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１１ 道  徳 
 

 

教育課程審議会答申 昭和 26 年１月４日（1951 年） 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

道徳教育振興に関する答申〔昭和 26 年１月４日（1951 年）〕より 

終戦後，わが国の教育は民主主義を中心とするものに改められ，この中において，民主的社会におけ

る道徳教育が強調されている。この新しい教育の正しい実施によって，児童・生徒に自主的学習，自制，

協力，寛容その他民主的社会人として望ましい態度，習慣が芽ばえつつあることを見のがしてはならな

い。 

しかしながらわれわれには，これをもって今日の児童・生徒に対する道徳教育がじゆうぶんであると

は考えられない。その教育計画および指導において，反省してみなければならない面もあるとともに，

他方では終戦後の成人の社会からの好ましくない影響もあつて，一部の児童・生徒の間には，著しい道

徳の低下が現われていることも遺憾ながら事実として認めざるを得ない。 

教育関係者は，今日の教育の目的および目標をよく認識して，道徳教育が，児童・生徒によく徹底す

るよう，その具体的方策の樹立に一段と努力を払うことが必要である。 

本審議会の一致した意見としては，次のような方策をとることを最善と考える。 

第１ 一般的方策 

１ 道徳教育は，学校教育全体の責任である。したがって各学校においては，全教師はその指導の責

任を自覚しなければならない。 

全教師は，民主主義の正しい理解のもとに，協力一致して学校生活全体の民主化をはかり，学校生活

を明るく美しくふんい気にして，あらゆる機会をとらえて，児童，生徒の道徳的生活の向上に資す

るよう努力しなければならない。 

２ 道徳教育振興の方法として，道徳教育を主体とする教科あるいは科目を設けることは望ましくな

い。道徳教育の方法は，児童，生徒に一定の教説を上から与えていくやり方よりは，むしろそれを

児童，生徒にみずから考えさせ実践の過程において体得させていくやり方をとるべきである。道徳

教育を主体とする教科あるいは科目は，ややもすれば過去の修身科に類似したものになりがちであ

るのみならず，過去の教育の弊に陥る糸口ともなる恐れがある。社会科その他現在の教育課程に再

検討を加え，これを正しく運営することによって，実践に裏付けられた道徳教育を効果的に行いう

るものと信ずる。 

３ 各学校教育全般において，道徳教育を行うために，民主的社会においる道徳教育の具体案の基本

として，児童，生徒の発達段階に即応した道徳教育計画の体系を確立することが必要である。 

これに関連して，文部省は新たに委員会を設けて，各学校の道徳教育計画に資する手引書を作成

することを望む。 

４ 道徳教育の徹底は，教師の道徳的識見と，その実践にまつものが多い。したがって教師の養成お

よび再教育にあたって，教師の道徳的資質を高めるようじゆうぶんな考慮を払われたい。 
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５ 児童，生徒は，成人の社会の影響をうけることははなはだ多く，成人の社会における道徳の現実

