国民, 基本理念, 基本的原理, 基本的知識, 基本的認識, 

基本過程, 基礎的事項, 基礎的指導力, 場合, 変化, 変容, 多様化, 大人世代, 大学教育, 学校生活, 宗教

教育, 実態, 実践レベル, 実践事例, 実践意欲, 実践的力量, 履修, 工夫, 差別, 差異, 平成 20年 7月, 形

式, 形態, 後, 復習, 徹底, 必修, 想定, 意味発見, 所属学校, 指導内容, 指導技術, 指導案作成, 指導計

画作成, 指導過程, 授業分析, 授業実践力, 授業方法, 授業構成, 授業者, 提出, 提示, 改正, 改正教育基

本法, 教材, 教材研究, 教材開発, 教職科目, 教育倫理, 教育勅語, 教育原理, 教育実践, 教育的状況, 教

育課程状, 整理, 方法原理, 明治時代, 明記, 時代背景, 本来, 柱, 概念, 歴史的変遷, 比較, 特設, 理論

的背景, 用意, 発表, 相互, 相手, 知見, 確認, 私, 立案, 第一, 第二, 精神, 考案, 自分自身, 行動, 要

因, 要請, 見方, 規定, 視聴, 討議, 設置, 読み物資料, 課題解決, 諸外国, 講義内容, 議論, 資質, 近代, 

追求, 追究, 道徳性発達, 道徳指導案, 道徳教育研究, 道徳教育関連, 道徳的倫理的判断, 道徳的判断力, 

選定, 重要課題, 長所, 関連づけ, 領域, 高校 

 1  2-5, 2008年, 2008年 3月, 24項目, 35時間, 3点, 400字, 4本, 4点, 6つ, 8, 9, , hr, あこがれ, い

じめ, いじめ問題, いのち, ことば, そのもの, のん, インパクト, エンカウンター方式, カウンセリング, 

カリキュラム, ガイダンス, グループワーク, コミュニケーション能力, コミュニティサービス, コメンン

ト, シラバス, スキル, セット, チャペル活動, テキスト, ビデオ, ビデオ教材, ポイ捨て, モラル低下, 

ルール違反, ロールプレイング, 一般化, 三つ, 下, 不安, 世域, 世論, 両側面, 中学学習指導要領, 中学

教員, 中学校学習指導要領解説, 中学校教員, 中学校教員免許取得, 中学校教諭, 中学校道徳教育, 中高時

代, 主体化, 主旨, 主発, 主眼点, 主題, 予習, 事, 事件, 事柄, 事象, 二本立て, 人々, 人格, 人格形成, 

人格性, 人格発達, 人権, 人生, 人生観, 人間尊重, 人間行動, 人間観, 人間関係, 今日的情況, 今日的状

況, 今日的課題, 他, 他者関係, 付随, 代表者 2 名, 以下, 仮想指導案, 企業人, 企画段階, 伝達, 位置意

義, 体, 体系, 体系的授業構成, 体罰, 作成方法, 作文, 作法, 使い方, 例外, 価値基準, 価値多元化社会, 

価値多様化時代, 促進, 保護者, 信頼, 信頼友情, 修身科, 倫理学, 側面, 先人, 先生, 免許取得, 免許状

取得, 入り, 全体像, 全体紹介, 全学生, 全教育活動, 公布, 公教育制度, 公案, 公示, 共有, 共生社会, 

具体的事例, 具体的内実, 具体的方法, 具体的目標, 具体的道徳, 内容項目, 内観法, 内面化, 出席者各自, 
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出来事, 出題, 分析力, 分析方法, 分野, 分類, 初歩, 制度, 制度的枠組, 前, 前身, 創出, 動機付け, 協

