
 

 

 

 

 

 

１ 到達目標  

生徒の意識調査において、明確な肯定群を増やす。        

（１）道徳の時間の勉強はすきだ。（肯定群９０％以上） 

（２）道徳の時間の勉強はためになると思う。（肯定群９０％以上）  

（３）道徳の時間では、ほかの人の考えを聞きながら自分のことについてよく考えている。 

（肯定群９０％以上） 

（４）自分にはよいところがある。（肯定群９０％以上） 

（５）近所の人にあったときは挨拶をしている。（肯定群９０％以上） 

（６）学校のきまり（規則）を守っている。（肯定群９０％以上） 

 

２ 取組・成果 

（１）学校間で連携した道徳教育の推進 

①取組 

   ア 小中合同研修会 

     昨年度より、小・中学校の中で協議が必要とされていた「語り合う道徳」について、

今年度はより焦点化し、授業に取り入れるための話合いと共通確認する場を設定した。

この研修会では、道徳推進教師が中心となり、小学校低学年、中学年、高学年、中学校

の各学年のグループに分かれ、「語り合うとは」どのように行えば良いのか、また各学年

で大切にすることなどを含め、道徳授業のスタンダードの確認がなされ、具体的な話合

いをもつことができた。また、小学校１年生から中学校３年生までの９年間を見通した

道徳の授業の中で、児童・生徒の発達段階に合わせ、さらに小中連携を図り、目指す子

ども像と照らし合わせた会として、年度の始めに共有できる場がとても有効であった。 

 

月 日 内容 公開学年 内容項目・資料名・主題名・出典名 

４/２４

（金） 

校内研究 三原中１年 やさしい心「おばあちゃんの指定席」（あかつき） 

５/２０

（水） 

校内研究 三原小６年 責任をはたす「班長になったら」（文溪堂） 

６/８（月） 校内研究 三原小２年 生きものにやさしく「虫が大すきアンリ・ファーブル」 

（わたしたちの道徳） 

６/１８

（月） 

小中合同研 三原中２年 

三原中３年 

 

自分で考え実行し、責任をもつ「ネット将棋」（私たちの道徳） 

模擬授業「キミばあちゃんと椿」（私たちの道徳） 

講話：「道徳の時間で何を育てるか」 

大阪府貝塚市立木島小学校 川﨑雅也校長 

三原村 

            夢と希望・生きる自信と勇気を育む地域ぐるみの道徳教育の推進 

            ～笑顔と挨拶日本一の村づくり～ 
研究テーマ 

小中合同道徳研修会の様子 

道徳拠点校名：三原村立三原中学校 

道徳連携校名：三原村立三原小学校 



 

６/２３

（火） 

 

校内研究 三原小３年 命あるものを大切に「ヒキガエルとロバ」（わたしたちの道徳） 

６/２３

（火） 

校内研究 

 

三原中３年 学級活動「部落差別をなくする運動」強調旬間に向けて 

【学級や学校における生活上の諸問題の解決】 

７/１（水） 小中合同研 三原小 ・１学期の取組（成果と課題） 

・各部会の取組の総括・先進校視察報告 

８/６(木) 小中合同研 三原小 ・２学期の方向性確認 

１２/１１

（金） 

研究発表会 三原小 

三原中 

・公開授業・研究発表・講演「これからの道徳教育」 

文部科学省初等中等教育局教育課程課（赤堀博行教科調査官） 

２/１０

（水） 

小中合同研 三原小 ・今年度の取組（総括）・来年度に向けて 

 

イ 小中校内研修の充実（公開授業・模擬授業・講演会） 

６月１８日（木）に三原中学校の校内研修会に、大阪府貝塚市立木島小学校川 﨑 雅 也

校長先生に２年生の授業を見ていただき、的確なアドバイスをいただくことができた。

また、６時間目には３年生と模擬授業をしていただくことができ、その後には小中合同

校内研修会として、「道徳の時間に何を育てるか」について、テーマとして「生きる」こ

とについて校長先生の講話を小中学校全教職員でお聞きすることができた。とても充実

した校内研修となり、特に、授業の流れや発問の絞り方、狙いにせまるためのポイント

等、授業改善に必要な細かなことを学べるよい機会となった。 

 