は，児童，生徒の道徳に，重大な関係をもつ，したがつてかかる社会教育の領域における道徳教育

の振興については，至急，積極的な方策をたてられんことを要望する。 

第２ 教育計画ならびに指導上の方策 

１ 社会科をはじめ各教科は，それぞれ道徳教育に深い関係をもっているから，その教育計画および

指導にあたっては，格別の配慮を必要とする。 

(ｲ) 幼稚園および小学校の児童には，一般的にいって深い道徳的理解や判断力を求めることは困難

である。したがって身近な日常生活を基礎としての行動の道徳的形成（しつけ）に重点がおかれ

なければならない。しかし，各教科の学習によって，学年相応の道徳的理解，判断力を身につけ

ることができるから，各教科の道徳的内容および指導には，特に考慮を払われんことを希望する。 

(ﾛ) 中学校生徒になると“高い道徳的理解や判断力を養う素地が，かなり発達してくる。ことに上

学年になれば，自己について深く考えようとする芽ばえが現われてくる。各教科においては，こ

のような生徒の必要に応ずるように，その内容および指導に再検討を加えられんことを希望する。

また，この年令の生徒は，ややもすると行動に混乱をきたしやすい時期であるから，その生活指

導をいっそう徹底させる必要がある。 

(ﾊ) 高等学校生徒になると，人生の基本的問題について考えようとする傾向が生れる。そこで各教

科においては，それらの目ざしている道徳的教育の面をいっそう強化するとともに，道徳の原理

的基本的問題について，系統的に学習する機会が与えられるように考慮されることを希望する，

しかし一方，この年令の生徒は，ややもすると観念的に走りがちであるから，行動がこれに伴う

よう，その生活指導のすべてをいっそう組織的に行うことが必要である。 

２ 小・中・高等学校を通じて，特別教育活動としてとり上げられる諸活動は，道徳的理解と実践に

導くよい契機であり，よい機会であるから，道徳的見地からこれらの活動をよく選択し，その指導

にいっそう改善を加えることが必要である。そしてこれらの活動と各教科の指導とが一体となって，

児童生徒の学校生活全体にわたって，不断に道徳的指導がなされるようにしなければならない。 

 



 

教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 「道徳」の時間は，毎学年，毎週１時間以上とし，従来の意味における教科としては取り扱わない

こと。 

② その指導については，これまでの「教科以外の活動」など，その他必要な事項をじゆうぶんに考慮

し，学年の児童発達段階に応じた方法を講ずるようにすること。 

③ 道徳の目標・内容等については，教育基本法の精神にのつとり，本審議会の意見に基いて，教材等

調査研究会において，慎重に研究するものとすること。なお，その際，別紙(1)の基本的要項を参考

とすること。 

 

＜中学校＞ 

① 道徳の時間は，毎学年，毎週１時間以上とし，従来の意味における教科としては取り扱わないこと。 

② 道徳の目標，内容等については，教育基本法の精神にのっとり，別紙(2)「道徳教育の基本方針」

に基き，教材等調査研究会において，慎重に研究するものとすること。 

 

 

２ 道徳の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

人間尊重の精神を一貫して失わず，この精神を，家庭，学校その他各自がその一員であるそれぞれの

社会の具体的な生活の中に生かし，個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め，進

んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。 

以上の目標を達成するため，道徳の時間においては，次の具体的な目標のもとに指導を行う。 

１ 日常生活の基本的な行動様式を理解し，これを身につけるように導く。 

２ 道徳的心情を高め，正邪善悪を判断する能力を養うように導く。 

３ 個性の伸長を助け，創造的な生活態度を確立するように導く。 

４ 民主的な国家・社会の成員として必要な道徳的態度と実践的意欲を高めるように導く。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

人間尊重の精神を一貫して失わず，この精神を，家庭，学校その他各自がその一員であるそれぞれの

社会の具体的な生活の中に生かし，個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め，進

んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。 

 

 

 
- 354 -



 

 
- 355 -

 

教育課程審議会答申 昭和 38 年 ７月 11 日（1963 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

学校における道徳教育の充実方策について（答申）〔昭和 38 年７月 11 日（1963 年）〕より 

一 基本方針 

道徳教育の基本をなすべきものは，人間尊重の精神である。国家社会における倫理は，これに基づ

いて確立されなければならない。 

教育基本法は，その普遍的原理の大綱を示したものである。しかし，これを教育の場に生かしてい

くためには，わが国の歴史にかんがみ，その伝統のすぐれたものは伸ばし，また足りないところは補

って，真にわが国にふさわしい実践的指針たりうるように，その内容を具体化していかなければなら

ない。 

第一に，右の基本方針の関連し，審議の過程において，主として次の(一)，(二)，(三)，および(四)

の点について論議が行なわれたが，われわれは，これらの意見をじゅうぶん尊重すべきであると考え

る。 

(一) 教育基本法は，道徳教育についてその普遍的原理を示しているが，そこにいう人格の完成とは，

個人の価値をたっとぶとともに国家社会のよき形成者たる自主的精神に充ちた心身ともに健康な

日本国民の育成をめざすものでなければならない。 

(二) したがってその教育に当たっては，日常生活の中から生きた教材を選ぶとともに，広く古今東

西の教訓に学ぶことはもとより，特にわが国の文化，伝統に根ざしたすぐれたものをじゅうぶんに

生かして，内容的に充実していく必要がある。 

(三) その際，今日の世界における日本の地位と果たすべき重要な使命にかんがみ，国民としつちか

ての自覚を高め，公正な愛国心を培（つちか）うように一層努力する必要がある。 

(四) 道徳教育においては，人間としての豊かな情操を培い，人間性を高めることが基本あるから，

今後宗教的あるいは芸術的な面からの情操教育が一層徹底するよう，指導内容や指導方法について

配慮する必要がある。 

そこで今後の課題は，いかにしてこれらの趣旨を具体的な指導内容に取り入れ，適切な指導を行

なっていくかということにあると考える。 

第二に，科学技術の革新に伴って時代の進展はまことにめざましいものがあり，これに対処して将

来の日本をになうに足る国民を育成するよう強い社会的要請が寄せられていが，教育がその期待にこ

たえうるようにわれわれは最善の努力をはらうべきであると思う。 

しかしながら，科学技術の画期的な進歩に伴う機械化や組織化などは，ややもすると人間性を否定



 

