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研究課題番号・校種名 ２ 中学校 

教科名 道徳 

 

研究課題 

 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指導

要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研

究 

○学習指導要領において，各教科等においても特質に応じた適切な道徳教育を行うこと，

道徳教育の全体計画に各教科等で行う道徳教育について指導の内容及び時期を示すこ

とになったことを踏まえ，自校の道徳教育の重点目標に基づく各教科等の特質を生か

した道徳教育，それらの要となる道徳の時間の指導方法等の研究 
(ｱ)学校の道徳教育の重点目標に基づく全体計画の作成と実施に関わる工夫 
(ｲ)各教科等の特質を生かした道徳教育の工夫 
(ｳ)各教科等の道徳教育の要となる道徳の時間の指導の工夫 
(ｴ)「私たちの道徳」の効果的な活用の工夫 
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研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.takahagi-school.jp/page/page000011.html 

研究のキーワード  ・道徳の時間 ・各教科等との関連 ・豊かな体験活動 ・地域社会  

研究結果のポイント 

○道徳の時間において，展開や話合い方法などの工夫改善を積極的に行った。 

○各教科等において，道徳教育全体計画別葉に沿って育てたい内容項目を明確にした授業を行った。 

○自校又は家庭や地域社会と連携した体験活動，ボランティア活動などの充実を図った。 

○道徳の時間及び教育活動全体において，教師も生徒も意識が高まるような環境整備を行った。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

ふるさとを愛し，自他を大切にし共によりよく生きようとする生徒の育成 
－道徳の時間の指導と各教科等の特質を生かした道徳教育の工夫改善を通して－ 

（２）研究主題設定の理由 

実態調査の結果，全学年において「自分にはよいところがあると思う」「地域の行事やボランテ

ィア活動に参加している」「自分は礼儀正しい」「自分には思いやりがある」「高萩が好き」などの

項目について数値が低かった。 

高萩市では市内の中学校区を単位とした幼保小中連携教育を行い，地域で子供を育てていこう

とする機運が高まってきている。しかし，そうした連携の中でも直接的に地域の人々と触れ合う

機会や公共の福祉のために力を合わせて活動する機会はまだ少なく，家庭でも家事の分担を持た

ない生徒も多く見られる。 

そこで，道徳教育の重点目標を「ふるさとを愛し，自他を大切にし共によりよく生きようとす

る生徒を育てる」と設定した。更に，「自主自律・責任」「思いやり・人間愛」「社会参画・公

共の精神，郷土愛」を重点内容項目とし，道徳の時間を要として，各教科等の特質を生かした道

徳教育を，学校教育活動全体を通して行っていくことが必要と考えた。 

 

 

 

 

 

 



 

（３）研究体制 

 

  
 

 
 
 
 
 
（４）２年間の主な取組 

平 

成 

27 

年 

度 

４月  研究推進への共通理解，研究組織確立，事業計画立案 
５月  小中授業作り研修 講師 渋谷恭子先生（19日），授業研修，第１回生徒実態調査 
６月  授業研修，第１回ＱＵアンケート 
７月  市計画訪問，道徳資料室の整備  
８月  秋山中学校区幼保小中合同理論研修会 講師 茨城大学 小川哲哉教授（６日） 

理論研修会 講師 澤田浩一教科調査官（17日） 
「私たちの道徳」の活用方法見直し別葉の見直し 

９月  第１回教育課程研究指定校訪問指導案検討，道徳コーナーの設置 
10 月 第１回教育課程研究指定校訪問 道徳公開授業３学級（13日） 
11月 第２回教育課程研究指定校訪問指導案検討，第２回生徒実態調査，第２回ＱＵアンケート 
12月 第２回教育課程研究指定校訪問  

道徳公開授業３学級，各教科等（英語）における道徳教育１学級（11日） 
教育課程研究指定校訪問 研究授業の反省と考察 

１月 校内授業研究 
２月 国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会発表（４日） 
３月 平成 28年度学校行事等と内容項目との関連表作成，今年度の反省と来年度の指向 

平 
 
成 
 
28 
 
年 
 
度 

４月 研究組織確立，各専門部事業計画立案，全体計画作成，学級の道徳教育指導計画作成 
５月 第１回教育課程研究指定校訪問指導案検討，プレ授業，第１回生徒実態調査， 

道徳の時間の年間指導計画作成 

６月 第１回教育課程研究指定校訪問 道徳公開授業３学級（３日），第１回ＱＵアンケート 
７月 小学校道徳の時間授業参観研修，第１回教育課程研究指定校訪問の反省と考察 
８月 成果物作成，紀要作成，別葉の改善，各教科等の年計と道徳時間の関連の改善， 
   第２回教育課程研究指定校訪問指導案検討 
９月 第２回教育課程研究指定校訪問 道徳公開授業３学級（27日） 
10 月 完結発表プレ授業，紀要原稿完成，完結発表用プレゼンテーション作成 
11月 完結発表会 道徳公開授業３学級，各教科等（美術）における道徳教育１学級（22日）， 

