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総合的な道徳教育をめざして

　本学では今年度までの５年間にわたり、学校での道徳教育の推進と、

その教育にあたる教員の養成課程の充実を図る事業に、文部科学省より

措置された予算により、総合的に取り組んできました。本書は、その成果

を読みやすい形でまとめた最終報告書です。

　「総合的」という意味は、学校教育のための教材やプログラム開発と、

教員養成の改善の両面にわたる、ということだけではありません。この目

的のため、事業名称にあるように、大学と地域・学校が連携した取り組み

を行いました。

　さらに大学においては、一部の道徳教育の専門教員か、それに近い専

門分野の大学教員に限定せず、教育の総合大学を自負する本学の教育科

学・人文社会科学・自然科学・芸術スポーツ科学にわたる幅広い研究者

が参加して取り組みました。教材開発や体験プログラムの開発には、個々

の科学分野の教科教育学のみならず教科専門の教員たちが参加してい

ます。これは、学校での道徳教育が、核となる「道徳の時間」に限らず、

教科を超えて多角的に取り組みうることを示したとも言えます。また、本

学の多くの附属学校教員ばかりでなく公立学校などの多数の方にも協力し

ていただきました。

　教材は、幼稚園から、小学校・中学校・高等学校、そして特別支援学

校の児童生徒向けのものにわたっているという意味でも「総合的」です。

大学の教員養成課程での道徳の指導法の授業に関しては、全国調査で実

態や課題を把握した上で、テキストの作成をはじめとして改善をめざしま

した。

　これらの成果は、セミナーやフォーラムで多くの教員などと共有すると

ともに、本プロジェクト終了後も維持更新予定の専用ホームページを通じ、

今後もご活用いただけます。

　本プロジェクトは、その開始にあたり新規に採用した専任の教員を軸に、

上記のように多くの方の協力を得て実施されました。また、開発した教材

を使っての検証にも、多くの学校の教員・児童・生徒の皆さんの参加を

いただきました。各種調査にご協力いただいた全国の大学教員ほかの皆

さま、本プロジェクトの運営にご意見をいただく開発協議会にご参加くだ

さった近隣の教育委員会や学校関係者その他の皆さまにも、感謝申し上

げます。

　本プロジェクトを実施してきた５年の間に、道徳教育は、一段とクロー

ズアップされてきました。この時期に本プロジェクトを実施し、道徳教育

についての検討を深めることができたことをうれしく思うとともに、この成

果の今後の活用を願い、ご挨拶とさせていただきます。

東京学芸大学長　　村松　泰子
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未来を担う子どもたちの心の豊かさと活力を育む

　常によりよくなろうとする子どもを信じることから

　子どもたちの中には、自らのいのちを輝かせようとする様々な底力

があります。

　その１つは、例えば、今までの自分をよりよい自分へと高めようと

する時間軸の「がんばる力」です。それは、夢を志に変え、自分をステッ

プアップしていこうとするエネルギーです。

　また、いま１つは、活動の中で人と教え合い、助け合い、磨き合

い、共に生きようとする空間軸としての「かかわる力」です。それは、

体温に満ちたコミュニケーションの原動力となります。

　それらが、共によりよく生きようとする力となって子どもの中で一

体的に育つとき、子どもの豊かな生き方が高められていきます。

　そして、その原点には、子ども自身の所属感や安心感を基盤とし

た自己発揮・自己実現への思いがあるのです。

　子どもたちの心の成長を阻む問題に目を向けながら

　私たちの周囲には、子どもたちの心の成長を阻む問題や課題が

様々に横たわっています。

　例えば、社会環境の急激な変化の中、家庭や地域社会の教育機

能の低下とともに、心が育つ揺りかごが劣化し、心の根っこを育て

る土壌も痛んできているのかもしれません。

　その中で、子どもは、成長の原体験にもなる挑戦体験、生と死に

関わる体験、自然体験、人間関係体験、社会参画体験などの機会が

大幅に減少し、体験すること＝手間をかけること自体が苦手になっ

てきていると考えられるのです。

　このような状況は大人の生み出してきた環境がもたらしたものだ

とも言えるのに、その原因を子どもの気力や体力の問題に一方的に

押し付けがちです。心の教育・道徳教育の推進は、まさしく私たち

大人の責任であり、課題であると受け止めなくてはなりません。

　家庭・地域と各学校・大学が連携して　
　進める心の教育・道徳教育

　心の教育や道徳教育は一生を通じて行われ、家庭や学校を拠点

として地域への広がりをもつ教育です。　　　　　　　　　　　

　子どもは常に間断なく成長していく存在です。だから、学校教育

では、幼児期から小・中・高等学校、そして大学までの縦の接続を

図り、将来へとつなげていくことが大切です。

　また、子どもの心は人との豊かなかかわりの中でこそ成長します。

だから、家庭や地域社会と大学を含む学校園が連携を図り、多くの

人で心を育む土壌やネットを生み出すことが求められます。心の力

は、伝統や文化、風土が育まれる地域社会の中で培われます。お互

いがパートナー意識をもって心をつなげ、心を育む実践活動などで

先手を打っていくことが大切なのは言うまでもありません。

　

　学校で進める道徳教育・道徳の時間

　学校では計画的な道徳教育が進められます。それをモデル的に

示すならば、右図のように、広く豊かな心を育む教育の基盤として、

生きる力のいしずえとなる道徳性を育む道徳教育があります。それ

は、学校の教育活動全体を通じて、各教科の指導の中でも、学校行

事でも、休み時間などでも進められます。

　道徳の時間は、これらの道徳教育の中核的な役割を果たす時間で

す。子どもの「よりよくなりたい」という気持ちなどに直接働きかけ、

内面を揺り動かし、子ども自身の良心や、意志や、ホットな心を引

き出し呼び覚ますようにすることが重要です。

　しかし、このような道徳教育・道徳の時間が、現在、必ずしも見

通しをもって、計画的に進められているとは言えない実態もあります。

　いま、私たちが道徳教育の充実に向けてできることは何でしょう

か。また、それはどのような具体策の中で実現できるでしょうか。本

学では、プロジェクトの実施に際して、そのような問題意識をもって

進めることを大切にしました。

子ども

教　師
（学校）

保護者
地域住民

（ ）

共に学ぶ…共通理解

一体的な
実践活動

多様な人との
交流

（地域全体）

　心の教育・道徳教育は、未来を担う子どもたちの活力ある生き方を応援する教育活動です。それが今、強く求められる
のはなぜでしょうか。また、それは家庭や地域、各学校や大学のそれぞれで、どのような形で担われていくものでしょうか。
　ここでは、その全体像について考えます。

環境の変化→家庭や地域社会の
教育力の低下･体験の減少

生命尊重の心
自尊感情
基本的な生活習慣
規範意識
人間関係形成の力
社会参画への意欲
や態度
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本学で一体的に取り組む「総合的道徳教育プログ  ラム」とは

　子どもたちの心が不安定になっていると言われる今、子どもの規範意識を高め、健全な社会生活を営む能力を育てるこ
とは一層重要な課題となっています。
　そこで、東京学芸大学では、平成 21 年度から 5 年間の計画で「地域・学校と連携した『総合的道徳教育プログラム』の開発」
事業を立ち上げ、道徳教育の推進活動に取り組んできました。

　プログラムの趣旨

　この「総合的道徳教育プログラム」とは、子どもの心をめぐる様々な現代的課題への対応とその解決のために、地域や

各学校等と連携し、道徳教育を推進する教員の養成や研修、道徳教育教材の開発、心を育てる体験活動の工夫などを関

連的に推進しながら、幅広い角度から道徳教育の充実を図ろうとする総合的な取り組みを意味しています。

　本プログラムは、大学の教職課程における道徳教育関連科目の改善のみならず、各学校等においても、子どもの豊かで

活力のある心の育成に見通しをもって取り組むための道徳教育の推進に役立てていくことができるものと期待して進めて

きました。

　プログラムの概要

　本プログラムの概要は、次のとおりです。

　　　
事　業　名　 地域・学校と連携した「総合的道徳教育プログラム」の 開発

　　　事業の目的     平成 23 年度からの新学習指導要領の本格実施に照準を合わせ、道徳教育の充実を図るための総合的

　　　　　　　　　 な施策を講じ、併せて大学の道徳教育にかかわる体制の整備などを行う。

　　　事業の概要     道徳教育の充実・強化に対応するため、相互に関連した以下の３つのプロジェクトにおいてそれぞれ

　　　　　　　　　 の開発を行う。

　　　　　①第１プロジェクト…道徳教育推進教員養成・研修プロジェクト 

　　　　　　　　　　　　　　・道徳教育の推進を担う教員の養成・研修プログラムを開発する。

　　　　　②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 

　　　　　　　　　　　　　　・発達段階を考慮した魅力ある道徳教育教材を様々に生み出す。

　　　　　③第３プロジェクト…道徳教育のための体験学習プロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　・子どもの心を育てる体験学習プログラムを開発する。