 
- 356 -

するような傾向を伴いがちである。その点に留意し，道徳教育においてはあくまで人間尊重の精神を

貫き，科学技術の進歩と日本の繁栄が広く人類の福祉に貢献していくように努力しなければならない。 

第三に，道徳教育の充実については，単に学校のみならず，家庭や一般社会においても，国民のす

べてが一貫した態度をもって協力していかなければならない。しかし，今日においては一般社会にお

ける道徳的な規範力の弱化や家庭における指導力の低下などがみられるので，学校における道徳教育

の重要性に特に留意しなければならない。 

二 道徳教育の現状と問題点 

小学校，中学校における道徳教育の現状をみると，教師の熱意と適切な指導により，また，地域の

協力を得て相当の成果をあげているものもみられるのである。しかし，学校や地域によってかなりの

格差があり，一般的には必ずしもじゅうぶんにその効果をあげているとは言えない。その事由を検討

してみると，次のようなことが指摘できる。 

(一) 教師のうちには，一般社会における倫理的秩序の動揺に関連して価値観の相違がみられ，はま

た道徳教育についての指導理念を明確に把
は

握していない者がみられる。そこで，いわゆる生活指導

のみをもって足れりとするなどの道徳教育の本質を理解していない意見もあり，道徳の指導につい

て熱意に乏しく自信と勇気を欠いている者も認められる。また一部ではあるが，道徳の時間を設け

ていない学校すら残存している。このような状態は，道徳教育の充実に大きな障害となっている。 

道徳教育の効果は，何よりも教師の人格的影響力とその指導のいかんにかかっている。まず，教

師みずからが教師としての使命感に徹して教職に専念し，一般社会からも信頼されるに値するよう

努力する必要があると思う。 

(二) 各学校において，具体的，効果的な指導計画の作成の仕方や適切な教材の選定に種々の困難を

感じている者が多く，道徳の指導が適切を欠くうらみがある。 

(三) 一部には，学校経営が弛
し

緩し，秩序がじゅうぶんに保持されているような状況がみられる。こ

のような状況は，児童生徒に対する行き届いた指導を困難にし，道徳教育の効果をあげる上に大き

な悪影響を及ぼすこととなる。これらの点にじゅうぶん配慮して，学校を人間育成の場として真に

ふさわしい環境に整備する必要がある。 

(四) 家庭教育や社会教育は，学校における道徳教育と密接な関連を有するが，その間に価値観の相

違や動揺がみられる。学校教育においても地域の実情をじゅうぶんに勘案し，一体的，協力的な指

導を行なう必要がある。 

(五) 教育委員会などにおける道徳教育の指導については，そのための指導主事の配置がじゅうぶん

でありまた指導が徹底しない面がある。 

三 充実方策 

学校における道徳教育の充実方策は，すでに述べた基本方針や現状と問題点に関連するものである

から，そこでもある程度ふれたが，さらに一層次のような具体的方策を講ずる必要がある。 

(一) 目標内容の具体化 

道徳の目標や内容について，各学校において指導しやすいようにするため，児童生徒の発達段

階に応じた指導の具体的なねらいや重点を一層明確に示すようにする必要があること。 

(二) 教師用の資料等 

教師が道徳の指導を有効適切に進めることができるように，教師用の指導資料をできるだけ豊

富に提供する必要があること。そのため，この指導資料には，指導の効果を高めるための読み物

資料，視聴覚教材の利用その他各種の指導方法をも解説するなど，適切な指導が行なわれるよう

に配慮すること。 
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(三) 児童生徒用の読み物資料 

道徳的な判断力や心情を養い，実践的な意欲を培うために，児童生徒にとって適切な道徳の読

み物資料の使用が望ましい。 

この読み物資料の内容については，学習指導要領に準拠しているかどうかを適切な方法により

確認する措置を講ずるようにすること。 

また読み物資料の使用に当たっては，道徳教育の性格にかんがみ，他の指導方法と合わせてこ

れを適切に活用するように配慮すること。 

(四) 教員養成の改善 

教員養成に当たっては，道徳教育の基盤となる諸科目を必修させるようにするとともに，現行

の教職に関する専門科目における「道徳教育の研究」を一層改善充実して，教師の指導力の強化

を図るようにすること。 

(五) 現職教育の充実 

教師の道徳観を確立し，道徳教育の指導理念と適切な指導方法を把握させ，その意欲を高める