働経験, 協確, 協調, 協議, 危惧, 危険性, 原則, 原因, 参加型授業, 友情, 反応, 収集, 収集・整理, 受

講生各自, 受験者, 叙述, 古典, 可能性, 史実, 史料, 同和, 同時, 周囲, 哲学, 問, 問いかけ, 問題事象, 

問題構造, 善さ, 善悪, 喚起, 困難, 国家, 国民教育, 土台, 型, 基本原理, 基本姿勢, 基本方針, 基本的

指導, 基本的概要, 基本的特性, 基本的理解, 基本課題, 基準, 基礎基本, 基礎的力量, 基礎的教養, 基礎

的理解, 基礎的知識, 基礎的能力, 堀り, 変貌, 外国, 多数, 夢, 大人, 契機, 媒体, 子ども実態, 存在理

由, 学力低下問題, 学年段階別, 学校制度, 学校教師, 学校教育活動, 学校道徳教育入門, 学生一人ひとり, 

学生全員, 学生参加, 学級, 学級担任, 学級担認, 学級経営, 学習サイクル, 学習内容, 学習支援活動, 学

習方法, 完成, 定型, 定着, 定義, 実情, 実行, 実践方法, 実践的基礎知識, 実践的能力, 実践的行為, 実

践的課題, 実際例, 対峙, 対立状況, 対象, 専門科目, 専門職性, 尊重, 小学校教員, 小学校教諭, 小発表, 

小論文, 展開過程, 希望, 希求, 常識, 平成10年12月, 平成20年3月, 年間計画, 幼児期, 広がり, 強化, 

当然, 形成者, 従来, 徳, 徳目, 徳目主義, 心情, 心構え, 心理学理論, 必修科目, 必要価値, 必要最小限, 

必須科目, 志向, 志望, 応答, 念, 念頭, 思想的, 思想的性格, 思想的背景, 思想領域, 思慮, 思索, 思考

力, 思考展開, 性格, 意味内容, 意識, 感受性, 成長, 成長過程, 戦前戦後, 戦時中, 手法, 手続き, 手順, 

批判, 技法, 技能技術, 技能的養成, 押し付け, 指導内容項目, 指導原理, 指導案づくり, 指導案作成作業, 

指導案作成能力, 指導要領, 指導計画案, 指針, 授業シュミレーション, 授業プラン作成, 授業プログラム, 

授業事例, 授業作り, 授業参加, 授業実践方法, 授業構築, 授業記録, 授業過程, 採用試験, 探究, 接続, 

推進, 提供, 支援, 改定, 教員免許取得, 教員免許状取得, 教員採用試験, 教壇, 教師像, 教師力, 教材開

発能力, 教科, 教科指導, 教科書, 教職現場, 教職課程, 教育一般, 教育動向, 教育基本法, 教育学校, 教

育改革, 教育方法, 教育活動, 教育界, 教育的意味, 教育的環境, 教育答申, 教育職員免許状, 教育観, 教

育課題, 教諭, 教諭免許状取得, 教養, 数学, 整備, 文教施策, 文献, 文章化, 文部科学省, 新, 新学習指

導要領, 新書, 方向, 方向性, 方法スキル, 方策, 方針, 日常生活, 日本人, 日本近現代社会, 明治期, 時, 

普遍妥当的, 暴力, 暴力・暴言, 暴言, 期待, 未来, 本来道徳, 本講, 本講座, 本質的問題, 材料, 条件, 

東西, 板書, 枠内, 柔軟性, 校外生活指導, 核, 根底, 根本的問題点, 梗概, 検証, 概説, 構築, 構造化方

式, 模索, 機能, 歴史性, 歴史的推移, 歴史的条件, 歴史的歩み, 歴史的源泉, 歴史的考察, 歴史的背景, 

歴史的観点, 段階, 毎回, 民主的道徳教育, 民意, 汚職政治家, 法的, 洞察, 流れ, 消費者, 深まり, 混迷

状態, 演習, 漫然, 点, 為政者, 焦点, 熟読, 物語, 特定, 特殊性, 状況下, 独自, 現代的意義, 現況, 理

想, 理想像, 理論的吟味, 理論的理解, 環境, 生きる力, 生命, 生命尊重, 生徒一人一人, 生活, 生活全般, 

生活習慣, 生涯, 生起, 留意, 発揮, 発育, 発見, 発達段階, 発達過程, 目的内容方法, 直面, 相互一貫性, 

相違, 省察, 眼, 知, 知的養成, 知育, 知育体育, 短所, 研究蓄積, 社会人, 社会参画, 社会問題, 社会変

化, 社会性, 社会的合意, 社会的実例, 祭り, 福祉施設研修ツアー, 究明, 空き缶, 立て方, 第 1 期, 第 1

種, 5 期国定修身教科書, 約束, 素養, 組織, 経緯, 経験, 結びつき, 結論, 続出, 総合学習, 編成, 義務

教育, 習慣化, 考究, 臨床教育学, 自己表現, 自然, 自社製品, 自身, 表情, 表現力, 表現的領域自己, 複