　　　事 業  期 間      平成 21 年度～平成 25 年度（ 5 年間 ） 

　　　経 費  区 分      特別経費（プロジェクト分）　－高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実－

　

　プログラムの実施体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本事業は、その実施主体として、「総合的道徳教育プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推進プロジェクト会議」を置き、その中に各プロジェクト代表者等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による「企画ミーティング」を置き、機動的な活動を展開してきま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、地域や近隣の教育委員会の代表者が参画する「総合的道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳教育プログラム開発協議会」を組織し、地域連携を広げる手掛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かりとして、外部評価や様々な意見を得ることができるようにして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きました。

　　目指すイメージ

■大学の道徳教育科目

　の一層の改善・充実

　

■各学校の道徳教育の

　連携的な実施と充実

　

■魅力と活力のある

　道徳の時間への

　創意工夫

■地域・学校と大学が

　連携して取り組む

　子どもの道徳性育成

　

■道徳教育充実のため

    の情報発信や連携の

　拠点作り　　など

　

→ P6～11 他

→ P12～15

→ P16～19

第１：道徳教育推進教員養成・研修プロジェクト

第２：魅力ある道徳教育教材開発プロジェクト

第３：道徳教育のための体験学習プロジェクト

→ P20～25

プログラムの具体化

　　全体的取り組み

◆「心の教育フォーラム」

　の継続的な実施

◆教員養成・研修の

　システム化

◆各種調査の

　総合的な分析

◆様々な地域校での

　連携の試み

◆ホームページの

　改善・充実　　など

「総合的道徳教育プログラム」の開発への取り組みの経過

　　３つのプロジェクトと全体的な取り組みの両面から

　
本事業は、５年間にわたって、上の図のような流れの中で進められてきました。　　　　　　　　　　　　　　　　

　まずは、３つのプロジェクトで様々なチームを組んで、教材開発や体験プログラムの開発に取り組むとともに、大学の

授業の充実、教員研修の機会のシステム化などを並行して推進してきました。また実施の成果や開発した具体的な教材な

どを一層精選・整理し、フォーラムやホームページで発表・発信して、道徳教育の充実・強化の拠点としての本学の機能

を充実させるように努めてきました。

　次のページより、それらの実施の概要とその意義などについて、プロジェクトごとに、取り組んだ内容を紹介します。
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　本プロジェクトでは、大学の教職課程科目「道徳の指導法」について全国的な実施の実態から課題をさぐり、そのいっ
そうの改善・充実のため、授業の計画の見直しや、そこで用いる教材の作成、指導の創意工夫などをはかってきました。

●本学における授業「道徳教育の研究 ( 道徳の指導法 )」の 15 回の展開

■各授業で共通に生かすテキストの作成
●本学では、科目「道徳教育の研究」の計画的な実施と
　全体的な質の向上を図るため、中心的な教材として用
　いるテキストを作成しました。
　テキストは、次のような特徴をもっています。

　テキストの特徴　
　◇道徳教育を支える思想や諸科学の内容をアレンジ
　　している
　◇道徳教育の目的やその主旨、計画的な展開の在り
　　方について全体的な理解を深めることができる
　◇学習指導案の作成や授業の実施に際しての手引きと
　　なる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●活用試行版（平成 23 年 3 月 ）　　　　　　　　　●改訂版（平成 24 年 4 月 ）
　

　◇学生自身の自己学習や教職に就いてからの研修に　　　■実態の調査 : 全国の教職課程をもつ大学の
　　も生かすことができる　　　　　　　　　　　　　「道徳の指導法」の実施の様子について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査をしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すると、次の課題が浮かび上がりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

   
    　今、必要なのは
           大学の授業力向上の
　　　            ための授業研究

これからの道徳教育を担う大学生の教員養成の充   実
第 1プロジェクト…道徳教育推進教員養成・研修プロジェクトでの取り組み

●子どもの心の問題と
　道徳の現状など

●道徳教育の目標
●道徳で教える内容

●実際の道徳授業の観察
●学校教師による授業公開と解説
●学習指導案の作成と指導の実際

●道徳教育の計画
●指導の様々な考え方

●道徳の評価
●これからの方向

●道徳性の   発達
●道徳にか   かわる思想
　など

●道徳授業の歴史
●外国の道徳教育など

学校の教師を招聘             
しての学び 

附属学校での実際の           
授業の観察 

学生を対象とした           
模擬授業

      【ねらいと目標・要旨】
●小（中）学校における道徳教育の

意義と目標・内容などについて理解

し、現代の道徳教育の基礎となる価

値、道徳性の諸概念、歴史や社会と

のかかわりなどを考えます。

●さらに、それを踏まえて、道徳の

時間の特質、学習指導案の作成、指

導方法の創意工夫などについて理解

を深めます。

【授業スケジュール・全 15 回分の展開の例】  ※授業によって   展開は異なります。

対象学生
２年

単位数
２単位
(15 回 )

学習指導要領と
道徳教育

道徳の時間の
指導理論

道徳の時間の
実践

まとめと道徳  教育 道徳教育の
歴史と現状

の
諸領  域

はじめに
道徳教育の

　　

・一つの授業における受講者数の多さ　

　　・授業時間数が足りないこと
　　・学生の小中学校時代の授業経験のマイナス意識
　　・授業での教材や資料が十分ではないこと
　　・実際の授業見学の機会をつくることの難しさ　など
                                                                　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒ P.22 参照
　

　いま大切なことは、大学での授業の一層の改善に向けて課
題を共有し、連携するなどして、授業研究を重ねていくこと
ではないでしょうか。 ● 教職科目「道徳の指導法」の研究事例集

       ■大学における教職課程「道徳の指導法」とは…

　大学生が小・学校の教員免許をとるためには、大学の教職課程で法律で決められている「道徳の指導法」（本学における「道
徳教育の研究」・通常は２単位・半年）を学ぶことになっています。本学では「道徳教育の研究」として、大学２年で学びます。

■授業内容の充実を図るための３つの方策

■事例の普及：全国のすぐれた「道徳の指導法」の実践を集約して、
　その学び合いの機会を拡充しています。

　　　
　        　   本学では、全国の大学で行われている「道徳の指導法」につ い

　　　    て、優れた実践を重ねている事例や、特色ある事例を多数集約し、

                 多くの大学がそれを共有して学び合うことができるようにしました。

　　     　

                   その事例集の中には、例えば次のような授業計画が見られます。

　　　　　◆学習指導案作成や模擬授業に特に力を入れた例

　　　　　◆様々な内容をバランスよく織り込んだ展開の例

　　　　　◆発展科目をつくり、それとつなげる展開の例    など　　
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第 1回　　　…平成 22年8月 第 2回　　　…平成 23年8月 第 3回　　　…平成 24年8月 第 4回　　　…平成 25年8月

大学を教員研修の場にひらく「道徳授業パワーア  ップセミナー」
第 1プロジェクト…道徳教育推進教員養成・研修プロジェクトでの取り組み

○道徳の「教科化」の動きをどうとらえ道徳授業    
    の改善に活かすかが大きな話題となりました。

   震災後の学校と   
     学級の取り組みが 
   参加者の大きな感動

      を呼びました。

 地域の人の道徳  
  授業への率直な要望       
   に心が動きました。

 「教科化」の在  
  り方に関する多様
   な意見が飛び交い

      ました。
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7.そのほか	 

6.自分の道徳授業の一層の改善を図りたい	 

5.道徳授業についての多様な考えを知りたい	 

4.自分の道徳授業に迷いや悩みがある	 

3.道徳教育や道徳授業に強い関心がある	 

2.様々な道徳授業の実践を知りたい	 

1.学校で道徳教育や道徳授業の研究をしている	 

2013年(n=269) 

■道徳の時間について課題に感じていること
　全国の小・中学校の教員を対象に、
　「道徳の時間の充実に対する考え」などを調査しました。
　そこでは、こんな考えが強く見られました。