ため，組織的計画的な現職教育を一層徹底して行なうようにすること。 

(六) 校内体制の確立 

道徳教育の推進は，学校経営全般にかかわる問題であるから，学校における指導体制をぶん確

立し，望ましい雰囲気と環境を整備する必要があること。 

特に，このための校内体制を確立し，道徳教育についての意欲と関心を盛り上げるように努め

る必要があること。 

(七) 家庭や社会との協力 

学校における道徳教育が，家庭および社会と連繋
けい

を保ち，その協力によって教育環境を浄化し，

その効果を一層高めるように配慮する必要があること。 

(八) 教育委員会などにおける指導の強化 

道徳教育についての教育委員会などにおける指導体制を一層強化するために，指導主事の拡充

を行ない，かつ，指導の徹底を図るよう必要な措置を講ずること。 

附  記 

高等学校における道徳教育については，昭和 38 年度から実施された新教育課程において，社会科

のうちに倫理・社会が設けられるとともに，特別教育活動その他における生徒指導を一層充実するよ

う配慮されているが，その徹底を図るとともに必要に応じさらにその充実方策について検討すべきで

ある。 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 道徳的判断・心情・態度の基礎を養う「道徳」の目標をいっそう明確に表現するようにすること。 

(1) 教育課程における「道徳」の位置づけは現行どおりとする。 

(2) 学校教育における道徳教育の役割をいっそう明確にするように「道徳教育の目標」を表現すると

ともに，それとの関連において，いわば，その中核としての「道徳」の時間の性格をいっそう明確

にするように「道徳」の目標を表現する。 

（内容） 

２ 「道徳」の内容を精選し，指導の徹底が図れるようにすること。そのため，現行の 36 項目につい

て必要な整理，統合を行なうこと。また，現行の内容における四つの区分については，その趣旨を目



標において生かすこととし，その区分をやめること。なお，その際，とくに各教科および特別活動に

おける指導ならびに中学校における「道徳」の内容との関連を考慮すること。 

(1) 道徳の内容は，小学校 36 項目，中学校 21 項目で構成されているが，両者の対応関係をいっそう

明確にするとともに，各教科とくに社会科および特別活動との関連のうえにおいて，整理，統合が

考えられるものについて必要な改善を加える。 

(2) 小学校における「道徳」の内容は，「基本的行動様式」，「道徳的心情・判断」，「個性伸長・創造

的生活態度」，「国家社会の成員としての道徳的態度と実践的意欲」の四つに区分されているが，そ

の趣旨を目標に生かすほうが適切であるので，内容における四つの区分をやめ，その趣旨を目標に

おいて表現するようにする。なお，その際，とくに中学校との関連をじゅうぶん考慮する必要があ

る。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

道徳の時間の基本的な性格および役割については，現行のとおりとするが，現行の道徳教育の目標

と道徳の時間の目標は，表現上同じものになっているので，これらを，両者の性格と役割がいっそう

明確になるように改善すること。 

なお，その際，道徳の時間の目標については，中学校段階にふさわしいものになるようにその具体

化を図ること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，生徒の道徳性の発達段階および小学校との関連を考慮して，全体の構成を行な

うこと。なお，その場合，現行のように内容を「日常生活の基本的行動様式」，「道徳的な判断力と

心情」，「社会および国家の成員として必要な道徳性」の三つに区分することはとりやめ，その趣旨

を目標において生かすようにすること。 

(2) 具体的内容については，「道徳的な判断力と心情」にかかわるものを中心として，「日常生活の基

本的行動様式」にかかわるものをより集約し，「社会および国家の成員として必要な道徳性」にか

かわるものをより拡充するが，全体的にはその精選に努めるとともに，それを適切に表現するよう

にすること。 

３ 道徳教育と道徳の時間の指導との関連 

道徳の時間の指導の効果が，学校，家庭および社会のそれぞれの生活場面でじゅうぶん生かされる

ために，学校の教育活動全体に通ずる道徳教育において，道徳的実践の指導をいっそう徹底させるこ

と。 

 

