
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 小学校は平成 30年度、中学校は平成 31年度から、検定教科書を導入して「道徳科」が実施されます。今まで行っ

てきた「道徳の時間」（小・中学校で週１時間）が「特別の教科 道徳」（「道徳科」）（引き続き週１時間）として新

たに位置付けられます。道徳科が目指すものは、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と同様に、よりよ

く生きるための基盤となる道徳性を養うことです。 

 

 

 

右の枠囲みを見ると、何が道徳科で求められているのかが                      

よく分かります。「道徳的判断力」「道徳的心情」「道徳的実践 

意欲と態度」の内面的資質です。これは、「旧：道徳的実践力」といわれていまし 

と言われていました。 

 

 

 

（引用・参考文献：道徳教育用指導資料集 高知県教育委員会） 

 

 いじめの問題への対応の充実や、子どもたちの発達段階をより一層踏まえた体系的なものとする観点から下のよう

に「視点」、「内容項目」が改善されています。 

 

 

 

                             

                             

                             

 

                      （引用・参考文献：道徳教育用指導資料集 高知県教育委員会） 

 

 

 それでは、道徳科で指導方法はどのように変わるのでしょうか。登場人物の心情を「読む道徳」から、道徳上の問

題を多面的・多角的に「考え、議論する道徳」へと質的転換をすることが強調されました。 

 道徳科は子どもたち一人一人が、ねらいに含まれる道徳的価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（中 

学校：物事を広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の生き方（中学校：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、内面的資質（道徳的判断力・道徳的心情・道徳的実践意欲と態度）としての道徳性を主体的 

 

 

 

授業力アップ１ 

特別の教科 道徳科  

～「考え、議論する」道徳科への転換～ 

      教科研究センター（本部）アドバイザー  高橋 静子 

 

①道徳科で求められているもの 

②道徳科の内容 

③道徳科の指導方法 
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に養っていく時間です。以上のことをまとめたものが下の図です。例えば「登場人物はどのようにしたらよいか」「自 

分ならどのようにするか」「人間としてどう生きるか」などについて考え、判断し、議論するような学習が大切なの 

です。 

 

（引用・参考文献：道徳教育用指導資料集 高知県教育委員会） 

 形式的・受け身的だった学習の流れを、子どもたちが「考え、議論する」主体的な学習に変えていくのだから、こ

れまでの学習指導案は使えないのでしょうか。いいえ、子どもたちが自我関与できる視点に立って見直しをすること

で、活用することができます。導入、展開、終末を切れ切れの型として捉えるのではなく、道徳的価値が子どもたち

の思考の流れに沿って、導入から始まり、展開、終末へと繋がっていくようにすることです。ねらいに関わるポイン

トを、自分との関わりで考えるようにすることです。そのためには、子どもたちが発言したくなるような、友だちの

考えを聞いてみたくなるような学習過程を工夫することが大切です。しかし、発言の上手な子どももいれば、苦手な

子どももいます。抵抗なく自分の考えを発言でき、友だちの意見をしっかり聴くことができるなどの学級づくりが、

大前提です。「待つ・聴く（耳だけではなく、目でも、心でも聴く）・受け止める」姿勢が大事です。子どもたちのつ

ぶやきの中には、意外にねらいに迫る本音が隠されていることがあります。 

 

 

 

 

 小・中学校学習指導要領の道徳科の評価については、「学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指

導に生かすよう努める必要がある。ただし、数値などによる評価は行わないものとする。」と示されています。それ

ぞれの指導のねらいとの関わりにおいて子どもたちの学習状況や成長の様子を様々な方法で捉えて、それを子どもた

ちに確かめさせたり、そのことによって教師自らの指導を評価したりするとともに、指導方法などの改善に努めるこ

とが大切です。評価と授業改善とは、表裏一体です。 

 子どもの内面にある道徳性は見えにくいものです。しかし、子どもの真剣に取り組む姿、積極的に主張する様子な

どから内面の道徳性の成長を見ることができます。具体的には、授業中に、子どもが実際に書いたり発表したり、話

し合ったりする学習の様子なども評価の情報として考えることができます。 

               