ウ 道徳教育研究大会 

（西部地区道徳教育連絡協議会、四万十市・三原村道徳教育推進協議会） 

１２月１１日（金）に本事業３年目の道徳教育研究大会を行った。 

小学校１年生から中学３年生までの１０学級全ての公開授業を行った。小学１年生と

６年生、中学３年生の授業では郷土資料を使った授業を行い、ゲストティーチャーにも

入っていただき道徳的価値を深める授業を行った。その後、全体会が行われ、「村ぐる

みの道徳教育」と題した研究報告を道徳教育推進教師と教育委員会から行い、その中で

道徳教育地域連携委員さんにも発表していただいた。最後に文部科学省初等中等教育局 

赤堀博行先生に「これからの道徳教育」についてご講演していただいた。 

 

② 成果 

6 月に拠点校で校内研修が行われ、そこに小学校全教職員が参加し、「道徳の時間で何

を育てるか」について講話を聞くことができたことで、道徳教育の今年度の方向性が小・

中学校職員で共有が行われたことは大変有効であった。この講話をきっかけにして 9 年

間の見通しをもった学習、そして中学校 3 年＝卒業までに育てなければならないゴール

を見据えた校内研修会が実施でき、さらに小中が連携しながら同じ方向に向かって道徳

教育を推進できた。 



 

道徳意識調査においては、「学校の決まりを守っているか」の項目では一年間を通して

中学校が１００％であり、生徒の規範意識が高まったと言える。また、「人の気持ちがわ

かる人間になりたい」では一年間を通して小学校が１００％であった。日々の学校生活

の中や授業の中で、肯定的な評価や友達から認められる場面が増え、道徳の授業改善や

工夫をしたことや特別活動や総合的な学習をはじめとした各教科の道徳的な狙いに添っ

た授業を行うことで、他者理解の項目が数値として上がったと思われる。 

 

道徳意識調査総括票のまとめ 

  

自分には良い

ところがあ

る。 

近所の人に会

った時には、

挨拶してい

る。 

学校のきまり

（規則）を守

っている。 

将来の夢や目

標をもってい

る。 

人の気持ちが

わかる人間に

なりたい。 

  
年度 

当初 
年度末 

年度 

当初 
年度末 

年度 

当初 
年度末 

年度 

当初 
年度末 

年度 

当初 
年度末 

小学生 98.1  92.7 98.1  94.5 98.1  100 94.3  96.4  100  100  

中学生 97.1  91.4 94.1  97.1  100  100 85.7  85.7  100  91.4  

 

（２）家庭・地域と連携した道徳教育の推進 

①取組 

  ア 道徳参観日（三原中学校・三原小学校）・「道徳フォーラム」実施  

小・中学校では６月２１日（日）に道徳参観日を実施した。今年度も小学校の全学年で

は地域の方に入っていただき、授業の終末で生の声を子ども達に伝えてもらった。 

また、小学校の体育館で中学生１年生から３年生までの全員がみんなで聞き合い、考え合   

   う道徳の授業が行われた。今年度も小学１年生から中学３年生のどの学年も、真剣に授業に  

   取り組み、心に響く授業を行うことができた。 

 

 

 

 

その後、今年度初となる『道徳フォーラム』を開催した。議題として「三原村のあいさつ

について村ぐるみで話し合おう！！」という「あいさつ」のことを取り上げ、小学生・中学生・

保護者・地域の皆で意見交換が行われた。会の中では、各学年の代表者があいさつについて話

し合ったことを小学１年生から中学３年生まで発表し、保護者や地域代表の方、一般の参加者

からもご意見をいただき、出席者全員であいさつの意義やこれからの活動について話し合うこ

とができた。最後には、児童会・生徒会の代表が「三原村あいさつ宣言」を発表し、笑顔とあ

いさつを更に推進することを全員が確認した。今回初めての会であったが、地域の方、保護者、

また小・中学生の皆で一緒にあいさつについて考え合い、意見を聞き合うすばらしい会となっ

た。これからのあいさつがまた明るく笑顔で交わされ、村ぐるみで高めていけるいいきっかけ

づくりとなる会となった。 

中学校の全校 

道徳授業の様子 

（小学校体育館） 

ゲストティーチャ

ーの話を一生懸命

聞いている１年生 

 



 

各学年のあいさつについてのキーワード 

 