 

２ 道徳の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

道徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活のなかに生かし，個性

豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる日本

人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

道徳の時間においては，以上の目標に基づき，各教科および特別活動における道徳教育と密接な関連
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を保ちながら，計画的，発展的な指導を通して，これを補充し，深化し，統合して，児童の道徳的判断

力を高め，道徳的心情を豊かにし，道徳的態度と実践意欲の向上を図るものとする。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

道徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性豊

かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人

を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

道徳の時間においては，以上の目標に基づき，各教科および特別活動における道徳教育と密接な関連

を保ちながら，計画的，発展的な指導を通して，これを補充し，深化し，統合して，人間性についての

理解を深めるとともに，道徳的判断力を高め，道徳的心情を豊かにし，道徳的態度における自律性の確

立と実践意欲の向上を図るものとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

小学校及び中学校の道徳については，学校教育全体を通じて行う道徳教育の基盤の上にその指導の成

果が一層高まるよう，小学校及び中学校のそれぞれの特質に配慮するとともに，両者の関連を図るよう

考慮して，内容の構成に検討を加える。 

 

 

２ 道徳の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

 道徳教育の目標は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち，道

徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性豊かな

文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成

するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

 道徳の時間においては，以上の目標に基づき，各教科及び特別活動における道徳教育と密接な関連を

保ちながら，計画的，発展的な指導を通してこれを補充，深化，統合し，児童の道徳的判断力を高め，

道徳的心情を豊かにし，道徳的態度と実践意欲の向上を図ることによって，道徳的実践力を育成するも

のとする。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

道徳教育の目標は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち，道

徳教育は，人間尊重の精神を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性豊かな

文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成

するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。 

 道徳の時間においては，以上の目標に基づき，各教科及び特別活動における道徳教育と密接な関連を

保ちながら，計画的，発展的な指導を通してこれを補充，深化，統合し，生徒の道徳的判断力を高め，

道徳的心情を豊かにし，道徳的態度と実践意欲の向上を図ることによって，人間の生き方についての自

覚を深め，道徳的実践力を育成するものとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，人間を尊重する精神や生命に対する畏敬の念を培うことを

基盤として，民主的で文化的な国家・社会の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる，主

体性のある日本人を育成することを一層重視する。 

学校における道徳教育は，現行どおり学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とするが，特に

小学校および中学校における道徳教育の内容については，その一貫性に配慮しつつ，社会的な状況や

現在までの道徳教育の実態を考慮して再構成し，児童生徒の道徳性の発達等に応じて重点化を図るな

ど構造的に整える。 

学校において道徳教育を進めるに際しては，豊かな体験を通して児童生徒の内面に根ざした道徳性

を育てるように配慮し，それが日常生活における道徳的実践に生かされるよう指導の充実を図る。そ

の際，学校は，家庭や地域社会と密接な連携を図って，指導の効果を一層高めるよう配慮する。 

また，高等学校においては，特に，中学校との関連を重視して人間としての在り方生き方に関する

教育を進めることにより，道徳教育の充実を図る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 道徳の内容については，社会的な状況や現在までの道徳教育の実態を考慮し，有機的，総合的な