                 参考文献：＊道徳教育用指導資料集  高知県教育委員会 

                      ＊道徳授業 2017．３月号  明治図書 

                      ＊道徳授業 2017．４月号  明治図書 

＊道徳授業 2017．５月号  明治図書 

                      ＊子どもが考え、議論する問題解決型の道徳授業事例集（小学校） 

                               柳沼良太（編著） 図書文化 

 

  

  

④道徳科の評価 

 

平成 30年度からの道徳科全面実施に向けて、不安や悩みの声を耳に

します。教科研究センターには道徳に関する書籍や雑誌もあります。

どうぞ、参考になさってください。 



 

  Ｈ29年度アドバイザーの紹介 

◆吉田 美紀（よしだ みき）アドバイザー 

◆高橋 静子（たかはし しずこ）アドバイザー 

◆竹内 研介（たけうち けんすけ）アドバイザー 

◆東川 美知子（ひがしかわ みちこ）アドバイザー 

◆影山 隆一（かげやま りゅういち）アドバイザー 

◆小松 智可（こまつ ちか）アドバイザー 

◆久保 博行（くぼ ひろゆき）アドバイザー 

◆山村 泰秋（やまむら やすあき）アドバイザー 

◆宮下 由紀（みやした ゆき）アドバイザー 

◆西岡 公子（にしおか ともこ）アドバイザー 

◆植田 敏子（うえた としこ）アドバイザー 

◆藤倉 永子（ふじくら ながこ）アドバイザー 

◆水田 春寿（みずた はるとし）アドバイザー 

◆北原 初枝（きたはら はつえ）アドバイザー 

◆小嶋 理世（おじま りせい）アドバイザー 

◆矢野 満男（やの みつお）アドバイザー 

 



 

 

 

 