数, 複雑さ, 西洋, 要点, 見取り図, 見解, 規範, 視座, 視点, 観点別, 角度, 解, 解決策, 解釈検討, 言

及, 討論, 討論会, 評価仕合, 話し合い, 話し方, 話題, 認知的領域道徳教育, 誤り, 課程, 調和, 論点, 

論理的作文, 論的問い, 論評文, 諫早, 諸学校, 諸学説, 諸技法, 諸条件, 諸研究, 諸計画, 諸説, 識見, 

資料作り, 資料分析, 資料教材, 質問, 足がかり, 身体, 近代公教育, 近代市民道徳, 近代的世界観, 迷惑, 

通底, 連関, 週 1時間, 週 1時限, 進め方, 進展, 遂行, 過程, 道徳主任, 道徳原理, 道徳哲学, 道徳学習, 

道徳学習指導, 道徳心, 道徳思想, 道徳意識, 道徳指導実践, 道徳授業育実践, 道徳教育 2 時間割, 道徳教

育上, 道徳教育全般, 道徳教育担当者, 道徳教育施策, 道徳教育理論, 道徳教育育, 道徳教育論, 道徳文化, 

道徳理論, 道徳的価値観, 道徳的実践意欲, 道徳的指導, 道徳的要素, 道徳的観点, 道筋, 達成, 達成課題, 

遵守, 選択, 都度, 醸成, 重視, 開拓, 間, 限界, 限界性, 階級性, 非常, 項目, 類別, 養成, 高, 高一貫

教育, 高校教師, 魅力 
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「道徳の指導法」の事務をご担当される方へ 

 

「道徳の指導法」に関するアンケートの 

ご協力のお願いとデータの取扱いについて 

  

◇本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力の程どうぞよろし 

くお願いいたします。 

◇いただきました回答はすべて厳重な管理のもとでただちに記号化 

され、すべて統計的に処理されます。そのため、個人が特定され 

ることはなく、回答された内容が研究目的以外に使用されること 

もありません。 

◇アンケート用紙右上のナンバリングは、教員の方にお配りしてい 

るアンケートと対応させるために付しております。 

◇ご協力者の中で希望される方には全体の結果をフィードバックさ 

せていただきたいと考えております。 

東京学芸大学理事・副学長 

村松 泰子 

  

○調査票 1 



2 

以下の質問の当てはまるものに○をつけてください。 

       
1 このアンケートの回答者はどなたですか。 

     
 

  
1．職員（教務担当） 2．教員（教務担当） 

 

  

3．教員（授業担当） 4．そのほか

（         ） 

 
      

2 あなたの大学の種別はいずれですか。 
     

 
  

1．国立 4年制 2．公立 4年制 

 
  

3．私立 4年制 4．国立短期 

 
  

5．公立短期 6．私立短期 

 
      

3 あなたの大学（学部・大学院）が課程認定を受けている

免許状はいずれですか。受けているものすべてに○をお

付けください。 
     

 

  
1．小学校一種 2．小学校二種 

 
  

3．小学校専修 4．中学校一種 

 
  

5．中学校二種 6．中学校専修 

 
      

4 あなたの大学の主免許状にかかる教育実習の時期はい

つですか。当てはまるものに○をお付けください。      

 

  前期 後期 

1年生 小学校 中学校 小学校 中学校 

2年生 小学校 中学校 小学校 中学校 

3年生 小学校 中学校 小学校 中学校 

4年生 小学校 中学校 小学校 中学校 

 

5 あなたの大学はシラバスを学外に公開していますか。 
     

 
  

1．公開している 2．公開していない 

 
      

6 あなたの大学は教育職員免許法上の「道徳の指導法」に

あたる科目を設置していますか。設置している場合、そ

の科目名をお書きください。 
     

   
1．設置している 

 

   
（         ） 

   
2．設置していない 
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問 6で「設置している」と回答した方のみ、以下の質問にお進みください。 

       
7 あなたの大学には「道徳の指導法」にあたる科

目を主たる専門とする専任教員は在籍してい

ますか。 
     

 
  

1．いる 
 

2．いない 
 

 
      