　　・映像や新聞記事などをもっと使うべきだ
　　・子どもが討論する学習をもっと充実すべきだ
　　・担任以外の人ももっと授業に参画すべきだ
　　・各教科などとの関連をもっと図るべきだ
　　　　　　　　　　　          　　　　   ⇒ P.23 参照

  

●道徳初心者の
私にとって大変

刺激的でした。
授業に

    

活かしたいです。

   

●道徳授業に臨む
　真剣な態度に
ついても直に伺えた
　のが大 変
貴重でした。

    

 ● 青と赤のカード
　での意思表示など
　工夫されて いて、

　　

主体的に参加
　出来ました。

　　

  

●できれば年間
2回ぐらいは開いて

　いただ けたら

　　

と思います。

    

　　

●近くの人と
情報交換ができる
　時間がもっと多く
あるとよいと

　　

思います。

　　

自分の

        
■本セミナーでねらうもの（目的と趣旨）

　学習指導要領の趣旨を踏まえて、道徳の時間の新しい在り方について参加者全員で考えるとともに、授業についての疑
問や悩みの解決をはかりながら、一人一人の道徳授業力の一層のパワーアップをめざします。

               テーマ：  新学習指導要領が本格始動！                               　　　　   
テーマ： 道徳教育の新しい動きをとらえて

　　　　　　　  これからの道徳教育を展望して道徳　　　　　　　　　　　　
   道徳授業の可能性をひらこう

　　　　　   授業の実践的指導力を高めよう

　     
○学習指導要領が全面実施を迎えた今、要としての

　　　道徳授業の活力ある姿をどうつくるかが
　　　話し合われました。　　　　　　　
　　  　　　　　　　

　　　　　　　
        

　　第 4 回のアンケートより

　■参加者の所属の傾向　　　　　　　　　■セミナーに参加した理由 (2 つまで回答 )

○小学校、次いで中学校の先生が多く、授業研究を深め、授業改善への強い関心をもつ先生が
　多く参加されたことがわかります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆第 4 回の冊子
　　　   参加者の声
参加者からは、次のような感想や要望が聞かれました。
大学が担う研修の場として、一層の充実を図っていきたいと考えています。

　本プロジェクトでは、道徳教育の要としての道徳の時間の一層の充実と、そのための教師の授業力のパワーアップに向
けて、夏季の８月１０日（ハートの日）を中心に、毎年、道徳授業のセミナーを開催してきました。毎回、全国から多数の
方が参加され、熱気のある１日となりました。

●夏の大教室が議論の場となる「道徳授業パワーアップセミナー」

           テーマ：  新学習指導要領のねらいをとらえて道徳                                 テーマ： これからの道徳教育を展望して道徳授業

　　　　　　  授業の実践的指導力を高めよう　　　　　　　　　　　                        の実践的指導力を高めよう

　     ○具体的な授業づくりの課題について、授業実践の                             ○東日本大震災の復興途上の中、心と命の豊かさを
　　   プロが意見を飛び交わしました。　　　　　　　　　　　               育む道徳教育のあるべき姿について、真剣に話し合　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     われました。　　　　　　　　　　　　　　
        ■体験活動パワーアップセミナー
　　※この年は、体験活動のセミナーも開きました。

　　   テーマ：  多様な体験を活かして
                                     子どもの豊かな心を育てよう

        ○外国との交流体験で学校が変わる様子に多くの
　　    先生が感動する学びとなりました。

　　　　　　　　　　　　　　  ●プロジェクト担当者からの提案

　　　　　　　　　　　　　　　                    　
（第 2 回）　　　　　　　　            　　　　　　　　

●大教室を埋め尽くす参加者
　　　　                                                                                                                                                                                          （第 4 回）

                 ◆第 1 回の冊子

　　　　　　　　　　　　　
　道徳の時間の
　　抜本的な授業改善が
　　　今、なぜ求められるのか
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教員養成・研修に生かす各種ソフトや活用情報の   開発
第 1プロジェクト…道徳教育推進教員養成・研修プロジェクトでの取り組み

道徳研修講話 １　　松原好広（東京都八王子市立陵南中学校）
生徒の心に響く中学校道徳授業 －生徒と共に語り、共に考える－

　新任当時の道徳授業に対する戸惑い、悩み。そして出会った生徒の心に響く道徳
授業とは具体的に何が違ったのか？  道徳教育について実践的に研究している松原先生に
よる講話。( 平成 22 年 6 月収録）

道徳研修講話２　   野村宏行（東京学芸大学附属大泉小学校）
私の道徳授業 －子どもと共に「生き方を考える」楽しさを感じるために－

　毎週の道徳の時間を進めるにあたり、何を確認し、何を考えればいいのか。
道徳の時間を児童とともに楽しむには？ 現役教員の目線で学習指導案の書き
方、指導方法、教材の工夫などを紹介。( 平成 23 年 1 月収録）

道徳研修講話３　     永田繁雄（東京学芸大学）
新学習指導要領本格実施、いま求められる道徳授業

　「心の活力を育てる道徳教育」の観点から、その推進の在り方と、新学習指導要
領で求められる道徳教育、道徳授業の一層の体質改善の在り方などについての講話。
( 平成 24 年 8 月・道徳授業パワーアップセミナー）

道徳研修講話４　     永田繁雄（東京学芸大学）
大学の「道徳の指導法」とは？

　大学の教職課程における「道徳の研究」の進め方などの概要と、それを実際にど
のように進めるのかについての模擬授業を収録。
( 平成 25 年 2 月・道徳教育フォーラム）

●実際の DVD 画面（上）
●撮影風景（左右）

道徳授業実践 １　　 前田良子（東京学芸大学附属小金井小学校）
多様な感じ方を生かして考えを深める（小学校低学年）－資料「ひしゃくぼし」の授業－

　お話の中で心が動くことについて話し合ったりした後、一人一人が日常経験の中
で「素敵なこと」「美しいこと」と感じたことを学級全体で共有し、普段からそれら
を探そうとする姿勢を育む授業。( 平成 24 年 6 月収録）

道徳授業実践２　　 幸阪創平（東京学芸大学附属世田谷小学校）
子どもの問いを活かした道徳授業づくり ( 小学校中学年 )
－資料「まどガラスと魚」の授業－
　嘘には相手を励ましたり、喜ばせたりするものもあれば、相手を傷つけてし
まうこともあることに気付き、自分の過ちを改め、素直に謝ろうとする心情を
育てる授業。( 平成 25 年 9 月収録）

道徳授業実践３　      野村宏行（東京学芸大学附属大泉小学校）
二つの考えの対立で主題を深め合う ( 小学校中学年 ) －資料「絵はがきと切手」の授業－

　低学年までの「仲よし」から、一歩踏み込んだ友情についてじっくりと考えること
を通し、悩みや迷いを乗り越え、友達を思いやり、互いに信頼しようとする心情を
育てる授業。( 平成 23 年 7 月収録）

道徳授業実践４　      和井内良樹（東京学芸大学附属大泉小学校）
議論を通して主題についての考えを深める ( 小学校高学年 )
－資料「星野君の２るい打」の授業－
　単にきまりはきまりだから守ろうとするのではなく、きまりの背後にある所属集団
を意識させることを通して、きまりを守る意味について深く理解させる授業。
( 平成 25 年 2 月収録）

●道徳用副読本や文献資料など集まったコーナー

映像を生かした
　リアリティのある
　教員養成・研修を
　　　　　進める

   　   　
　　

　道徳授業実践シリーズ　 現役教師による授業を収録
                                                       参考にしやすいよう、学習指導案もＤＶＤに付属 ※各授業者の所属は収録時

　　　　　　　　　◆上記の DVD の各巻につきましては、本学の教職課程の授業及び附属学校における道徳教育の充実を目的に作成して
　　　　　　　　　　おり、子どもの肖像権保護等の課題があることから、今のところ学外への貸出は行っておりません。

　　    使った人の声
　　　　　     実際に使ってみた関係者からは、次のような声が聞かれました。

　大学での教員養成や、小中学校の教員の道徳授業研修などの充実を図るため、本プロジェクトでは、ＤＶＤによる「道
徳研修講話シリーズ」や「道徳授業実践シリーズ」を作成しました。

　　　　本学で開発した「道徳授業研修ライブラリー」

　道徳研修講話シリーズ　  大学の教職課程「道徳の指導法」での講話や
　　　　　　　　　　　　 フォーラム・セミナーでの講話を収録 ※各講話者の所属は収録時

                                                    
                                                     映像コンテンツは、気になる部分
                                                             を繰り返し見たり、画面の文字情報