◎小学校の道徳参観日授業感想（保護者・地域の方より） 

〇少ない子供たちが積極的に授業に参加 

している姿を見せていただきました。ゲ 

ストティーチャーの授業も初めて見せて 

いただき、子供達が身の回りのことを 

知るいい授業だと思いました。 
 

◎中学校の道徳参観日授業感想（保護者・地域の方より） 

○学校では道徳教育を丁寧に取り組んでいるので、児童生徒は考える習慣が身についてきてい

ると感じられた。自ら発言することもできるし、指名されても自然に自分の考えを話すこと

ができることは素晴らしい。この姿勢は、一朝一夕には育たないので、これまでの指導がし

っかりとできていると感じる。（中略）全員（ほとんど）が自然に授業に参加している。 
 

◎「道徳フォーラム」の感想（保護者より） 

○三原の子ども達はよく挨拶できていると思います。道徳フォーラムとてもよかったと思

います。どの学年も真剣に話し合い、良い発表が出来ていたと思います。児童会、生徒

会の皆さん、お疲れ様でした。三原あいさつ宣言も良かったです。感動しました。 
 

◎「道徳フォーラム」の感想（地域連携委員より） 

○今日は各学級からの素敵な発表を聞かせていただき、ありがとうございました。子どもたち

の『あいさつ』に対しての思いが伝わってきました。これまでには、一つのテーマをもとに

たくさんの意見が出て話合い、そして、それぞれがめざすものが見えてきていると思います。

今の学生の時だけでなく、この先大人になっても、また、現在の私達大人も、人とのつなが

るあいさつを考えていかなければいけないと感じる会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「道徳フォーラム」の感想（地域連携委員「地域代表で壇上に参加された方」より） 

 

〇私にとって記念すべき２７年６月２１日（日）午後２時４５分～３時４５分。三原村のあいさ

つについて、村ぐるみで話し合おうという取組でありました。児童会９名発表会各学級の代表

１名ずつ、１年生から中３年生まで９名の皆様大変ゆっくり、人に分かりやすいように出来た

と思います。特に１年生、○○さんは大きい声で分かりやすくできましたね。そして、保護者

代表３名、地域の代表３名の皆様の感動と大変な評価をいただき、やれば出来る。私はその感

銘を受けています。そして、フロアの皆様ご意見等多数の方々の意見。体育館の皆様一体感と

なり、すばらしい道徳フォーラムとなり、大変感動して帰りました。 

児童会・生徒会からあいさつ宣言を発表 

三原村あいさつ宣言 

授業の終末には地域の方に感想

をいただいた。 



 

イ 地域人材を活用した授業 

今年度も小・中学校ともにゲストティーチャーを招聘し、授業終末でお話をしていただ

き、地域の方の生の声をお聞きすることでとても有効的な活用ができた。また、小学校 1

年生と 6 年生の自作資料に関して、昨年度より地域に入り、様々な話を聞く中で自作資料

が完成することができた。そして、今年度のキーワードである児童生徒とともに語り合う

時間を共有できることは、三原村のよさを見つめ直すことにも大きくつながり児童生徒の

心に響く授業となるであろう。これからも、三原村自作資料として残していきたい。 

 

ウ 村全体への「道徳だより」発行 

    今年度も年間５回区長便を活用させていただき、村用の道徳だより「つながり」を発 

   信した。児童・生徒の学習の様子や学校行事を通して、普段学校に来ていただけない方 

などにも、児童生徒の様々な姿を知っていただくよい機会となった。 

 