8 あなたの大学には「道徳の指導法」にあたる科

目を専門とする講座組織等はありますか。      

 
  

1．有  
 

2．無 
 

 
      

9 あなたの大学は免許状別に「道徳の指導法」に

あたる科目を設置していますか。      

 
  

1．設置している 2．設置していない 

 
  

3．小または中学校免許状の片方のみ 

 
      

10 あなたの大学には「道徳の指導法」に関連する

ほかの科目はありますか。ある場合、その科目

名をすべてお書きください。 
     

   
1．有（                          ） 

   
2．無 

   
 

 

以下では、「道徳の指導法」にあたる科目についてお尋ねします。 

       
11 あなたの大学が指定する当該科目の対象学年、指導対象、開講時期の当てはまるものはいずれに

なりますか。 

 
（例：2年生を主対象にして、小学校の内容で前期に開講する場合は例のように○をします。） 

 

  前期 後期 通年 集中 

例： 2年生 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

1年生 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

2年生 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

3年生 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

4年生 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 

 

 

裏面に続きます。 

12 当該科目の認定単位数はいくつですか。 
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1．2単位 

 
2．4単位 

 

   
3．そのほか（                     ） 

       
13 当該科目の授業担当教員は全体で何人ですか。 

     

   
常勤 （       ）人 非常勤（       ）人 

   
そのほか [           ]  （       ）人 

14 当該科目の授業回数は何回ですか。 
     

   
半期  ・ 通期     （     ）回 

 

 

同一科目の授業が複数ある場合、以下の問いにご回答ください。 

    

 

15 あなたの大学における当該科目のクラス数はいくつですか。 
 

  （       ） 

    
16 ひとクラス当たりの受講者数はどれくらいになりますか。 

 
約 （       ）人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 

このアンケートの結果のフィードバックを希望される場合は、大変お手数ですが、同封の宛名シール 

に郵便番号・住所・宛先をご記入の上、ご記入いただきましたアンケート用紙とともに東京学芸大学 

までご返送くださいますようよろしくお願いいたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

よろしければ、学生に公開している「道徳の指導法」のシラバスを返信用封筒にご同封ください。 
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○調査票 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の質問の当てはまるものに○をつけ、記述欄には記載をお願いいたします。 

      
1 こちらのアンケート回答者はどなたですか。 

    
 

  
1．「道徳の指導法」の授業担当専任教員 

 
  

2．「道徳の指導法」の授業担当非常勤教員 

 

2 あなたの性別はいずれですか。 
     

 
  

1．男性 
 

2．女性 
 

 
      

 

3 あなたの年代はいずれですか。 
     

 
  

1．～30歳 
 

2．31歳～35歳 

 
  

3．36歳～40歳 4．41歳～45歳 

 
  

5．46歳～50歳 6．51歳～55歳 

 
  

7．56歳～60歳 8．61歳～65歳 

 
  

9．66歳～ 
   

 

「道徳の指導法」を担当される教員の方へ 

「道徳の指導法」に関するアンケートの 

  ご協力のお願いとデータの取扱いについて 

◇本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力の程どうぞよろし 

くお願いいたします。 

◇いただきました回答はすべて厳重な管理のもとでただちに記号化 

され、すべて統計的に処理されます。そのため、個人が特定され 

ることはなく、回答された内容が研究目的以外に使用されること 

もありません。 

◇アンケート用紙右上のナンバリングは、事務の方にお配りしてい 

るアンケートと対応させるために付しております。 

◇ご協力者の中で希望される方には全体の結果をフィードバックさ 

せていただきたいと考えております。 

          東京学芸大学理事・副学長 村松 泰子 
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4 当該科目担当者の専門分野をお書きください。 

例：教育心理学  
      

 

   
（                           ） 

     
5 小・中学校での教職の経験はおありですか。 

     

   
1．有 

 
2．無 

 
 

以下では、あなたが最近実施した「道徳の指導法」にあたる科目についてお尋ねします。「道徳の指 

導法」を複数のクラスでご担当されている場合は、直近のいずれか１つについてお答えください。 

       
6 当該授業が対象とする課程はいずれになりますか。 

     

   
1．小学校 

 
2．中学校 

 

   
3．小学校及び中学校 

  

       
7 当該授業を実施した時期はいずれですか。 

     