「つまずき対処は早急に！」へのひと工夫 

本部教科研究センター  吉田 美紀 

 小中連携が言われ始めたころ、中学校の先生から、「四則計算が苦手な子がいるんですよねー。これだけは小学校で全員

に習熟させておいてほしいですね。」と言われたことがきっかけで、「朝の学習時間」に全学級で計算領域を中心に復習プ

リントに取り組むことになりました。夏休み中に全学年のプリントを作成し、2学期から実施したことでした。 

復習プリントを進めていく中で、一人一人のつまずき傾向は把握できても前学年の学習内容まで振り返って指導する時

間までは取れません。そこで、担任した学年でいかにして全員の子どもが目標達成できる授業を展開するかが課題となり

ました。そのためには、1時間 1時間、少なくとも１単元終了までには指導を徹底しなくてはなりません。算数の時間には、

類題をノートに解いて１時間終了ということになったかと思いますが、できるだけ早い段階で目標が達成できていない子

どもを見つけて、引き上げていく指導ができないものかと考えました。 

 そして、ふと思い出しました。休み時間に宿題プリントの丸付けをしている私の周りで「先生みたいに丸付けがしたい！」

「先生の赤ペン、貸して！」「先生みたいに 100点！って書きたい」などなどと、にぎやかな子どもたちの声があったこと

を。そこで、この子どもたちの希望を生かし、教師の赤ペンで採点する“ちびっこ先生”になってもらうことにしました。

1年の時からたし算・ひき算の 20問・50問テストはきれいな丸付けができていたし、間違いに丸を付けるのは自分のため

にならないことだということは十分分かっている子どもたちです。 

 さっそく 1時間ごとのプリントづくりの開始です。B6用紙に 1枚目は本時の学習の例題（解き方の基本問題）、2枚目は

類題 2 問位（筆算の学習だったのでもちろんマス目もプリントしておきます）、3 枚目は残りの類題、4 枚目は追加の練習

問題にすることにしました。 

 授業の終盤になると 1 枚目のプリント配布。私は（40 数名になることが予想されていたため、2 教室分の図書室を教室

にしていたので広さに余裕があった）各コーナーに解答を貼り、赤ペンと次のプリントを用意した後、つまずいている子

どもの個別指導をすることができました。1枚目ができた子どもは、各コーナーへ行って赤ペンで丸付け。子どもが自分で

100点と書いてもよかったけれど、子どもによっては先生の 100点が欲しいという子もいました。いずれにしても、この赤

ペンが使えることが先生になった気分になり、子どもたちの意欲に繋がっていたようです。2枚目、3枚目と進みます。も

し、間違いがあったら、私にどうして間違ったかを話します。「位がそろってなかった。」とか「たし算、まちごうちょっ

た。」「繰上りを忘れちょった。」など、きちんと自分で間違いに気付いていました。時間内に 3枚目までできれば上等とし

ていましたが、ほとんどの子どもが 4枚仕上げ、できた分をホッチキス留めにして提出しました。子どもたちは、「今日は

400点もとれた！」「300点やったき、次は頑張るぞ」と満足気でした。また、1枚目、2枚目でつまずきのあった子には次

時、気を付けて指導をし、1単元学習後には全員まずまずの理解ができていたと記憶しています。 

 退職してから作った“かがやきプリント”は、この頃の実践がもとになっています。1枚のプリントは、1時間の学習内

容の確かめが短時間でできるように数問にし、解答には計算の過程も書きこみ、どこで間違ったのかがすぐわかるように

しています。子どもたちに丸付けを任せたら、先生方は支援の必要な子どもに向き合う時間が生み出せるのではないでし

ょうか。 

  《かがやきプリント》の例 

  

問題例 

 

計算領域を中心としたかがやきプリントは、各教科研究センターにあります。データで持ち帰ったり、コピーしたりも

できます。ぜひ活用してみてください。 

まな net の玉手箱 



講座のお知らせ 
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あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？ 

 

  講座は、高知県内の教職員及び教育職を志す人を対象に実施しています。平成 29 年度実施予定は、教科研究セ

ンターホームページをご確認ください。 

＜URL＞ http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/course.html 

 

各講座の要項等は「教職員研修管理システム」へ、講座日の１か月前を目途に掲載します。申込は、高知県教育

センターホームページ上の「教職員研修管理システム」から行ってください。 

 

  ７月までの講座予定 

 ◆基礎講座 ＜基礎講座Ⅰ＞「授業づくりのスタンダード」を意識した学習指導案 

          ６月 ３日(土) 教育センター分館 

          ６月 10日(土)  幡多総合庁舎 

＜基礎講座Ⅱ＞模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり ※テレビ会議システムを使用 

          ７月 １日(土) 教育センター本館・大方高等学校 

   ◆専門講座 ＜ＮＩＥ講座＞ 

          ７月 29日(土) 教育センター本館 

   

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

 

 

 

高知県教育のミッションは何か 

高知県教育センター企画監 垣内守男 
 

マネジメントの体系を理解していれば組織マネジメントは可能になるとい

います。マネジメントの体系とは、ミッション、ゴール、プロセス、ジャッジ

という視点で整理することです。その中で最も大切なものはミッションです。

組織マネジメントにしてもセルフマネジメントにしてもこのミッションを考

え抜くことが最も重要であるとドラッカーは言います。 

高知県の教育も組織で行うものです。そのミッションは何か、第２期高知県

教育振興基本計画から読み解いて見ます。それは「基本理念」の中にあります。

「①学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち 

②郷土への愛着と誇りをもち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り拓く人

材」というものですが、このことが簡潔明瞭に見える言葉がミッションです。 

このことから「“郷土を語り”、“夢を膨らませ”、“行動する”人間をつくる」

と読みとれると考えています。これからの国際社会では日本を語れることが国際人としての第一歩です。そのため

にもまずは自信を持って郷土を語れることが必要ではないかと考えます。 

個々の学校でも先生方自身も、この基本理念にそってミッションを考えてみてはどうでしょうか。きっと自らが

行うべきことが明らかになってくるのではないかと思います。 
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・教科研究センター(本部)は耐震工事のため一部機能のみを 1 階プレイルームにて行っております。

開室日は月・火・木・金曜日とし、水曜日、土日祝日は閉室しています。 

・教科研究センター(本部)に併設されている大津教科書センターも６月末まで閉鎖しています。 

 平成 29 年度における教科書展示会の期間中は、新たに採択される教科書を中心に一部のみ閲覧が 

可能になります。 

 なお、教科研究センター(各支部)に併設されている教科書センターは通常どおり利用可能ですが、

利用は教科研究センターが開室している時間帯のみとなります。 
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教科研究センター(本部・東部・中部・西部) 

４月の利用者状況  529名 

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆ 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙 181） TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－36）   TEL/FAX 0887-34-8051     

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川 2410－７） TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通 19） TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。 

開室時間：月火･木金 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間は H26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

速 報 

事務連絡 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