第２回生徒実態調査 
12 月 完結発表会反省と考察 
１月 国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会用原稿作成 
２月 小中学校道徳教育研究協議会中学校部会（つくば市ノバホール）での実践発表（３日） 

国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会発表（８日） 
３月 今年度の取組の反省と来年度の指向 
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２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
  ① 道徳の時間の指導方法の工夫 

  ② 「私たちの道徳」の効果的な活用方法の工夫 

  ③ 道徳教育全体計画及び別葉，年間指導計画の修正 

  ④ 各教科等の特質を生かした道徳教育の工夫 

  ⑤ 家庭や地域社会との連携と豊かな体験活動の充実 

  ⑥ 環境整備の工夫 

（２）具体的な研究活動 
① 道徳の時間の指導方法の工夫 

   ア 複数時間扱いの学習指導の導入 

     生命尊重を価値項目としてねらった１年生の授業において，２時間取扱いで行った。第１

時では「私たちの道徳」のコラムを活用した授業を行って生徒の考えを引き出し，第２時で

地域の人材を活用しゲストティーチャーに話をしてもらうことで，生徒の考えを深めること

をねらいとして実践した。 

   イ 問題解決的な学習の導入 

     多面的・多角的に考え主体的な学習が展開できるように，問題となる場面を明確にし，主

に情報モラルや自然愛護といった現代的な課題を取り上げて実践した。 

   ウ 道徳の時間と特別活動の効果的な関連や体験活動を生かす指導の工夫 

道徳の時間の導入で，部活動の大会や文化祭の合唱コンクール，観劇などの体験活動を生

かした展開を工夫した。また，事後指導として，資料の主人公をゲストティーチャーとして

学校に招き，話を聞く場を設定し特別活動との関連を図ることで，教育活動全体で生徒の道

徳性を効果的に養うことができるようにした。 

   エ 表現し多様な考え方を生かす話合いの工夫 

討論を活発にする工夫として，ＫＪ法やワールドカフェの導入，ホワイトボードやネーム

プレート，意思表示カードなどの活用を行った。 

   オ 資料選択の工夫 

     部活動や文化祭の合唱コンクールなどの学校行事，また情報モラルや自然愛護などの現代

的課題を題材とした資料を取り上げることによって，生徒が自分の問題として捉え，ねらい

とする価値に対して多様な見方や考え方ができるようにした。   

   カ 説話の工夫 

     終末の説話では，生徒一人一人が本時の学習によって成長できたことや，これからの生活

においての希望などを考えることができるように，ゲストティーチャーや新聞，「私たちの道

徳」の活用や教師の体験談の工夫などを行った。 

キ 道徳ノートの工夫  

  授業への意欲を高めるための予習や道徳的実践力を育てるための復習をするために道徳

ノートを作成した。また，ワークシートを添付したり，話合い活動中のメモや感想を書いた

りすることで，１年間継続して積み重ね，思考の変容を見取ることをねらった。 

   ク 映像や画像の効果的な活用の工夫  

     ねらいとする内容項目や資料への興味を高め，スムーズに内容を理解することができるよ

う，映像や画像，ＢＧМを活用しながら資料を効果的に提示した。また，ビデオレターを活

用した授業展開を工夫することで，価値の自覚を深められるようにした。 

   ケ 体験活動の工夫 

役割演技・動作化などの表現活動を取り入れ，生徒の多様な見方や感じ方，考え方を引き

出せるようにした。また，導入でエンカウンターを取り入れることで，意欲的に学び，体験

を通してねらいとする価値に迫ることができるようにした。 

② 「私たちの道徳」の活用 

年間指導計画に「私たちの道徳」活用の仕方を明記し，主な資料として扱ったり，自分を振

り返る時間や終末などで用いたりした。 

  ③ 道徳教育全体計画及び別葉，年間指導計画の修正 



 