エ 村サロン事業・区長会への参加（取組を啓発） 

    今年度も道徳教育推進教師とともにサロン事業に出向き、小中学 

   校の児童生徒の様子を伝えることができた。 

また、７月の区長会に中学校の生徒会が主体となって行った「道徳フォーラム」につ 

いて報告を行った。「あいさつ」について、村ぐるみで盛り上げていくための啓発の一つ 

となり、地域全体で話合いがもてたことは今年度の大きな成果となった。 

② 成果 

今年度はやはり６月２１日（日）に行われた「道徳フォーラム」について、意見交流が

出来たことは大変大きかった。このフォーラムでは、村長をはじめ、教育長や次長、教育

委員長、村議員なども参加して下さり、短い時間であったが、大変有意義な会となった。

当日は生徒会の司会が臨機応変に会を進行する姿も見られ、自主的・主体的な活動をする

ことで達成感が得られた会となり、『家庭・地域・学校が連携して三者が一体』となって取

り組める一歩となった。一つの課題についてみんなで意見交換を行い、共有することの大

切さ、またみんなで考え合えるよい機会を設けることができた。そして、小中学校が連携

を図りながら、学校から発信を行い、教職員の意識を同じにすることで「あいさつ」や「あ

いさつ運動」の変化を感じていることが２５人中１６人の先生方が「変わった・少し変わ

った」とアンケートで回答している。今後も同じ意識をもちながら、目指す子ども像に向

かって取り組むことの重要性を強く感じた。 

次年度はこの事業は終了となるが、このような機会を是非作り、フォーラムが継続して

いけるような形を残していきたい。地域のみんなで考え合い、よりよい村にしていきたい。 

◎ 道徳参観日アンケート（小中統一）より  [アンケート回答分のみ] 

これまでに小中

学校の道徳の授

業を見たことが

ありますか。 

          回答 

対象 

初
め
て 

２
回
目 

３
回
目 

４
回
目 

５
回
目 

６
回 

以
上 

無
回
答 

保護者(１０名中) ２ １ １ １ ０ ５ ０ 

地域一般（８名中） ２ ０ １ １ ０ ４ ０ 

7/23(木)区長会で取組

発表 



 

道徳教育に関心

がありますか。 

          回答 

対象        

ある どちらかと 

言えばある 

どちらかと 

言えばない 

あまり

ない 

保護者（１０名中） ５ ４ ０ ０ 

地域一般（８名中） ８ ０ ０ ０ 

子どもたちは地

域で明るい挨拶

ができています

か。 

          回答 

対象        

よくでき

ている 

ほぼできて

いる 

あまりでき

ていない 

無回答 

保護者（１０名中） ７ ２ １ ０ 

地域一般（８名中） ４ ３ ０ １ 

子どもたちは意

欲的に授業に取

り組んでいまし

たか。 

対象       回答 はい いいえ 無回答 

保護者（１０名中） ８ ０ ２ 

地域一般（８名中） ６ ０ ２ 

 

（３）道徳の時間の充実 

①取組 

ア 「高知の道徳」・「私たちの道徳」の活用 

小・中学校共に、学校と家庭が連携して道徳に取り組んでいくことを目指し、月に１度「高

知の道徳」の記入を親子での家庭学習とした。 

同月に同じ内容項目を授業でも取り上げると共に、「私たちの道徳」に書かれてある言葉  

で、小学校は低中高学年別に重点目標として設定し、玄関に掲示も行った。この「高知の 

道徳」や「私たちの道徳」を家庭に持ち帰り書き込むだけではなく、授業の導入や終末な 

どに活用したことで、内容の充実が図れた。家庭からの温かいコメントや保護者の思いな 

ど、児童・生徒に向けたメッセージもあり、この活用によって授業の深まりを感じた。ま 

た、保護者にとってもよい意識付けとなった。 

 

イ 講師招聘 

今年度も１学期より西部教育事務所指導主事に小・中学校ともに指導・助言していただい 

た。道徳の狙いについてや狙いに迫るための発問の工夫や板書、また今年度のキーワードと

なる「語り合う・議論する授業」について協議を行うことができ、共有の場を設けることが

できた。 

また、昨年度中学校では自作資料が完成したが、今年度は小学校の自作資料完成に向けて 

何度も指導主事に来ていただき、ご示唆いただき、１年生と６年生の自作資料が完成した。 

  

ウ 道徳授業への地域連携会議の委員（地域住民の参加） 

１学期(5/26)には、中学校の道徳授業においては、地域連携会議委員 

が中学校の授業に参加していただいた。また、(10/1)には、地域連携委 

員の方が、近所の方を誘って下さり、合計５名の方が中学２年生の授業 

に参観していただいた。 



 

  

 

 

 

 

 

