
公開授業について

京築教育事務所 教育指導室

〈説明〉

令和３年８月２６日（木）～９月７日（火）の期間で視聴

令和３年度 第３回小学校若年教員研修１年目（初任者研修）
【授業研修②】



本日の研修内容

道徳科の授業づくりのポイント

授業参観の視点

道徳科の評価



道徳科の授業づくりのポイント



「道徳教育」と「道徳科」の関係

「道徳教育実践ハンドブックvol.2」
福岡県教育委員会 ｐ３



道徳科の目標

よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、

物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、

自己の（人間としての）生き方についての考えを深める学習を通

して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。

「道徳教育」と「道徳科」の関係

自己の（人間としての）生き方を考え、

主体的な判断の下に行動し、自立した人間として

他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと

を目標とする。

道徳教育の目標



道徳性の諸様相 様相の内容

様々な状況下において人間として
どのように対処することが望まれ
るかを判断する力

道徳的価値の大切さを感じ取り、
善を行うことを喜び、悪を憎む感情

道徳的判断力や道徳的心情を基盤
とし道徳的価値を実現しようとする
意志の働き

道徳的判断力や道徳的心情、道徳
的実践意欲に裏付けられた具体的
な道徳行為への身構え

道徳的判断力

道徳的心情

道徳的実践意欲

道徳的態度

道徳性とは

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ２０



道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる

道徳性を養うため，

① 道徳的諸価値についての理解を基に，

② 自己を見つめ，

③ 物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え，

④ 自己（人間としての）の生き方についての考えを深める

学習を通して，

道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。

道徳性を養うために

道徳科の目標

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ１６



①「道徳的諸価値についての理解を基に」とは

価値理解 ：道徳的価値は大切であること

人間理解 ：道徳的価値は大切ではあるが実現は
難しいこと

他者理解 ：道徳的価値には多様な感じ方や考え方が
あること

道徳科の特質

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ１７



自己理解

②「自己を見つめ」とは

■ 道徳的価値を自分のこととして考える。

■ 自分の経験と照らし合わせながら考えを深める。

■ 自分との関わりで道徳的価値を捉え、
自分自身への理解を深める。

道徳科の特質

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ１８



■ 道徳的価値やそれに関わる諸事象を一面から
捉えるのではなく、様々な面から捉えること。（多面的）

■ 道徳的価値やそれに関わる諸事象のもつ多面性を
様々な角度（立場や時間を変える、他の道徳的価値
との関わり等）から考察し捉えること。（多角的）

※実際の指導に当たっては必ずしも明確に分けられるものではないため、
「多面的・多角的」とひとくくりで表現している。

（小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ１９）

③「多面的・多角的に考え」とは

道徳科の特質



■ ねらいとする道徳的価値から自分を振り返り、

・ これからの生き方の課題について考える。

・ いかによりよく生きるかという人間としての

生き方を模索する。

道徳科の特質

④「自己の生き方についての考えを深める」とは

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 ｐ１９



● 理解（価値理解、人間理解、他者理解）できる

ような

● 自分とのかかわりでとらえられる（自己理解）ような

● 多面的・多角的に考えられるような

● 自分の課題を見付けたり、実現しようとする

思いや願いをもつことができるような

学習活動になっているか

道徳科の授業づくりのポイント



授業参観の視点



本時のねらい

第４学年 B【親切，思いやり】

本時のねらい（例）

相手の気持ちを感じ、相手のために行動すると互いに晴れ晴れ

した気持ちになることに気付き、進んで励ましや手助けをしようと

する態度を育てる。

道徳的価値について書かれている部分はどこでしょう。

道徳性の諸様相について書かれている部分はどこでしょう。

〔小学校の例〕



本時のねらい（例）

相手の気持ちを感じ、相手のために行動すると互いに晴れ晴れ

した気持ちになることに気付き、進んで励ましや手助けをしようと

する態度を育てる。

第４学年 B【親切，思いやり】

このねらいを達成するために、

① どのような手立てを行っているか。

② その手立ては有効か。

道徳的価値

道徳性（道徳的実践意欲と態度）

〔小学校の例〕

本時のねらい



ポイント１
● 主題に関わる問題意識をもつ。

ポイント２
● ねらいとする道徳的価値を追求する・把握する。

● とらえた道徳的価値に照らして自分を振り返る。

ポイント３
● 価値に対する思いや考えをまとめる。

導 入

展開後段

展開前段

終 末

授業参観の視点



主題にかかわる問題意識をもつ

・アンケート調査等の結果の提示
（子どもの身近な問題や社会的な問題など）

・価値内容に関する場面絵や写真等の提示
（授業で扱う教材の中に描かれている問題など）

・行為と意識のズレを自覚する発問

道徳的価値を自分の問題としている 自己理解

人間理解

導 入



ねらいとする道徳的価値の追求・把握

・登場人物を客観的に見させる発問

「●●の行動をどう思いますか。」など

・登場人物へ自我関与する発問

「自分だったらどう思いますか。」など

・道徳的行為に関する表現活動

（動作化、役割演技など）

・児童生徒の考えの視覚化

（心情図、ネームカードなど）

価値理解人間理解

展開前段

他者理解



ねらいとする道徳的価値の追求・把握

・行動を様々な面（プラス面、マイナス面など）で考える。

【立場を変える】・相手の立場から考える
【時間を変える】・～した後はどんな気持ちがするか

・以前、･･･したときに
【他の価値から】・この行為は他にどんな価値があるか

多面的に考える

展開前段

多角的に考える



とらえた価値に照らして自分を振り返る

・類似体験（日常生活の経験）を想起する場の設定

・これからの自分について考えさせる発問

・自分自身の生活を振り返り、考えを深めさせる発問

展開後段



価値に対する思いや考えをまとめる

・教師の説話、作文や日記、手紙、写真等の提示

・児童生徒の振り返りに対する価値付け、称賛

道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深め
ているか。

自己理解

終 末

児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展して
いるか。



道徳科の評価



教 師 児童生徒

指導の目標や計画、
指導方法の改善・充実
に取り組むための資料

自らの成長を実感し
意欲の向上に
つなげていくもの

指導に生かされ、児童生徒の成長につながる
評価であること

指導と評価の一体化

評価の意義

「道徳教育実践ハンドブックvol.2」 福岡県教育委員会 ｐ４８



道徳性

判断力
心情

意欲・態度
道徳的価値
の理解

生き方につい
ての考え

自己を
見つめる

多面的・多角的に
考える

道徳性を養うために行う
道徳科の学習活動

道徳科で育成する
資質・能力

道徳科の評価 評価できない

評価の対象

「道徳教育実践ハンドブックvol.2」 福岡県教育委員会 ｐ４９



● 毎時間の学習ノートなどの記録

● 授業時間の発話、表現物、表情等の記録を

集積したもの

● 授業後の作文、感想文、スピーチ等

★ 道徳的価値の理解を深めようとしていたか、自分との関わ
りで考えたかなどの成長の様子を見取る
★ 月、学期、年間といった一定期間の中で児童生徒の変容を
見取る

評価の方法



① 授業者や子どもの邪魔をしない。
私語、子どもに話しかけるなど

② 授業者に敬意を表す。

参観時の姿勢、教室の入退室時に礼など

私たちは、「学ばせていただいている」
立場である。

③ 自分の授業に生かす。

自分の指導と比較しながら見るなど
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