指導を進める観点から，次のような視点て再構成する。 

[ｱ] 人間としての望ましい自己の形成と自他の人間関係の育成を図る。 

ｉ 主として望ましい自己の形成にかかわる事項 

ⅱ 主として自他の望ましい人間関係の育成にかかわる事項 

[ｲ] 自然を愛し，生命を尊び，美しいものや崇高なものにふれ，人間としての自覚を深める。 

[ｳ] 国際社会に生きる日本人としての自覚に立ち，民主的で文化的な社会及び国家の成員として必

要な道徳性を身に付ける。 

(ｲ) 小学校段階の児童は，自主性や社会性の伸長が著しく，他律的な道徳を主とする段階から自律的

な道徳へと発達する時期にある。このような児童の発達的特質に応じた効果的な指導が行われるよ

うにする観点から，上記 (ｱ)の視点に基づき，道徳の内容について，例えば，次のような事柄に留

意して重点化を図る。 

[ｱ] 低学年では，しつけなどの基本的な生活習慣，兄弟姉妹や友達と仲良くし助け合おうとする態



度，親，教師などを敬愛する心や自分の学級を大切にする心など。 

[ｲ] 中学年では，日常の社会規範を守る態度，友情や信頼を大切にする心，自分の学校や郷土・国

を愛する心など。 

[ｳ] 高学年では，公徳を守り公共に尽くそうとする態度，広く他の人々への思いやりの心，日本の

文化と伝統を大切にする心など。 

（中学校） 

(ｱ) 中学校段階の生徒は，心身両面にわたる発達が著しく，他者との連帯感を求めると同時に主体的

な自我の確立を求め，自己の生き方についての関心が高まる時期にある。このような生徒の発達的

特質を考慮し，自ら考え行動する主体の育成を目指した効果的な指導が行われるようにする。 

(ｲ) 道徳の内容については，小学校と同様の視点により再構成するが，特に上記 (ｱ)の観点に基づき，

例えば，基本的な生活習慣の定着，人間としての生き方の自覚，世界の中の日本人としての自覚な

どの事柄に留意して重点化を図る。 

 

 

２ 道徳の目標 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 １日（1992 年）施行  より 

 道徳教育の目標は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，人間尊重の精

神と生命に対する畏（い）敬の念を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性

豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性

のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うこととする。道徳の時間においては，以

上の目標に基づき，各教科及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら，計画的，発展的

な指導によってこれを補充，深化，統合し，児童の道徳的心情を豊かにし，道徳的判断力を高め，道徳

的実践意欲と態度の向上を図ることを通して，道徳的実践力を育成するものとする。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月 １日（1993 年）施行  より 

道徳教育の目標は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，人間尊重の精

神と生命に対する畏〔い〕敬の念を家庭，学校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，個性

豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性

のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うこととする。道徳の時間においては，以

上の目標に基づき，各教科及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら，計画的，発展的

な指導によってこれを補充，深化，統合し，生徒の道徳的心情を豊かにし，道徳的判断力を高め，道徳

的実践意欲と態度の向上を図ることを通して，人間としての生き方についての自覚を深め，道徳的実践

力を育成するものとする。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された道徳の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申） 

〔平成 10年 7 月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

次代を担う児童生徒が，未来への夢や目標を抱き，自らを律しつつ，自分の利益だけでなく社会や

公共のために何をなし得るかを大切に考え，広く世界の中で信頼される日本人として育っていくこと

は極めて重要なことである。今日，日本のよき伝統が次第に失われ，大人社会が次世代を育てる心を

失う危機に直面していることなどが指摘される中，児童生徒の指導に当たる教職員の意識の向上や指

導方法の改善を促しつつ，特に次のような点について改善を図ることとする。 

(ｱ) 体験活動等を生かした心に響く道徳教育の実施 

道徳の時間においては，道徳教育のかなめとして授業時間数を確保し，各教科等との関連や児童生徒

の日常生活を考慮した重点的な指導を実施する。指導に当たっては，児童生徒と共に考え，悩み，

感動を共有していくという姿勢を基に，道徳的価値の自覚が一層図られるよう体験活動等を生かし

た多様な取組の工夫や魅力的な教材の開発や活用を行うとともに，校長が指導力を発揮し，学校全

体で取り組む必要がある。 

また，児童生徒の心に響く道徳教育は，道徳の時間のみならず，各教科，特別活動，「総合的な学習

の時間」などあらゆる教育の場面で行われる必要がある。共に学ぶ楽しさや自己の成長に気付く喜

びを大切にし，各教科等の学習においても自らの生き方に直接かかわることを実感させるなど，道

徳教育に資する学習が進められるようにする。 

(ｲ) 家庭や地域の人々の協力による道徳教育の充実 

学校の道徳教育に地域の人材等の協力を積極的に求めたり，学校間の多様な交流を図ったりするとと

もに，学校，家庭，地域を通じた，道徳性を培う体験活動を深める学習を一層活発に展開し，各学

校の創意工夫と特色を生かした道徳教育の充実を図る。 

(ｳ) 未来へ向けて自らが課題に取り組み，共に考える道徳教育の推進 

生命を尊重する心や自立心，自己責任，善悪の判断などの基本的なモラル，我が国の文化や伝統を尊

重し継承・発展させる態度，国際協調の精神などを育成し，児童生徒自らが，内面を見つめ，直面

する課題や悩みに主体的に取り組み，共に考え，未来に向けて人生や社会を切り拓く実践的な力を

はぐくむ指導の充実を図る。 

イ 改善の具体的事項 

(ｱ) 小学校及び中学校における道徳の時間については，次のような改善を図る。 

学校の創意工夫を生かし，各教科等との関連や家庭，地域社会との連携を図りながら，例えば，
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小学校では２学年を通して，中学校では３学年を通した重点的な指導や指導項目間の関連を十分に