エ 県内先進校視察 

６月２５日に、本村と同じ指定を受け、町として道徳教育推進に向け取組を行っている津

野町立葉山小・葉山中学校へ視察研修会に参加することができた。（小・中学校の先生方７

名と事務局１名、合計８名参加）  

葉山小学校を午前中に訪問し、午後からは中学校の公開授業を見せていただいた。各校の 

学校説明では、具体的な取組を校長先生と道徳教育推進教師に話を伺うことができ、本村と

しての今年度の最終年度のゴールをもう一度小中学校の先生方と一緒に確認できる大変貴重

な視察となった。具体的には、考え合う、語り合う授業にするためには、どのような授業展

開にしているのか。また、学校全体で行う道徳教育を推進するための方向性等、具体的にお

聞きできた視察であった。視察後は各校での伝達研修を行った上で、さらに、小中合同校内

研の中で、その後の授業改善に生かされた。 

② 成果 

年度当初と年度末の道徳授業チェックシートを比較すると、５項目の数値が向上した。

一年間を通して、児童理解、資料提示、板書の３項目が最高数値であった。このことは、

生徒一人一人を理解した道徳の授業が行われていると考えられる。そして、資料の分析・

価値を深めるために教師自身が授業改善を図ったと結果と考えられる。今後も児童生徒理

解を中心に考えた授業を行っていく必要があり、生徒に何を考えさせるのかを明確にし、

生徒の考えを引き出す手立てが重要と考える。 

○道徳授業チェックシート（中学校生徒用） 

 学級 

経営 

児 童 生

徒理解 

狙 い の

設定 

学習 

構成 

資料 

提示 

発問 応答 話合い 時間 

配分 

板書 

年度当初 ３．９ ４．０ ３．９ ３．９ ４．０ ４．

０ 

３．９ ３．

９ 

３．

９ 

４．０ 

年度末 ４．０ ４．０ ４．０ ４．０ ４．０ ３.９ ３．９ ４．

０ 

４．

０ 

４．０ 

（４） 道徳的実践の指導の充実 

① 取組 

ア 児童会・生徒会の活動 

「笑顔と挨拶日本一の村」あいさつ運動の充実へ 

今年度は児童会・生徒会の合同会を行い、主体的な取組を行うための話合いを実施し

た。例えば、「道徳フォーラム」について、その後の啓発の仕方、児童生徒の変容につい

て等、児童会・生徒会が中心となって様々な場で啓発を行う計画や意識を高めるための取

組について話合うことができた。小学校では、全校集会（月曜日の児童朝会）で、児童会 

班の中で生徒と意見交

流 

 

中学生と話し合い活動に参加 

７月２１日 高知

新聞 

児童会・生徒会の話し合いの様子 

 

横断幕の写真 

役割読みにも参加 



 

が中心となり、全校で「あいさつ宣言」を読み、全校児童にあいさつについての意識を高

めていった。また、中学校では、終学活の中で、全校放送の中で生徒会を中心に「あいさ

つ宣言」を全生徒とともに読み、啓発できる場を自分達で企画し実施してきた。 

 

 

 

 