                                                             を確認したりしながら活用できる良

　　　　　　　　　　　　　　　　　さがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　それによって、より確かな理解に

　　　　　　　　　　　　　　　　　基づく道徳教育の教員養成や研修

　　　　　　　　　　　　　　　　　を進めることができます。
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■ 開発した教材

※各ワーキング構成員のお名前は、ホームページで紹介しています。
※平成 24 年 3 月 30 日現在

■教育活動全体で用いられる教材を
　作成することが今、求められるのは、
     次のことからわかります。

　　○ 学校教育そのものが「人格の完成」を目指し、豊か
　　　 な人間性を育むことを目的としています。
　　○ 心の豊かさが伴い、人間関係の中で生かされる確か
　　　 な学力が、今、特に求められています。　　
　　○ 各教科などで、その内容に関連の強い道徳性を意識
　　 　して育むことが、現在の学習指導要領において求め
　          られています。

各講座・センター等の英知を生かした道徳教育教   材の開発
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での取り組み

　本プロジェクトでは、様々な分野の研究者と多くの実践家を有する本学ならではの特色を生かして、学校の道徳教育の

充実に資する道徳教育教材を開発するためのプロジェクト（第２プロジェクト）を立ち上げ、取り組んできました。

　そこでは、各講座・センター・附属学校等の教員はもとより、地域の諸学校の先生方も多数加わった全 18 のワーキングチー

ムが組織され、様々な特色ある教材開発が進められました。

■取り組みの概要

　　　　◇ 作成物：学校の各教育活動で生かすことができる魅力的な道徳教育教材
　　　　◇ チーム  ：18 のワーキングチーム（98 名 ）
　　　　◇ 時　期：主として平成 21 年度～ 23 年度（平成 24 年度は完成度を高める作業など）
　　　　◇ 留意点：汎用化された教材にすること（各学校等で実際に用いて、検証などを経たもの）

■各ワーキングの教材開発の３つのテーマ
　各ワーキングは、以下のテーマのいずれかに着眼して教材開発に取り組んできました。

       ４つの視点とは      「主として自分自身に関すること」
                                   「主として他の人とのかかわりに関すること」
                                   「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」
                                   「主として集団や社会とのかかわりに関すること」

       教科での教材例   社会科における「働くこと」「伝統と文化」 
                                   理科における「生命を尊ぶこと」「自然愛」
                                   家庭科における「生命を尊ぶこと」「家族愛」など

       教育課題の例       教育課題としては、例えば、環境教育、キャリア教育、
                                   情報モラル教育、国際理解教育、伝統文化理解教育、
                                   ジェンダー問題への対応など

    なぜ、教育活動全体にわたって
　    広く、道徳教育の教材を
　　    作成することが
　　　    今、大切なことなのか

No  　 　　　　　　　　　開　　発　　教　　材　　名　　　　　　　　　　　　代表者（所属･分野）　　　  対象とする学校種　　　　    キーワード　

小・中・高

小・中・高

小

小・中

小・中
特別支援

中・高

高

中 公共の精神
伝統文化理解

生命尊重・環境保全
公共の精神

価値葛藤
生き方と個性化

科学的精神
環境保全

異文化理解
他者理解・寛容
自立性・人権

自己の生き方

人間関係幼

多文化理解・規範
意識　公共の精神

異文化理解

小・中・高 人間関係・公徳心
思春期の葛藤

小・中・高

小・中

小・中・高
特別支援

小

中・高

生命尊重
対象理解

感動する心
伝統文化理解

伝統文化理解

情報モラル

生命尊重

小・中・高

小・中

小

伝統文化理解

心身の健康
人間関係

人間関係
生き方
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子どもの心に響き、心に届く道徳教育教材の実際   と活用
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での取り組み

　前ページで紹介した教材は、各学校の授業などの中で生かされていきます。ここでは、その中のいくつかについて、そ

のより詳しい内容や魅力、活用のポイントなどを取り上げます。

  例 1     しなやかな道徳性を育てる思春期・青年期の児童生徒向け映像教材
               学級活動・ホームルームなどで人間関係などについて考える教材「yellow イエロー」

  例 2    小学校理科生物分野における「生命尊重の態度」を育む教材
               動物や植物の映像を生かして、子どもの生命観を豊かにする３つのタイプの教材

     それぞれの教科などの
              様々な学習を通して、
                   子どもの道徳性は深く　
                           豊かに育まれていく

開発教材の特徴
○教材の形式：映像教材（ＤＶＤ）
○対象学校種：小・中学校、高等学校
○実施教科等：学級活動、ホームルームほか
○道徳の内容：思いやり、友情、寛容さなど

開発教材の特徴
○教材の形式：映像教材、冊子、実験器材
○対象学校種：小学校
○実施教科等：理科、道徳の時間ほか
○道徳の内容：生命尊重、自然愛、畏敬の念など

開発教材の特徴
○教材の形式：冊子（指導案例を含む）
○対象学校種：小・中学校、特別支援学校
○実施教科等：道徳の時間、おはなしの時間ほか
○道徳の内容：各資料ごとにねらいとする内容

開発教材の特徴
○教材の形式：映像教材、指導案例、解説書
○対象学校種：小・中・高等学校、特別支援学校
○実施教科等：家庭科、道徳の時間ほか
○道徳の内容：生命尊重、家族愛、男女理解など

　教材の開発においては、本学の特長を活かし、附属小学校の児童、
附属高等学校生徒に出演してもらい、制作や撮影には学生の力を借り
ました。
　また、完成した作品について附属小学校や附属高等学校のクラスで
感想をもらいました。様々な道徳的価値について考えるきっかけとな
る教材になったのではと思っています。（代表：松尾直博）

　小学生の生命領域の学びの中で、子どもたちに「いのち」についての
理解を深めさせたいと、いくつかの教材を開発し、DVD とホームページ
の形にまとめました。教員研修等で紹介をしていますが、先日は Web
検索で見つけたという先生から「どの映像も大変興味深く、すべて見て
しまいました。子どもたちに見せたいので DVD を送って下さい」との
ご連絡をいただき、嬉しく思っています。（代表：中西史）

　この道徳資料集は、日々の道徳授業の中で活用する身近な読み物資料

として、附属学校や公立学校の先生方がそれぞれの思いで作成したもの
です。資料集には、小１から中学、特別支援学校までのそれぞれの学校
種で使える２０以上の資料が織り込まれています。それぞれの資料には、
児童・生徒が自己の生き方と向き合えるよう、授業実践を行い、その検
証や改善を重ねて作成した指導展開例も入っています。

（代表：和井内良樹）

　本教材は、妊娠10週から3歳までの子どもとその家族の成長を録画し、
編集したものです。撮影した動画の量は膨大で、その中から教材として
有効な場面を切りだす作業には、附属学校の家庭科教員が一丸となり、
年末年始を返上して当たりました。
　本教材に登場する「あっくん」も４歳になり、今、いろんな人に愛さ
れています。その母である私も、夫と協力し、地域の支援を受けながら、
子育てをしています。この教材で学んだ児童・生徒が将来どのような家
族を持つのか、とても楽しみです。（代表：池尻加奈子）

　　「だれのために？」「yellow イエロー」の２教材
この中の「yellow イエロー」は、高校に通う３人の女子学
生の微妙な人間関係を映し出したもの。
自分と他者の距離、人と人とのつながりについて考えを深め
られる内容。

　　次の３つのタイプの教材で構成
①植物の給水過程を動的に認識するための教材
②蛹になるためのアゲハの苦労と工夫を理解するための教材
③植物がでんぷんを分解する働きをもつことを視覚的に検証
　するための教材

　　次の 10 編の教材（各 10 分程度）で構成
①出産前の会話             ⑥１歳の誕生日を迎えて
②あっくんの誕生　　　⑦感情表現・１歳の春
③あっくんとのくらし  　⑧２歳の誕生日を迎えて
④わたしの家族　　　   ⑨３歳になって
⑤あっくんの成長　　　⑩胎児の動画　　

　ここでは、４つの開発教材を取り上げましたが、これら

のほかにも、前のページの一覧からイメージされるように、

例えば、国語科での伝統文化を大切にする心、社会科で

の公民性や規範意識、音楽や美術などでの豊かな情操、

体育での人間関係力、そして総合的な学習の時間などでの
国際・多文化理解など、子どもの道徳性は、多様な学習活
動の中で多面的に育っていきます。

　　22 作品の中の例
「ごんたと大きな空」「きつつきのしごと」
「うちゅうせんナミ号」「願いのバトン」
「花火大会の翌朝に」
「あいさつはまほうのことば」など

　この他の教材につい
ても、本プロジェクトの
ホームページなどで
是非、その魅力をお確か
め下さい。

●資料に使われているイラスト

  
例 3     家庭科における命を題材とした視聴覚教材

                妊娠中から３歳までの子どもの成長と家族のかかわりの映像による教材「あっくん おおきくなぁれ」

  