もたせた指導ができるようにする。 

また，児童生徒の発達段階や特性を十分に踏まえつつ，内面に根ざした道徳的実践力の育成が図

られるよう，例えば，次のような工夫が促進されるようにする。 

ボランティア活動，自然体験活動，生や死の問題を考える活動，学校間の交流活動等を生かす工

夫。観察や調査，実物に触れる活動，様々な立場について考える役割演技，コミュニケーションを

深める活動，感性や情操をはぐくむ活動等を取り入れる工夫。地域の人材から様々な生き方や考え

方を直接学ぶ工夫。学校図書館や公共図書館，博物館等を利用した発展的な学習の工夫。 

(ｲ) 小学校及び中学校において道徳の時間をはじめ学校教育全体で取り組む道徳教育については，特

に次のような点に留意して指導の工夫を図る。 

小学校の低学年では，特に社会生活上のルールを身に付け，「よいことはよい，悪いことは悪い」

と自覚できるよう繰り返ししっかり指導すること。中学年では，自主性をはぐくむ中で，みんなと

協力し助け合いながら学習や生活ができるようにすること。高学年では，自立心をはぐくみ，我が

国の文化や伝統への理解を深め，自らの属する集団や社会に主体的にかかわっていけるようにする

こと。中学校では，自らの人生や将来を考えながら規律ある生活ができ，国民としての自覚と国際

協調の精神を身に付けるようにすること。 

また，思春期にある小学校の高学年や中学校では，児童生徒の悩みや心の揺れ，学級や学校生活

における具体的事柄や葛藤などの課題等を積極的に取り上げ，人間の心や生き方等について話し合

い，自己や他者との関係を深くみつめられるようにすること。 

(ｳ) 高等学校における道徳教育は，人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を

通じて行うが，特に公民科やホームルーム活動を中心に各教科・科目等の特質に応じて，生徒が主

体的に探究し豊かな自己形成ができるよう指導の一層の工夫を図る。その際，自由や権利だけでな

く自らの義務と責任を果たそうとする態度，社会や自然と積極的にかかわろうとするボランティア

精神，男女の理解協力や性モラル，自らの人生を切り拓くことへの意欲，よりよき国家・社会の形

成者としての倫理観，国際社会に主体的に貢献しようとする意欲等の育成を重視する。 

(ｴ) 指導計画の具体化や授業等の実施，魅力的な地域教材の開発や活用等に，保護者や地域の人々に

積極的な参加・協力を求めるようにする。また，小学校及び中学校においては，道徳の時間の指導

を学級担任にのみゆだねるのでなく，校長や教頭をはじめ他の教師等も積極的に参加し，必要によ

りティーム・ティーチングによる指導等に積極的に取り組むようにする。 

(ｵ) 副読本，視聴覚資料等の教材については，多様な学習活動が展開できるよう，例えば，体験活動

等を盛り込んだ資料，児童生徒の心に響く読み物資料，テレビやビデオ，インターネット等の情報

通信ネットワークを利用した資料等の開発や活用を促進し道徳の時間はもとより日常生活での学

習や保護者や地域の人々と協力した学習等にも活用できるようにする。 

 

 



２ 道徳の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

道徳教育の目標は，第１章総則の第１の２に示すところにより，学校の教育活動全体を通じて，道徳

的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。 

道徳の時間においては，以上の道徳教育の目標に基づき，各教科，特別活動及び総合的な学習の時間に

おける道徳教育と密接な関連を図りながら，計画的，発展的な指導によってこれを補充，深化，統合し，

道徳的価値の自覚を深め，道徳的実践力を育成するものとする。 

 

 
- 365 -

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

道徳教育の目標は，第１章総則の第１の２に示すところにより，学校の教育活動全体を通じて，道徳

的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては，以上の道

徳教育の目標に基づき，各教科，特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図

りながら，計画的，発展的な指導によってこれを補充，深化，統合し，道徳的価値及び人間としての生

き方についての自覚を深め，道徳的実践力を育成するものとする。 