イ 道徳教育地域連携委員の「あいさつ運動」スタート      

道徳教育地域連携会議では、「道徳フォーラム」のあいさつ宣言を受けて、自分達もあい

さつ運動を通して児童生徒を見守りながら、村民みんなが元気に過ごせることを狙いとし

て、「あいさつ運動」を月に一度行うことを決定し実施できた。このことは、児童生徒のみ

ならず村民が「笑顔と挨拶日本一の村」を意識できるものであり、 

村民への啓発にもつながった。 

ウ 体験活動を活かした道徳教育 

今年度も小中合同ハイキング、運動会、合同給食、保小中合同発表会など、小中合同

の行事では、村の目指す子ども像を意識した指導を心がけ、昨年よりさらに児童・生徒

が主体的に行動できるような体験活動を活かした道徳教育を行うことができた。特に合

同運動会では、中学３年生の団長を中心に行進や応援合戦など、自分達で何度も話合

い、本番に向けて何度も練習を重ね、当日は紅白ともに１年生から中学３年生までが心

を一つにした一生懸命な姿を見ることができた。その中で、上級生が下級生に優しい声

かけをする姿や応援の仕方を教えるなど、今年の合同運動会はすばらしいかったと地域

の方々からほめていただけた。 

エ 他の学校行事との関連 

・職場体験（中２） 

    今年度も７月下旬に職場体験学習を中学２年生全員が行った。それぞれの職場で学習し 

た勤労の尊さや意義について、一人一人が学ぶことができた。 

   ・三原村海外派遣事業（中３） 

    ８月下旬に３年生全生徒１２名がオーストラリア研修に参加した。 

    この研修は語学の上達のみならず、仲間の大切さの再認識、新しいことに対するチャレ 

    ンジ、自分の将来について考えるきっかけとなる研修会であった。生徒一人一人の成長 

を感じる行事の一つとなり、三原村を誇りに思い、感謝する心をもった子ども達を育て 

るための大きな行事でもある。 

◎三原村中学生海外派遣事業（オーストラリア研修）を終えて（中３） 

・この長く続けているオーストラリア研修は、自分の親や村のたくさんの方が協力してくださ

ったことによって行けたものなので、感謝の気持ちを一番に伝えたいです。私は、この研修

全部を通して、話す時にリアクションを大きくしたり、ジェスチャーをつけることによって、

相手も自分も楽しめることは日本でもオーストラリアでも共通することだと思いました。そ

して、友達との仲も深まり、自分の中にある英語への興味もさらに出ました。知らない事が

たくさん学べ、さらに三原のよさも感じられる研修でした。 

中学校の終学活の様子（連携委員さんが参

観）始めはどの学年も心を落ち着かせて「瞑

想」からそして、放送がスタート! 



 

② 成果 

道徳意識調査の項目４では「ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったことがある」に

おいては、中学校での調査結果をみると、この項目が３年間継続して１００％の最高数値を維

持した。このことは、各学校行事や部活動の中で取り組む姿勢や意識、途中であきらめない気

持ちなどが道徳の授業をはじめとして一生懸命取り組む気持ちが生徒達に養われていると考

えられる。また、やり遂げた後に肯定的な評価等を学校・家庭・地域の中でいただいている表

れと思われる。次年度もさらに、一人一人の自尊感情を向上させ、自信をもって何事にも主体

的に取り組める児童生徒を目指していきたい。 

 

（５）県内教育機関等への取組・成果の普及 

①取組 

  ア 道徳コーナーの充実（村掲示板、保育所、集会所等の設置） 

    今年度も村民が、いつでも気軽にこのコーナーを見ることができるよう、明るく見やすい掲

示板を目指した。中央公民館の掲示板には６月２１日に行われた「道徳フォーラム」の中で出

された「三原村あいさつ宣言」の原文を掲示板に掲示し、生徒会・児童会の子どもたちの実際

の字で紹介した。そうすることで、児童・生徒の頑張りが紹介でき、村民に道徳教育のことを

もっと知っていただける一つのきっかけの掲示物となった。今年度は、今まで以上に道徳教育

の啓発となるために設置場所も増やし、見やすい工夫を行った。 

イ 四万十市・三原村道徳教育推進委員会（協議会）との連携 

   今年度も、本会の活動は２回の推進委員会（参加対象者：道徳教育推進教師）と小・中学校道

徳授業研修会（参加対象者：学校裁量１名以上）を主たる研修活動として実施をした。また、本

年度は三原村の本事業の指定とからめ、これまで以上に、四万十市と三原村が連携して取り組

むことができ、公開研究会における参加体制等の確認がなされた。 

   ○11/15（月）今年度の活動計画・道徳教育研修：「中村南小学校の取組について」 

提起：竹中 知津 教諭（中村南小学校）  

○9/8（火）四万十・三原村道徳教育連絡協議会理事会 

○11/17（金）具同小学校・中村西中学校公開授業・授業研究協議 

（幡多地区道徳教育研究大会と兼ねて実施） 

○12/11（金）・・・・三原小・中学校公開授業（両校全学年全学級）実践発表 

講演「これからの道徳教育」 

文部科学省 初等中等教育局教育課程課 赤堀 博行調査官 

○2/8（月）・・・・・道徳教育授業研修会及び本年度の活動の反省・総括 

ウ 他市町村に出向き道徳事業や学校の取組を啓発 

  ○8/3（月）モラロジー教育者大会（道徳教育推進教師発表） 

○12/26（土）第４９回高知県道徳教育研究大会（中学２．３年生参加公開授業） 

○2/2（火）道徳教育パワーアップ協議会(本事業３年間を報告) 