例 4
     

自己の生き方を考える道徳資料集 　　
     道徳の時間で子どもが自己の生き方につなげて考えるための資料集
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■ 開発した体験学習プログラム

※各ワーキング構成員のお名前は、ホームページで紹介しています。
※平成 24 年 3 月 30 日現在

しなやかに生きる心を育てる体験学習プログラムの  開発
第 3プロジェクト…道徳教育のための体験学習プロジェクトでの取り組み

　本プロジェクトでは、大学教員と附属学校園の教員を中心とした 10 のワーキンググループをつくり、心を育てることを

目指した体験学習プログラムを開発する研究を行ってきました。東京学芸大学と附属学校・公立学校の多様な専門性、多

様な人材が力を結集することにより、魅力的な体験学習の 開発を目指しました。

　ワーキング は平成 21 年度から 23 年度の 3 年間、あるいは平成 22 年度から 23 年度の 2 年間にわたって研究を行いま

した。ワーキング に参加したメンバーは、合計 61 人になります。

　学習指導要領解説「道徳編」において、豊かな道徳性の育成には、

様々な体験を充実させることが不可欠であると明記されています。

専門性をもつ大学教員と、計画的な実践を推進する附属学校教員、

公立学校教員が協力して研究を行うことにより、独創的で、汎用性

の高いプログラムを開発することができました。

　大学には学問の知があり、学校には実践の知があります。両者が

刺激し合い、協同することにより、子どもたちの豊かな心を育てる

体験学習が生まれます。

ある参加メンバーは、次のように話していました。
　近隣の特別支援学校（中学校）の生徒さんが大学内の農園まで来て農作業体験をすると

いうワーキングでした。それぞれの障害の程度によっても変わってきますが、その実践を通
して、各生徒さんたちがどのくらいの作業が可能であるか否かについてのより具体的な把握
ができました。
　そして、その理解をもとに試行錯誤しながら、プログラムとしての作業内容やその方法・
進め方などについて、一つのあり方を考案し提示できたことは大きな成果だったと思います。
加えて、大学外の学校・先生方と連携して取り組むことは、農作業の体験の場を求めていた
学校に対して大学の地域への貢献という点や、また体験活動における現場の先生方の生の
声を聞くことができたのも大いに意義を感じたところです。（K）

◆大学教員、附属学校教員、公立学校教員、その他の専門家の 連携により、様々な体験学習プログラムを開発することがで
きました。 その詳細については、本プロジェクトのホーム ページより報告書をダウンロードすることができます。

豊かな体験を通してこそ
 　実感や感動の伴った
　　　豊かな心が育まれる

■ 本プロジェクトにおける「体験学習」とは
　本プロジェクトにおける「体験学習」とは、文部科学省 ( 平成 19 年中央教育審議会答申 ) が「体験を通じて何らかの学

習が行われることを目的として、体験するものに対して意図的・計画的に提供される体験」と定義している「体験活動」と

同義です。

　また、「プログラム」とは「何かを達成するために計画された一連の活動」「ある物事の進行状態についての計画や予定」

という意味があります。本研究では、体験学習プログラムを「体験を通した学習の事前指導、当日の活動、事後指導など

一連の教育活動の流れを整理し、例示したものと」としています。

　 ワーキンググループメンバーの声

●体験学習プログラムの成果を
　まとめた冊子

No  　 　　　　　　　　　　プ　ロ　グ　ラ　ム　名　　　　　　　　　　　　     代表者（所属･分野）　　　   対象とする学校種　　　　    キーワード　

関田　義博
（附属小金井小学校）

他 7 名

筒石　賢昭
（音楽科教育学）

他 8 名

小森　伸一
（体育学）

他 3 名

小

特別支援

小・中・高

小

小 生命尊重・役割と責任
思いやり・親切

森下　準司
（附属大泉小学校）

他４名

渡辺　雅之
（健康科学）

他 10 名

自然理解・生命尊重
人間関係・生産活動
キャリア

伝統文化理解
国際理解

人間関係
多文化理解

原子　栄一郎
（環境教育研究センター）

他 6 名
小 環境保全・生命尊重

集団宿泊・自然体験

杉森　伸吉
（学校心理学）

他 2 名

鉄矢　悦朗
（美術）

他５名

中・高

小

小・中

小

中村　昌子
（附属大泉小学校）

他 6 名

秋山　寿彦
（附属国際中等教育学校）

他 5 名

感性を育む活動

人間関係
他者理解

人間関係
多文化理解

人間関係
障害者理解

環境
キャリア
多文化理解
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　本プロジェクトでは、地域や学校の特色を生かした体験学習プログラムを開発するため、

東京学芸大学の近隣である小金井市、小平市、国分寺市の小中学校各 1 校ずつ、合計 6 校

との連携研究を平成 22 年度と 23 年度の 2 年間行いました。

　研究は各学校が主体的に行いましたが、大学としても大学教員や学生の派遣、

専門的知識の提供、研究記録のサポートや結果の分析など、

様々な形で協力しました。

小中学校と大学とをつなぐ体験学習プログラムの開  発
第 3プロジェクト…道徳教育のための体験学習プロジェクトでの取り組み

   それぞれの学校の特色
　　　　を生かした
　　体験活動の
　　　　効果的な充実を

　　体験活動の具体例
     （文部科学省「今後の青少年の体験活動の推進について（答申）」平成 25 年 1 月 27 日発表より）　　　

　体験活動は、その内容に応じて、以下のように大きく三つの体験に分類することができます。
　①生活・文化体験活動 … 例えば放課後に行われる遊びやお手伝い、野遊び、スポーツ、部活動、地域や学校におけ    
                                                    る年中行事である。 
　②自然体験活動 ………… 例えば登山やキャンプ、ハイキング等といった野外活動、又は星空観察や動植物観察といっ  
                                                    た自然・環境に係る学習活動である。
　③社会体験活動 ………… 例えばボランティア活動や職場体験活動、インターンシップである。

　学習指導要領解説「道徳編」において、社会体験や自然体験、地域の大

人や異年齢の子どもたちとの交流が不足していると指摘されており、学校や

地域社会が価値ある体験の機会を意図的につくっていくことが期待されてい

ます。

　各学校は特色を生かした体験活動を既に行っていることが多く、大学が専

門的知識の提供や大学教員・学生の派遣を行うことにより、子どもたちの豊

かな心を育てる体験をの充実を図れることが明らかになりました。

自分に自信を持ち、仲間とともによ
りよく生きようとする児童の育成
～自尊感情の育成～

自然を大切にし、集団や社会とより
よい関係を作り上げるために、進ん
で行動出来る生徒の育成

～社会貢献の精神の育成～

自然に親しみ、人との関わりの中で
豊かな心を育む児童の育成

～「豊かな心を育てる体験活動プロ
　　グラム」の 開発～

共に生き、自らかかわる子の育成
～体験活動と道徳の時間を関連
　づけて～

キャリア教育における
道徳性の向上

直接体験を深化させ、豊かな心の
成長を図る工夫

    
　　

  

●体験し
実際の生

いくための
考え方やその
プロセスを知る

　ことができた。

講演

　　

　

　

　　

　　

　　　

　　　　

 ● 連携による専門
的な支援を通して

児童の気づき 分や
　友達にとどまらず
動物 然へと広げる
　ことができた。

　　地域の小中学校と大学との連携の成果

　今回のプロジェクトでは、近年特に重視されている「体験活動」について、その専門家である大学（教員）の知と実践

を学校現場に取り入れていく（活用していく）という試みでした。その中で、大学教員側も、各教育現場での現状をふまえ、

先生方との協働を通して行ったより効果的かつ創造的な体験活動の検証や具体的な活動を推進できたことなどが、当プロ

ジェクトにおける大きな成果になりました。今後は、今回のプロジェクトで培った大学と学校現場との有効的つながり（往還）

を、一般的にどう応用していくか、そのための仕組み（システム）をどう構築していくかが課題となりそうです。

　　　　  
取り組んだ先生方の感想

◆効果的な体験学習にするためには、単に体験活動を行うだけではなく、事前の学習、事後の学習を含めて
計画的に系統的な学習を行うことが大切です。
　取り組みの詳細や得られた成果については、本プログラムのホームページより報告書をダウンロードすることができます。
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プロジェクトの成果を広く共有する「心の教育フ ォーラム」
プログラムの成果の発信と普及への取り組み