   
1．昨年度後期 2．今年度前期 

   
3．昨年度通年 4．昨年度集中 

   
5．今年度集中 

  

       
8 当該授業において、使用しているテキストはあります

か。その場合、テキスト名および出版社名をお書きく 

ださい。 
     

   
1．有（                        ） 

   
2．無 

   

       
9 当該授業において、テキスト以外で用いる主な教材が

ありますか。その場合、タイトルをお書きください。      

 
  

1．有（                        ） 

 
  

2．無 
   

 

10 あなたの当該授業の実施に際して、以下の含まれる形式すべてに○をつけてください。そのほかに

ある場合には、その下の欄にお書きください。 

                            

1．講義 
  

2．小集団による演習 

3．学習指導案の作成 

4．授業視聴（ビデオ等による） 

5．模擬授業 

6．授業参観 
 

7．小・中学校の教員による講話 

8．そのほか

（                     ） 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

12 当該科目の評価方法はいずれですか。（複数回答可） 
     

   
1．出席状況 2．レポート 

 

   
3．実技 

 
4．テスト 

 

   

5．そのほか 

（                             ）  

 

 

13 

 

当該授業の実施に際して、都道府県または区市町村教育委員会と連携を図ることがありますか。

ある場合は、どのような連携か簡単にお書きください。 

 
  

1．有（                      ） 

 
  

2．無 
   

 

 

 

 

裏面に続きます。 

11 あなたの当該授業の実施に際して、以下の中で授業中に触れた内容がありましたら、時間をかけ

たと思う程度をお答えください。また、そのほかに触れている内容がある場合には、以下の空欄

にお書きください。 

  

触れていない ほとんど 

触れていない 

やや触れた 触れた 

 
① 道徳教育の意義 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
② 道徳教育や道徳の時間の目標 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
③ 道徳の内容項目 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
④ 道徳教育の全体計画、道徳の時間の年間指導計画 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑤ 道徳の学習指導案 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑥ 道徳授業の指導理論 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑦ 道徳資料論 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑧ 心のノート ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑨ 各教科における道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑩ 特別活動・体験活動と道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑪ 人権教育と道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑫ 生徒指導と道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑬ 家庭や地域との連携 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑭ 道徳教育における評価 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑮ 道徳教育の哲学・倫理思想 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑯ 道徳性心理学 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑰ 道徳性の発達（子どものこころの発達） ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑱ 戦前の道徳教育の歴史 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑲ 戦後の道徳教育の歴史 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑳ 外国の道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

そのほか： 
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14  あなたが今後、この授業を実施する場合、以下のそれぞれの内容について、時間をかけたいと思

う程度について当てはまるものに、○をお付けください。 

      

  

思わない あまり 

思わない 

やや思う 思う 

 
① 道徳教育の意義 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
② 道徳教育や道徳の時間の目標 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
③ 道徳で教える内容項目 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
④ 道徳教育の全体計画、道徳の時間の年間指導計画 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑤ 道徳の学習指導案 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑥ 道徳授業の指導理論 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑦ 道徳資料論 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑧ 心のノート ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑨ 各教科における道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑩ 特別活動・体験活動と道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑪ 人権教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑫ 生徒指導と道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑬ 家庭や地域との連携 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑭ 道徳に関する評価 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑮ 道徳教育の哲学・倫理思想 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑯ 道徳性心理学 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑰ 道徳性の発達（子どものこころの発達） ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑱ 戦前の道徳教育の歴史 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑲ 戦後の道徳教育の歴史 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 
⑳ 外国の道徳教育 ０・・・・・・・・１・・・・・・・・２・・・・・・・・３ 

 

以下、よろしければ自由記述にてご回答ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該授業を実施するにあたり、工夫していることは何ですか： 

当該科目を実施する上での課題はありますか： 

「道徳の指導法」という科目について自由にお考えをお聞かせください： 

お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 

なお、よろしければ、学生に提示しているシラバスを同封してくださいますと幸いに存じます。 

このアンケートの結果のフィードバックを希望される場合は、大変お手数ですが、同封の宛名シールに郵便番 

号・住所・宛先をご記入の上、ご記入いただきましたアンケート用紙とともに東京学芸大学までご返送ください 

ますようよろしくお願いいたします。 



 

 

 

「大学・短大における教職科目（道徳の指導法）に関する調査」 

結果報告書 
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