○2/3（水）平成２７年度 幡多地区婦人大会・四万十市婦人大会参加 

この会のテーマが「次世代につなごう！豊かな心と知識」として道徳教育推進教師と事務局

が参加させていただいた。講演２本のうち一つを「村ぐるみの道徳教育」と題して、今年度の



 

取組と成果を他市町村の方々に啓発することができた。特に、「あいさつ運動」の様子や地域の

方が取り組んでいる様子などを見ていただき、村ぐるみで取り組んでいることを市町村の方々

に知っていただける良い機会となった。） 

３ 変容 

（１） 到達目標の達成状況 

小中学校とも、意識調査において、明確な肯定群を増やす目標をほぼ達成できた。 

① 道徳の時間の勉強はすきだ。（肯定群 小９８．２％・中８８・６％）  

② 道徳の時間の勉強はためになると思う。（肯定群 小９６．４％・中１００％） 

③ 道徳の時間では、ほかの人の考えを聞きながら自分のことについてよく考えている。 

（肯定群 小９６．４％・中９７．１％） 

④ 自分にはよいところがある。     （肯定群 小９２．７％ 中９１．４％） 

⑤ 近所の人にあったときは挨拶をしている。（肯定群 小９４．５％ 中９７．１％） 

⑥ 学校のきまり（規則）を守っている。  （肯定群 小１００％ 中１００％） 

（２）児童生徒の意識や行動の変容 

① 小学校の教育効果の検証より 

ア 三原村のよさを感じれる子どもが増えた。 

イ 自分の生活を振り返って考えることができるようになった。 

ウ 人の話を最後まで聞けるようになった。 

エ 自分の思いを語ることができるようになった。 

オ 理由をつけて発表することが定着してきた。 

② 中学校の教育効果の検証より  

     ア 学校生活や授業への取組などで、しっかりとした活動や取組ができるようになってきた 

と感じる。 

     イ 自分の思いや考えを整理して相手に伝わるように意見を言える生徒が多くなった。授業

中 

にもその力が発揮されていると思う。 

     ウ 様々な場面で、発表したり自分の意見を言おうとしたりする姿が多く見られるようにな

っ 

た。 

     エ 自分の考えを認めてもらうことで自身をつけた。 

     オ 道徳ノートの返信により、自己肯定感が向上した。 

 

４ 成果と課題 

今年度は事業３年目ということで年度始めに、小中学校の教職員全員で３年目の方向性の確認

を行った。授業の中では、特に学習規律の徹底はもちろんのこと、話合い活動のマニュアル（言

語わざ）を作成し、活用しながら小学校低学年から中学校まで系統的に行えるものとして確立さ

せた。このマニュアルは、道徳のみならず各教科でも活用することとして全教職員で共通確認が

できた。さらに、「話合い、議論する道徳」とはどういうものなのか、小中合同研修の中で言語活

動を取り入れる授業構成を小中全教職員で共通確認することができた。小中兼務の道徳推進教師



 

が、この３年間で様々なところに配慮して、小中の連携が形としてできあがった。これからも、

「道徳の時間」を要としつつ、あらゆる方法で「こころ」を育て、全ての児童・生徒が存在感を

持ち、そして、自己肯定感を高めていくことができるような道徳教育を行っていきたい。常に９

年間のゴールイメージ（目指す子ども像）を全教職員が確かめ合いながら、これからも推進でき

るよう行っていきたい。 

また、今年度は、１年生と６年生の三原村の自作資料が完成した。今後もこの資料を活用し、

地域と関わり合い、考えながら、また、教育活動全体を通して、また特別活動等で行う体験活動

等との関連を図りながら進んでいきたい。狙いは、本村の児童生徒の道徳性を育み、主体的に取

り組むことのできる児童生徒を今後も目指していかなければならない。 

地域指定の事業が今年度で終了するが、「これから」が大切である。この３年間、地域とともに

取り組んできたことを次年度も継続し、さらに児童・生徒の道徳性の向上に努めていきたい。こ

の３年間の成果の一つとして「道徳教育」に関して、生徒のみでなく地域・保護者の関心も高ま

ってきているのではないかと感じている。保護者とのつながりをさらに深め、児童・生徒一人一

人が「道徳教育」について意識し、今が自分自身の将来へとつながっていることを様々な場面で

感じていけるような取組を、今後も地域全体で続けていきたい。 