  テーマ：   子どもたちの豊かな生き方を支援するた
　　　　   めにいまとこれからの心の教育を考える                    

  テーマ：   各学校、地域と大学全体で考える　　　
　   　　　  これからの心の教育のかたち

内 容 ○大学における「道徳の指導法」の現状と課題
          ○大学での多様な道徳教材開発の試み
          ○道徳教育にかかわる体験的な活動の取組

●大学の「道徳の指導法」についての研究協議。
授業の在り方を熱く話し合いました。

●小金井市、小平市、
国分寺市の３市の連
携小中学校より、多
彩な取組を報告して
いただきき、翌年度
も続きました。

●学内で進めてきた２８
のワーキングが、それぞ
れの趣向をもとに、各教
室で教材や体験学習プロ
グラムを発表しました。
大学の講義棟が活気に
溢れかえった１日でした。

内 容 ○１部 : 心に響く体験学習プログラムの開発
          ○２部 : 心を育てる体験学習連携協力校の取組
          ○３部 : 教員養成と教員研修
                                大学の「道徳の指導法」をめぐって
　　 ○４部：魅力ある道徳教育教材の開発

内 容 ○全学フォーラム開催セレモニー記念講話
          ○ワーキング成果発表会（各教室）
          ○道徳教育に関する教員調査結果報告会
          ○体験学習連携研究協力校成果発表会

  テーマ：   家庭・地域と各学校・大学が共に考える
　　　　   いま求められる心の教育                    

内 容 ○模擬授業 : 大学の授業「道徳の指導法」を体  
                                  験して語ろう          
          ○授業参観 : 学校の授業「道徳の時間」を見て 
                                  考えよう
          ○連携シンポジウム :「子どもの心の危機をど  
                                  う乗り越えるか」

  テーマ：   生きる力を輝かせるこれからの
　　　　   心の教育・道徳教育

内 容 ○成果の報告 :   「総合的道徳教育プログラム」　     

                                                      の成果とこれから         
          ○シンポジウム : 新しい道徳教育をどう
                                                      進めるか

　    
参加者の声

      ● 開発教材に熱い
　思いを感じ、身近な
ところに道徳教育の多く
　の題材があること
　　を知りました。

  ●道徳が学力の
向上に効 果があ
    ると、改めて強く
    思いました。

      ● もっと私たち
　現場の声を出す
　ことができるよう
　工夫してい
　　だければ…。
　　

   ●親として、地域 の
　大人として、まず
は自分の成長 に心
掛けたいと改めて
　感じました。

■大学の役割：道徳教育充実の「要」として
大学が果たす役割としては、
次のようなことが考えられます。

◇大学のもつ専門性やマンパワーを生かす。
◇示唆となる情報を発信し、提供する。
◇各種イベントで様々な立場の人が集う機会をつくる。
◇大学の授業や活動を公開し、意見や感想を得る。
◇外部の人たちの評価を得て常に改善する。など

●講義室で行った道徳の
時間の授業。それをもとに、
魅力ある道徳授業の在り方
について多くの示唆が得ら
れました。

●家庭や地域の人と学校
関係の人たちとの連携シン
ポジウム。立場が違っても
共通の課題意識に立って意
見交流を深めました。

  ■「心の教育フォーラム」のねらうもの（目的と趣旨）　本プロジェクトでは、毎年２月半ばに、フォーラムを開催して、多くの参会者と取り組みの成果を共有するとともに、翌
年度に向けた改善点などの示唆を得るようにしてきました。
　その内容は、年度ごとの個性ある取り組みとなり、毎年楽しみに参加される先生も見られました。

●毎年の課題にあわせて、成果の報告と交流の機会を広げたフォーラム

　　   第 1 回　       …平成 22 年 2 月                                                      第 2 回　       …平成 23 年 2 月 (2 日開催 )

 
   

     　●第 1 回冊子　　　　　　●第２回冊子　　　　　　　第３回冊子　　　　　　　 第４回冊子

※ 各冊子の内容は、本プロジェクトのホームページにおいて、各種調査、教材や体験活動プログラム、

　３市連携校の成果として紹介しています。

    
 
     教員養成大学は、
　どこまで
　家庭・地域や近隣学校園の　
         心の教育のひとつの拠点と
　　　　　なれるのか

           　

　      本学と近隣３市で連携して進める本プロジェクトの成果を、様々な形で発信することを通して、課題を共有すると
      ともに、地域連携の手掛かりを広げて、より確かな心の教育のネットワークづくりをめざします。

　　  第 3 回　        …平成 24 年 2 月 (2 日開催 )                                 第 4 回　       …平成 25 年 2 月     

                                                                      
                                                                              

第 5 回　       …平成 26 年 2 月 

参加者からは心強い声とともに、今後への一層の期待の声が
聞かれました。
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教員が小学校低学年で効果的と思う
資料１位は「はしのうえのおおかみ」！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道徳教育に関する小・中学校の教員を対象とした調査 ( 平成 24 年 2 月 )　　

　　　　　　　　　　　　　  ◇対象：全国の小中学校教員

                                                 ◇目的：道徳教育とその要としての道徳の時間の取組状況やそれに対する考え方の 傾向 
　　　                                                                             についての調査。道徳の時間の改善・充実のための示唆を得ることを主な目的と   
                                                                                        しました。　　　　　

                                                →こんなことが分かった
                                                     ・全国の教員が効果的だと思う資料の第１位は、それぞれ「はしのうえのおおかみ」( 小 

                                                       学校・低）、「お母さんのせいきゅう書」（小学校・中）、「手品師」（小学校・高）「カー 

                                                       テンの向こう」（中学校）だった。

                                                     ・重視する道徳の内容は「思いやり・親切」「生命尊重」が選ばれやすい。

                                                     ・道徳の時間が十分に行われていると思う教員は、約２〜 3 割にとどまる。　　など

子どもの頃に文化や伝統に触れると、
道徳の多くの内容を重要なものと考える傾向が強くなる！？　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成人の道徳性と子どもの頃の体験に関する調査報告書   

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 ( 平成 24 年 2 月 )　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                                           ◇対象：全国の 20 〜 59 歳の一般成人  

                                                                                           ◇目的  ：子ども時代の体験の傾向や、道徳に対する意識、道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳教育への考え方を調査。世代や性別による体験の

                                                                                                                                 違い、道徳への意識の差、子ども時代の体験と道徳  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性との関連についても検討しました。

                                                                                            →こんなことが分かった
                                                                                                                           ・若い年代ほど子どもの頃の体験が少なくなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・例えば、子どもの頃の体験、「文化や伝統に触れたこと」

                                                             英語版                             は道徳の多くの内容（24 項目中 18 項目）と関連が見られ、      

                                                                                                  経験が多いほど、大切と思う度合いも強かった。

                                                                                               ・社会全体のモラルの低下を懸念する成人は多い。　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⇒ P.25 参照

　本プロジェクトでは、平成 21 年度の本事業開始のときから、我が国の道徳教育の状況を、大学での授業の様子、教育
上の取り組み、小中学校での実施の様子など、その実態を様々な対象・角度から調査して 、その全体像を明らかにするよ
うに努めてきました。

全国の大学の教職科目「道徳教育の研究」の授業において、
テキストを使っているのは約半数！

　　　　　　　　
大学・短大における教職科目（道徳の指導法）に関する調査 ( 平成 22 年 5 月 )

                                               ◇対象：全国の教職課程を持つ大学・短大の「道徳の指導法」を担当する事務・教員 

　　　　　　　　　　　　　◇目的   ：  全国の大学・短大での教職課程科目「道徳の指導法」の実施状況、授業形態の実

　　　　　　　　　　　　　　　　    態、創意工夫・課題等についての調査。大学授業や各種教員研修の改善・充実に     

                                                             役立つ情報を得ることを目的としました。

                                               →こんなことが分かった
　　　　　　　　　　　　　　・科目の名称は「道徳教育の研究」が半分以上（188 ／ 360）を占めている。

　　　　　　　　　　　　　　・授業でテキストを用いている割合は 50.4％で、約半数になる。

　　　　　　　　　　　　　　・約３分の２のクラス（67.8％）で学習指導案の作成を取り入れている。

　　　　　　　　　　　　　　・小中学校の道徳の授業参観をしているクラスは 4.1％にとどまる。　　など

教育委員会では様々な道徳教育の教師用資料が作成されており、
特に政令指定都市に多く見られる！

　　　　　　　    
道徳教育に関する教育委員会を対象とした調査 ( 平成 22 年 12 月 )　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　◇対象：都道府県、政令指定都市、中核市、東京都区市町村の教育委員会