各教科等で行う道徳教育についての指導の内容及び時期を示した別葉を見直し，実践を意識

したり，実践したことを共通理解したりするために，当月の実践表を職員室に掲示して，随時

書き込みを行った。また，学校行事等と内容項目との関連表を作成し，特別活動と道徳の時間

の関連が図れるようにした。 

  ④ 各教科等の特質を生かした道徳教育の工夫 

   ア 各教科との関連 

各教科とも，別葉や年間指導計画に道徳との関連を明記し，教科の特質に応じた指導に努

めた。また，指導案上でも道徳との関連を明記し，単元全体や１時間の中のどこでどのよう

な道徳教育を行うかが分かるようにした。今年度は本校の重点内容項目に絞って指導に当た

った。 

   イ 特別活動との関連 

     文化祭において，生徒会が主体となり，いじめ撲滅のためのミニドラマを制作し全校で視

聴したり，いじめ撲滅のためのメッセージ展を開催したりした。また，ゲストティーチャー

を招き，全校道徳「いのちの講演会」を行った。 

  ⑤ 家庭や地域社会との連携と豊かな体験活動の充実 

   ア 生徒による異校種間との交流活動 

     同中学校区にある幼稚園，保育園，小学校と連携し，幼稚園や学校の運動会の手伝いや幼

小中合同のあいさつ運動をはじめ，小学生との交通安全教室，園児との凧揚げ大会，小学生

との陸上競技や吹奏楽などの交流を行った。 

   イ 教師による異校種間，ＰＴＡとの道徳研修 

     同区小学校の先生を講師に招いての実践発表及び授業力向上をねらった協議会を行った。

また，夏季休業中に幼保小中でＰＴＡ合同の研修会を開催し，茨城大学教授小川哲哉先生を

講師に招いて理論研修を行った。さらに，同区小学校の道徳の時間の授業参観研修を行った。 

   ウ 家庭と連携した活動 

     ２ヵ月に１度，各部活動とＰＴＡによる古紙回収活動を行った。部活動ごとに各回を分担

し，休日の朝に実施をした。生徒は，校舎内や保護者が持参した古紙をトラックに積み込む

作業を行った。また，トラックで地域の家庭や病院などの施設を回って古紙を回収し，最後

に古紙回収業者施設でトラックから古紙を下ろす作業を行った。 
エ 地域の人材の活用 

  生命尊重の授業では，地域にある寺の住職を招き，ゲストティーチャーとして活用した。 

オ 家庭や地域社会における広報活動 

毎月，道徳便り「ふれあい通信」を発行し，道徳の時間や豊かな体験活動の様子，道徳の

時間の予定，コラムなどを掲載して家庭に伝えた。 

 カ 生徒の豊かな心を育てる実践的活動 

     各学年又は全校や部活動で，生徒の豊かな心を育てる実践的活動として，福祉体験学習，

認知症サポーター養成講座，介護老人保健施設訪問，職場体験学習，赤ちゃんふれあい体験，

海岸清掃，通学路清掃などを行った。 

  ⑥ 環境整備の工夫 

   ア 教室環境の工夫 

     各教室の環境として，道徳便りの掲示，当月の「道徳の時間」の予定表の掲示，道徳コー

ナーの設置を行った。道徳コーナーでは，本校の重点教育目標，学年の重点教育目標，年間

指導計画，別葉などを工夫して掲示し，重点内容項目の授業の記録や友達の考えを掲示する

コーナー，当月の教科等との関連図，心温まる小話を週毎に掲示するコーナーなどを設け，

常に新しい情報を提供できるように工夫した。 

   イ 校舎内環境の工夫 

     ２階の渡り廊下に道徳掲示物コーナー「ふれあいロード」を設置した。道徳便りや豊かな

体験活動の写真などを掲示し，生活の中で道徳を意識できるようにした。 

   ウ 道徳資料室の設置 

     道徳の時間で使用した自作教材などを共有する目的で道徳資料室を設置した。各学年，月

毎に棚を用意し，資料や教材を保管し活用できるようにした。  



 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１）研究の結果 

（２）今後の取組 

これからの社会や地域を担い発展させることのできる人の育成のため，また，平成 31 年度か

らの教科化に向け，今後も多様な指導方法を取り入れた授業展開の研究を進め「考え，議論する

道徳」への転換を図っていく。また，今年度７月に報告された評価について，方向性を正しく理

解するための研究を進め，生徒の道徳性が更に深まるような効果的な評価の在り方を考えていき

たい。 

○教師による異校種間の授業力向上に向けた研修や理論研修などを行った結果，「道徳の時間の工夫

改善に努力した」と回答した教師の平均値が，学校評価アンケート全体の平均値である，４段階評

価中，2.5に対して，４段階評価中 3.0と高い結果となった。 

○生徒の実態調査では，「道徳の時間では他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」の項目で，１回目よりも２回目の方が４段階評価の「とてもそう思う」「そう思う」の人

数が増えた。 

○研究開始時の実態調査において意識が低かった「自分は礼儀正しい」の項目では，今年度は６％の

上昇，「自分には思いやりがある」の項目でも 11％の上昇が見られるなど，課題が見られた項目全

てについて改善が見られた。 