                                               ◇目的：全国の教育委員会の (1) 道徳教育の施策上の目標や方針、(2) 研修の実施状況、(3)

　　　　　                                          道徳教育充実のための施策、(4) 大学と教育委員会との連携等を明らかにしました。

                                               

                                                           →こんなことが分かった

                                                    ・教育委員会と教育センターは、その機能を分けて特色ある研修をしている。

                                                    ・政令指定都市は、道徳教育用指導資料の作成への取り組みが多い。

                                                    ・教育委員会と大学との連携については、必ずしも広汎に見られない。 など 

学校・教委、大学、
　　そして社会全体の
実態を関連的にみることで
　道徳教育の全体的な
　　　　課題をとらえる

　道徳教育は、地域を基盤とし、学校を拠点として進められる教育です。

したがって、本プロジェクトで取り組んだ各調査は、相互に関連させて

とらえることが大切です。

　例えば、図に示すように、学校の取り組みの状況と、大学の教員養

成と教育委員会の教員研修がどのように関連しているか、また、地域の

期待に応えるものであるかなどの検討によって、現在の道徳教育の意

義や課題が浮き彫りになります。

　本プロジェクトでは、これらの調査を元に、次のような道徳教

育の「今」をとらえる発展的な研究を続け、例えば、下のように様々

な形で公表しています。

　　　例　全国版道徳用副読本に掲載された資料の傾向や実態

　　　例　大学生が過去に受けた道徳授業に対する印象

　　　例　大学の授業についての印象の比較調査　　　　など

道徳教育の実態をマルチでとらえる各種調査の実  施
プログラムの成果の発信と普及への取り組み
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　　●使いたい道徳用
         副読本の資料が
     すぐに検索できて
        便利でした。

ホームページによる成果の発信と活用の拡充
プログラムの成果の発信と普及への取り組み

   
●今年度のセミナー

に初めて参加しました
が、過去の報告もあった

のでより理解を深める
ことができました 。

       ●いろいろな情
    報が整理されていて、
    見やすいです。
     道徳らしい優しい
     雰囲気のページが
  良いと思いました。

  ●すぐ自分の授業
にも取り入れたくなる
    ような、実践例が
    たくさん載っている
     ので、とても参考に
         なりました。

　インターネットは情報発信と共有の最も効果的なツールです。本ホー

ムページでは、そのよさを生かし、教員を目指す学生や、道徳の授業に

不安や迷いがある教員にも、具体的な手助けとなる資料を掲載しました。

また研究者や道徳教育に関心のある人のためにはさらに充実した事例や

教材、報告書も紹介しています。

　さらに、web であることを生かし、道徳用副読本の検索システムや、

セミナーへの申込フォーム及び自動返信システムなど、リアルタイム・

スピーディな対応と情報発信に努めています。

　　　　　   道徳用副読本の検索

　　　　　　          全国版の道徳用副読本には、延べ 3000 にも上る道徳用資料があります。

　　　　　　　    これらを、内容項目やねらい、学年、キーワードなどで調べることができる

                             システムを開発しました。

【学習指導要領の内容で検索】　　　　　　　　　　　【検索結果】
検索したい学年と内容項目などにチェックを入れて検索できます。　　学年・内容項目・資料名・主題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名・ねらい・出版社の順にリスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で表示されます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【キーワードで検索】　

資料名、主題名、ねらいのいずれかにキーワードを入力したり、出版社を
選択したりして該当する資料を検索することもできます。

                                 
道徳教育データバンク                               

       　「総合的道徳教育プログラム」で

　　　　　　　　は、全国の小中学校、教育委員会な
　　　　　　　　どの道徳教育に関する実施や施策の
　　　　　　　　状況、大学の教職科目における状況、
　　　　　　　　一般社会人の道徳に対する意識などを、様々な角度から調査してきました。それらを広く活用い　　　
　　　　　　　　ただくために、データバンクに集積しました。各報告書の PDF をダウンロードすることができます。

　                                                                                                                                                       ⇨ P22/23 参照

                          
総合的道徳教育プログラムの開発                                      

　本学が道徳教育の充実を目指し、

　　　　　　　　平成 21 年度より取り組んできた本事業の
　　　　　　　　展開の内容と成果を整理しました。
　　　　　　　　　セミナー・フォーラムの報告もこちらか
　　　　　　　　ら読むことがでます。

       使った人の声

　本ホームページを
実際に見たり使ったり
した人から聞かれた感想
を集めてみました。

　本プロジェクトでは、①関心のある教員などに使ってもら
える、②本プログラム終了後も残して生かすことができる、
③トップページから目的別に分かれることができるという方
向性を持って、より活用しやすく情報交流できるものへとの
願いを込めて、平成 25 年 2 月に本プログラムのホームペー
ジをリニューアルしました。

    「学校や地域と大学における道徳教育の充実
に役立つ＆本事業の展開が見えるホームページ」
をコンセプトに

                                           
 ●４本柱とそれぞれの特色を表したアイコンデザイン

 
　　　　　　　　　　　　　     

       http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro/

                          道徳教育を充実させたい

                               各学校での道徳教育・道徳の時間、大学での道徳教育科目、地域での活動などを充実させるために生
　　　　　　　  かしたい内容を種類ごとに集めました。

                             学習指導要領および解説をわかりやすくまとめ、具体的に学習指導案の作成の手助けとなる資料を掲載

　　　　　　　  しています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、本学で開発した道徳教育用教材や道徳研修用 DVD、道  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳授業パワーアップセミナーで発表された力のある道徳授業の事 

                                                                                      例などを紹介しています。

　インターネットを使って
　　道徳教育情報を
　　　　集約し発信する
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○道徳教育（学校の教育活動全体で行われる）
　校長先生の方針のもとに、道徳教育推進教師を中心として教育活動

　全体で一体的に進めるため、「道徳教育の全体計画」　が作成されま

　す。そして、各教科、総合的な学習の時間、特別活動などで広く心

　を育んでいきます。

○道徳の時間（道徳教育の要として進める）
　年間約 35 時間にわたって「道徳の時間の年間指導計画」を作成し、

　各授業で道徳の内容項目に即した主題を決めて、計画的・発展的　

　に進められます。（内容項目は小学校低学年 16、中学年 18、高学年

　22、中学校 24 が４つの視点で整理されています。）

○家庭や地域での心の教育・道徳教育
　家庭での生活習慣の指導、地域での年中行事、地域体験などの場

　を通して、子どもの豊かな心を育てます。

教育活動全体で
進める道徳教育

要としての
道徳の時間

　小中学校では、昭和 33 年以来、左のよう

に、全教育活動での道徳教育と、その中核と

なる道徳の時間の指導を相互に関連させなが

ら、長く続けてきています。

　また、子どもの道徳性の基礎は、家庭や地

域生活の中で育てられることから、授業公開

や情報発信なども生かして、家庭や地域との

連携を図って進めています。（p.3 も参照）

【道徳教育の全体について】
・歴史的な経緯などに影響されて、いまだに道徳教育そのものを忌避しがちな傾向がある。

・道徳教育の目指す方向が、関係する人たちに十分には共有されていない。

・学校と家庭や地域が、共通の課題意識で取り組むことが必ずしも十分ではなかった。

【道徳の時間の指導について】
・指導方法のわかりにくさや、教師の指導の不十分さ

   などもあり、道徳の時間に何を学んでいるか、どの

   ように役立っているのかがつかみにくい。

・道徳の時間の指導について、過度に形式化しがちな

   側面がある。

・道徳の時間が他の教科等に比べて軽んじられる傾向

   も見られる。

【道徳教育】
●道徳教育の目標をより分かりやすいものにする。

●道徳教育と道徳の時間の関係について、今まで以上にわかりやすく、しっかりと結

　びついたものにする。

●児童生徒の現状や課題を踏まえて、その内容を見直す。

【道徳の時間】
●発達の段階を踏まえたそれぞれの目標の示し方を工夫する。

●教師が切磋琢磨し合い、様々なタイプの道徳授業を行う。

●児童生徒どうしが議論したり討論したりする授業も大切にする。

●上の学年では、生命倫理や、情報倫理、環境問題などの多様な価値観が引き出さ

　れる題材を生かした授業も行う。

●教科書や「心のノート」を改訂した教材を使う。

●学級担任が中心となった指導を今までどおり継続する。

今までの道徳教育と、これからの道徳教育資料

　

● 現在みられる道徳教育・道徳の時間の実施上の課題
   しかし、今まで、道徳教育が必ずしもその趣旨を生かした形で十分に行われてはこなかったとも言われます。その理由や背

景としては、次のことがしばしば指摘されてきました。

　これらとともに、社会のグローバル化、情報通信技術の進展などの変化の中で、あるべき道徳教育の姿が見えにくいとも言

われます。私たちは、今こそこれらの変化に柔軟に対応しつつ、道徳教育の充実を図っていくことが必要です。

● これからの道徳教育のかたちを予想する
   では、これからの道徳教育にはどのような姿が求められるのでしょうか。

　今、道徳の新たな在り方として新しい枠組みでの「教科化」の検討が進められています。今までの取り組みが生み出してき

たよさを生かし、現在の課題に対応し、未来志向の道徳教育を生み出すために、これから次のような方向でその充実が図られ

ていくと考えられます。

　　今、考えられているこれからの道徳教育の姿
　　

（文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」の報告 ( 平成 25.12) をもとに整理）

 

 

　子どもたちは、予測不可能なこれからの時代を生きていきます。道徳教育は、その中で、子どもが未来に向って自己の生

き方の選択肢を広げられるようにするための教育です。子どもの心豊かな成長を願う私たち一人一人が、共に情報交流を

してそのあるべき姿を常に求めていくようにしたいものです。

   学校で進める道徳教育は、どのような歩みの中でつくられ、現在はどのような形で実施されているのでしょうか。また、

これからどのような形へ改善・充実が図られていくのでしょうか。そのポイントをつかんで、今、求められる道徳教育を

考える手掛かりにしたいと思います。

● 満 55 年を迎えた戦後型の道徳教育・道徳の時間
   戦後型の道徳教育は、昭和 33 年に道徳の時間の特設によって始められました。それから 55 年、次のような足取りとと

もに常に改善が図られてきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　    

※学習指導要領は昭和33年以降5回改訂され、現在は平成20年に告示されたものが実施されています。          
                                       

● 現在、学校で進められている道徳教育・道徳の時間
     

現在の道徳教育・道徳の時間の特色とポイント
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子どもたちの未来のために 
確かな道徳教育を進めよう  
　

私たちが５年間、本事業「総合的道徳教育プログラム」に取り組んで、強く実感したことがい
くつかあります。その１つは私たち自身がまず、プラス思考をもって様々な取り組みに挑むことで
道徳教育の扉が一つ一つ開かれていくということでした。各種教材開発、地域校との道徳教育連
携、様々な角度からの調査など、今まで、道徳教育としてあまり試みられていない部分に切り込
むことができました。また、連携による相乗効果も感じることができました。家庭や地域と学校・
大学がそれぞれの主体的な役割をもつことで新たな力が生まれます。その中で、大学が地域の拠
点として道徳教育を担うことの具体的な可能性も感じられました。
　しかし、本事業に取り組んだこの５年間にも、子どもを取り巻く社会環境は大きく変化してい
ます。例えば、５年前はまだ寡少だったスマートフォンが日常の光景となり、子どもの生命にか
かわる深刻な出来事が続き、また、３年前に起こった東日本大震災は、豊かに生きることへの新
たな問いや心のつながりへの課題意識などを一層鮮明なものにしました。
　子どもたちは、このような先の見えにくい時代を生き抜いていかなくてはなりません。アメリカ
の研究者キャシー・デビットソン氏によれば、2011 年度に小学校に入学した子どもの 65% は、
大学卒業時には今は存在していない職業に就くだろうとさえ予測されています。今こそ重要なの
は、これまでの道徳教育の知見を総動員して基盤をつくり、まだ見えない将来を開発的に生き抜
く子どもの心の活力を生み出すように努めることです。

　そこで、私たちは今、改めて、次の４つについて共に取り組むことが重要だと考えています。

1.  子どもの心の育ちを、大人がそれぞれの立場で見守り、支援しよう
　保護者、地域住民、学校関係者、大学関係者のそれぞれが、それぞれの立場での役割を果たして、
多面的に子どもの育ちをとらえ、サポートしていくようにします。

２.  様々な教育活動の機会を生かして心を育てる多様なアプローチをしよう　
　学校での各教科等や体験活動、地域での活動など、様々な機会に子どもの心を育むチャンスが
満ちています。それらを意識し、見通しをもって生かすようにします。

３.  子どもの生きる力を呼びさます確かな道徳授業をつくろう　
　道徳の時間は子どもの心に直接働きかける授業です。教師同士が切磋琢磨し合い、多彩な題
材と仕掛けによって、心を揺り動かし、心の活力を目覚めさせるようにします。

４.  大学自らが、家庭や地域、各学校等とのパートナーとして新たな連携を広げよう
　大学には、様々な専門性をもった多くの人材やノウハウが蓄積されています。それらを積極的
に生かし、可能性に満ちた新たな連携の場を構築するようにします。

　心の教育の基盤となる道徳教育は、その芯（不易）を大事にしながらも、常に時代の空気（流
行）を感じながらより良く変わっていかなくてはいけません。
　子どもの成長がある限り、道徳教育の充実への歩みは続きます。本事業の取り組みが、そのた
めのヒントを１つでも提供出来るとしたら幸いです。
　　　　　　　　　

                                             　 （総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト・企画会議）

あとがきに代えて 本プロジェクトに携わったメンバー

4 つの提言

　
推進プロジェクト構成員 ( 兼 )  開発協議会学内委員（H21 ～ 25 年度）

 
            ( 敬称略 )

副学長：村松泰子（H21 年度：本部長）　佐藤郡衛（H22 〜 23 年度：本部長　H24 年度：主査）　　　　
学系長：大竹美登利　國分　充　上野和彦　嶋中道則　高田　滋　金沢育三　松川正樹　　　　　
　　　　大野徹也　有吉正博　増田金吾　　
道徳教育担当：永田繁雄（H25 年度：主査）　　
学長委嘱：松尾直博　近藤精一　岩立京子　小森伸一　山名　淳　北詰裕子　　
学務部長：笠井俊秀　伊豆島明
　

開発協議会学外委員（H21 ～ 25 年度）
　

●小金井市
教育委員会：加納一好　神田恭司
PTA 連合会：堀越朋子　熊瀬川さつき　　　　　　　　　　　　
●小平市
教育委員会：谷口雄麿　佐藤晴美　横山　明
PTA 連合会：古川博教　後藤浩子　浅見浩美　山田まゆみ　吉岡則子
●国分寺市
教育委員会：日野正宏　古林香苗
PTA 連合会：那須晴深　松井牧子
●企業・団体等
国際ロータリー第 2750 地区：鈴木義明
公益財団法人日本コカコーラ教育・環境財団：麻生朋子
東京フットボールクラブ（株）：福井　哲
公益法人小金井市商工会：石黒秀男
公益社団法人小金井市シルバー人材センター：佐藤甚喜
井上農園：井上誠一

　企画会議スタッフ（H21 ～ 25 年度）

第 1 プロジェクト代表：永田繁雄＊
第 2 プロジェクト代表：北詰裕子＊
第３プロジェクト代表：松尾直博＊　小森伸一＊
特任講師：藤澤　文（H21 〜 23 年度）
専門研究員：柄本健太郎＊（H24 〜 25 年度）
技術スタッフ：荻原香織＊（H24 〜 25 年度）
事務スタッフ：山本のり子　石森徳子＊　丸尾葉子＊

（上記＊印は、本報告書の執筆及び編集担当者） 

※各構成員（委員）の在任期間については、省略しております。
※各プロジェクトのワーキング代表者については、13・17 ページを参照してください。

　　　　　　

総合的道徳教育プログラム推進プロジェクトの取り組み
「道徳教育の未来をひらく」

～東京学芸大学・総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト報告書～

国立大学法人東京学芸大学「総合的道徳教育プログラム」推進プロジェクト
〒 184-8501   東京都小金井市貫井北町４- 1 - 1

     　■発行年月：平成 26 (2014) 年 3 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  ■制作・印刷：有限会社サンプロセス　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　      　　　　　　　　       
    ■本プロジェクトのホームページ：http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro


