
◆ 道 徳

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨
（１）改正教育基本法等の趣旨と道徳教育

改正教育基本法においては、今後の教育において重視すべき理念として、従来から規定され
ている個人の価値の尊重、正義、責任などに加え、新たに、「公共の精神に基づき、主体的に
社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」、「生命や自然を大切にし、環境の保全に寄与
する態度」、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、
他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度」が追加された。学校教育法の一部改正
でも、義務教育の目標として、第２１条において上記と同様の趣旨が明記された。学校で行う
道徳教育は、これらの趣旨の実現に向けて取り組まなければならない。

（２）「生きる力」の理念の共有と道徳教育
「生きる力」とは、変化の激しい社会において、人と協調しつつ自律的に社会生活を送るこ

とができるようになるために必要な人間としての実践的な力であり、豊かな人間性を重要な要
素としている。
「美しいものや自然に感動する心などの柔らかな感性」、「正義感や公正さを重んじる心、生

命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観」、「他人を思いやる心や社会貢献の精
神、自立心、自己抑制力、責任感、他者との共生や異なるものへの寛容などの感性及び道徳的
価値を大事にする心」などの心の育成を図ることが心の教育であり、その基盤としての道徳教
育を推進する。

（３）これからの学校の役割と道徳教育
子どもたちが、他者、社会、自然など環境との豊かなかかわりの中で生きるという実感や達

成感を深めてこそ健全な自信の源になる。そのためにも、学校の集団生活の場としての機能を
十分に生かし、道徳教育の一層の充実を図る。

（４）学校段階における重点の明確化と道徳教育
道徳教育は全ての学校段階において一貫して取り組むべきものであり、幼稚園、小・中・高

等学校の学校段階や小学校の低・中・高学年の学年段階ごとにその重点を明確にし、より効果
的な指導が行われるようにする。

２ 改訂の要点
（１）教育課程編成における方針【「第１章 総則」の第１の２（前段）】

・道徳の時間の役割を「道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの」である
とし、「要」という表現を用いて道徳の時間の道徳教育における中核的な役割や性格を明確
にした。

・「生徒の発達の段階を考慮して」と示し、学校や学年の段階に応じ、発達的な課題に即した
適切な指導を進める必要性について示した。

（２）道徳教育の目標【「第１章 総則」の第１の２（中段）】
・改正教育基本法における教育の目標や学校教育法の一部改正で新たに規定された義務教育の
目標を踏まえた。

（３）道徳教育推進上の配慮事項【「第１章 総則」の第１の２（後段）】
・学校の教育活動全体を通じて道徳教育を進めるに当たっては、「道徳的価値に基づいた」と
「職場体験活動」を新たに加え、中学校段階における道徳教育の特質として道徳的価値に裏
打ちされた人間としての生き方について自覚を深めることを一層明確にするとともに、特に
社会において自立的に生きるために必要とされる力を育てる職場体験活動などの豊かな体験
や道徳的実践を充実させ、道徳の時間と関連をもたせることによって生徒の内面に根ざした
道徳性の育成に配慮することを示している。

・中学校段階において取り組むべき重点を明確にし、より効果的な指導が行われるように、「特
に生徒が自他の生命を尊重し、規律ある生活ができ、自分の将来を考え、法やきまりの意義
の理解を深め、主体的に社会の形成に参画し、国際社会に生きる日本人としての自覚を身に
付けるようにすることなどに配慮しなければならない」を新たに加えた。

（４）道徳の時間の目標【「第３章 道徳」の「第１ 目標」（後段）】
・学校の教育活動全体を通じて取り組む道徳教育の要としての道徳の時間の役割と重要性を踏
まえつつ、中学校段階における特質を一層明確にするため、「道徳的価値及びそれに基づい
た人間としての生き方についての自覚を深め」と改善を図り、単に行為の善悪や方法を求め
るだけのものではなく、道徳的価値に裏打ちされた人間としての生き方についての自覚を深
め、よりよく生きるための道徳的実践力を育成するものであることを一層明確にした。
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（５）内容の改善【「第３章 道徳」の「第２ 内容」】
・内容項目の全てが、道徳の時間の内容として計画的、発展的に取り上げるべきものであり、
教育活動全体でも、各教科等の特質に応じて指導するものであることを明示した。

・４つの視点によって内容項目を構成して示すという考え方は従来どおりとしつつ、以下のよ
うな改善を図行うことで、内容を強調したり内容の連続性や発展性を分かりやすくしたりし
た。
① 新たな内容項目の付加 ② 表現の調整 ③内容項目の入れ替え

（６）道徳教育の推進体制【「第３章 道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の１】
・「校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教師」とい
う。）を中心に」と示すことにより、校長の方針を明確にし、学校として取り組む重点や特
色を明確にするとともに、道徳教育の推進を中心となって担う教師を位置付け、学校として
一体的な推進体制をつくる重要性を示した。

（７）言語活動の充実【「第３章 道徳」の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱い」の３】
・道徳の時間は、言葉にかかわる基本的な能力を基本に、体験などから感じたこと、考えたこ
とをまとめ、発表し合ったり、討論や討議などにより、意見の異なる人の考えに接し、協同
的に議論したり、意見をまとめたりする。これらの中で、言葉の能力が生かされ、一層高め
られている。道徳の時間においては、このような言葉の能力を総動員させて学習に取り組ま
せることが、ねらいを達成する上できわめて重要である。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの道徳の指導に当たって
は、現行中学校学習指導要領第３章の規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第３章の規定
によるものとする。

２ 移行措置の解説
平成２１年度からの先行実施に向けて本年度中に、共通理解や見直し、修正、作成等が必要な

事項として、以下の点について配慮する必要がある。
（１）改訂の趣旨の理解と指導体制の整備・充実

①改訂の趣旨を全職員が共通理解する。
②学校が組織体として一体となって道徳教育を進めるために、道徳教育推進教師を中心とし
て全教師がそれぞれの役割意識をもって主体的に参画できるような体制を整える。

③道徳の時間の「生徒一人一人が、一定の道徳的価値の含まれるねらいとのかかわりにおい
て自己を見つめ、道徳的価値を発達の段階に即して内面的に自覚し、それに基づいた人間
としての生き方についての自覚を深め、主体的に道徳的実践力を身に付けていく時間であ
る」という特質の理解をはじめとする「道徳の時間の指導の基本方針」について共通理解
を十分に図り、道徳の時間の指導方法の工夫改善や指導計画の修正または作成を行う。

④家庭、地域社会との連携の拡充し、情報交換や道徳の時間の授業公開の具体的な計画を立
てる。

（２）全体計画、年間指導計画の修正または作成
①内容項目に示された生徒の発達の段階に応じた内容構成を基に、社会的な要請や今日的課
題、学校や地域社会の実態を踏まえ、各学校における課題を明らかにし、道徳教育の重点
目標や各学年の指導の重点を明確にする。

②①を受けて、各学校で現在作成されている全体計画及び指導計画について次の視点を参考
にして見直しを図る。
・生徒の発達の段階に応じた指導内容の重点化（重点項目、時間数、時期等）
・各教科、総合的な学習の時間及び特別活動、特色ある教育活動や体験活動などにおける
道徳教育の指導の方針、内容及び時期の具体化

・展開の大要等を含めた、各時間の指導概要の具体化
・各教科等、体験活動等との関連を図った指導の工夫 等

③各教科等との関連を各教科等の移行措置に沿って順次、見直し、修正を図る。
（３）授業時数（現行学習指導要領と同様）

学 年 第１学年 第２学年 第３学年

授業時数 ３５ ３５ ３５
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３ 具体的な改善事項 （別紙）

改訂の要点 補足点 ・ 強調点

第１章総則

第１ 教育課程編成の一般方針

〔前段〕

２ 学校における道徳教育は、道徳の時間を要とし

て学校の教育活動全体を通じて行うものであり、

道徳の時間はもとより、各教科、総合的な学習の

時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生

徒の発達の段階を考慮して、適切な指導を行わな

ければならない。

〔中段〕

道徳教育は、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、豊かな心

をもち、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創

造を図るとともに、公共の精神を尊び、民主的な

社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際

社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓

く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を目標とする。

〔後段〕

道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及

び生徒相互の人間関係を深めるとともに、生徒が

道徳的価値に基づいた人間としての生き方につい

ての自覚を深め、家庭や地域社会との連携を図り

ながら、職場体験活動やボランティア活動、自然

体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に

根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなけ

ればならない。その際、特に生徒が自他の生命を

尊重し、規律ある生活ができ、自分の将来を考え、

法やきまりの意義の理解を深め、主体的に社会の

形成に参画し、国際社会に生きる日本人としての

自覚を身に付けるようにするなどに配慮しなけれ

ばならない。

・道徳の時間は、各活動における道徳教育の「要」

として、それを補充し、深化し、統合する役割を

果たす。いわば、扇の要のように道徳教育の要所

を押さえて中心で留めるような役割をもつといえ

る。したがって、各教育活動での道徳教育がその

特質に応じて効果的に推進され、相互に関連が図

られるとともに、道徳の時間において、各教育活

動での道徳教育が調和的に生かされ、道徳の時間

としての特質が押さえられた学習が計画的、発展

的に行われることによって、生徒の道徳性は一層

豊かにはぐくまれていく。

・中学校の時期においては、３年間の発達の段階を

考慮するとともに、幼児期及び小学校における発

達の段階を踏まえ、高等学校等の発達の段階への

成長の見通しをもって、中学校の段階にふさわし

い指導の目標を明確にし、指導内容や指導方法を

生かして、計画的に進めることが必要である。

・改正教育基本法における教育の目標や学校教育法

の一部改正で新たに規定された義務教育の目標を

踏まえて加えられた。

・第３章の第３の１の(3)に示す低学年段階の重点
を例示し、中学校段階での指導の特色を示した。

・例えば、生徒は人生にかかわる様々な問題につい

ての関心の高まりとともに、日々の生活の中で自

ら振り返り、自らの生きる意味や自己の存在価値

を問い、これからの自分に夢や希望をもち、人間

としてよりよい生き方を主体的に模索し、実現し

ていこうとする。

・道徳の時間を中心として、人間とは何かというこ

とや人間としての生き方について探求する機会を

充実していくことが望まれる。
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第３章 道 徳

第１ 目 標

〔前段〕

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。

〔後段〕

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、総合的な学習の時間及び特別

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、道徳的価値及びそれに基づいた人間とし

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。

第２ 内 容

道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行

う道徳教育の内容は、次のとおりとする。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること。

(2) 温かい人間愛の精神を深め、他の人々に対し思

いやりの心をもつ。

(6) 多くの人々の善意や支えにより、日々の生活や

現在の自分があることに感謝し、それにこたえる。

(5) それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなも

のの見方や考え方があることを理解して、寛容の

心をもち謙虚に他に学ぶ。

・「第１章総則」の「第１ 教育課程編成の一般方針」

の２の中段と「第３章道徳」の「第１目標」の前

段と「第３章道徳」の「第１目標」の前段を合わ

せて道徳教育の目標を示している。

・中学生の時期は、人生にかかわるいろいろな問題

についての関心が高くなり、人間としての生き方

を主体的に模索し始めるようになるため、生徒自

身の道徳的価値に基づいた人間としての生き方に

ついての自覚を深める指導が大切である。

・人間としての生き方についての自覚は、人間とは

何かということについての探求とともに深められ

るものである。人間についての深い理解を図る指

導が大切である。

・道徳の時間においては、これらのことが、生徒の

実態に応じて、生徒自らが意欲的に追求していく

よう、様々に指導方法を工夫していく必要がある。

・以下に示す内容項目の全てが、道徳の時間の内容

として計画的、発展的に取り上げるべきものであ

り、教育活動全体でも、各教科等の特質に応じて

指導するものであることを示している。このこと

は、それぞれの教育活動で行われる道徳性育成の

指導が、道徳の時間において補充、深化、統合さ

れると同時に、道徳の時間で行った指導が学校の

教育活動全体に波及し、生かされていくという関

係があることも示している。

・これまでの２－（２）「温かい人間愛の精神を深

め、他の人々に対し感謝と思いやりの心をもつ」

の文言から「感謝」を取り出し、新たに２－（６）

として二つの内容項目に分けた。

・これまで「感謝」にかかる内容は、主として他の

人から受けた思いやりに対する人間としての心の

在り方であることから、「思いやり」にかかる内

容と表裏一体のものとして合わせて一つの内容と

してきたが、小学校における内容との接続や系統

性を踏まえるとともに、自己を他の人とのかかわ

りの中でとらえ、望ましい人間関係の育成を図る

指導を一層充実する観点から改善を図った。

・２－（５）「謙虚に他に学ぶ広い心をもつ」を「寛

容の心をもち謙虚に他に学ぶ」とし、小学校との

内容の関連性と中学校における発達の段階を踏ま

え、互いのもつ異なる個性を見付け、違うものを

違うと認める寛容の心をもって、他に対して謙虚

に学ぶことをより一層強調した。

中学校 道徳



中学校 道徳

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1) 生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生

命を尊重する。

(2) 自然を愛護し、美しいものに感動する豊かな心

をもち、人間の力を超えたものに対する畏敬の念

を深める。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1) 法やきまりの意義を理解し、遵守するとともに、

自他の権利を重んじ義務を確実に果たして、社会

の秩序と規律を高めるように努める。

(2) 公徳心及び社会連帯の自覚を高め、よりよい社

会の実現に努める。

(3) 正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、

差別や偏見のない社会の実現に努める。

(4) 自己が属する様々な集団の意義についての理解

を深め、役割と責任を自覚し集団生活の向上に努

める。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 各学校においては、校長の方針の下に、道徳教育の

推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教師」

という。）を中心に、全教師が協力して道徳教育を展

開するため、次に示すところにより、道徳教育の全

体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するもの

とする。

・「道徳教育推進教師」の役割

ア 道徳教育の指導計画の作成に関すること

イ 全教育活動における道徳教育の推進、充実に関す

ること

ウ 道徳の時間の充実と指導体制に関すること

エ 道徳用教材の整備・充実・活用に関すること

オ 道徳教育の情報提供や情報交換に関すること

カ 授業の公開など家庭や地域社会との連携に関する

こと

キ 道徳教育の研修の充実に関すること

ク 道徳教育における評価に関することなど

・これまでの３－（２）「生命の尊さを理解し、か

けがえのない自他の生命を尊重する」を３－（１）

に、これまでの３－（１）「自然を愛護し、美し

いものに感動する豊かな心をもち、人間の力を超

えたものに対する畏敬の念を深める」を３－（２）

に配列を入れ替え、小学校との接続や系統性を踏

まえつつ、３の視点の中で生命を尊重する心の育

成を最初に位置付けた。

・４－（２）「法やきまりの意義を理解し、遵守す

るとともに、自他の権利を重んじ義務を確実に果

たして、社会の秩序と規律を高めるように努める」

を４－（１）に、４－（３）「公徳心及び社会連

帯の自覚を高め、よりよい社会の実現に努める」

を４－（２）に、４－（４）「正義を重んじ、だ

れに対しても公正、公平にし、差別や偏見のない

社会の実現に努める」を４－（３）とし、４－（１）

「自己が所属する様々な集団の意義についての理

解を深め、役割と責任を自覚し集団生活の向上に

努める」を４－（４）として、小学校との接続や

系統性を踏まえつつ、法やきまりを守る態度等の

育成にかかわる内容を最初に位置付けた。

・校長は道徳教育の充実・改善の方向を視野におき

ながら、生徒の道徳性にかかわる実態、学校の道

徳教育推進上の課題、社会的な要請や家庭や地域

の期待などを踏まえ、学校の教育目標とのかかわ

りにおいて、道徳教育の基本的な方針等を明示し、

全教師が協力して学校の道徳教育の諸計画を作成

し、展開し、改善、充実を図っていく上でのより

どころとする。

・担当教師という形で指導要領に位置付くのは、

はじめてのこと

・道徳教育推進教師の学校における立場や分掌等

の位置付けを明確にすること

・道徳教育推進教師が核となった機能的な体制が

できていること

・担当授業時数への配慮の規定はない

・複数名で担当することも可
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(1) 道徳教育の全体計画の作成に当たっては、…略…

第２に示す道徳の内容との関連を踏まえた各教科、

総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内

容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を

示す必要があること。

(2) 道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては、

…略…

ただし、第２に示す内容項目はいずれの学年におい

てもすべて取り上げること。

(3) 各学校においては、生徒の発達の段階や特性等を踏

まえ、指導内容の重点化を図ること。特に、自他の

生命を尊重し、規律ある生活ができ、自分の将来を

考え、法やきまりの意義の理解を深め、主体的に社

会の形成に参画し、国際社会に生きる日本人として

の自覚を身に付けるようにすることなどに配慮し、

生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫する

こと。…略…

３ 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に

配慮するものとする。

(2) 職場体験活動やボランティア活動、自然体験活動な

どの体験活動を生かすなど、生徒の発達の段階や特

性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

〔指導の内容及び時期を示す例として〕

・各教科等における道徳教育にかかわる指導の内容

及び時期を整理したものや、道徳教育にかかわる

体験活動や実践活動の時期等が一覧できるものを

全体計画に加えることなどが考えられる。

・今回の改訂では、以下の３つの視点から指導内容

の重点化を図ることが示されている。

① 生徒の発達の段階や特性等を踏まえた重点化

② 学校、地域等の実態や課題に応じた重点化

③ 社会的な要請や今日的な課題について考慮し

た重点化

・ここでは、③の視点から自他の生命を尊重し、規

律ある生活ができ、自分の将来を考え、法やきま

りの意義の理解を深め、主体的に社会の形成に参

画し、国際社会に生きる日本人としての自覚を身

に付けるようにすることといった観点から、各学

年段階ごとに取り組むべき重点を示した。これら

の内容については、学校としてどのような現状に

あり、どのように取り組んでいるのかを説明でき

るようにしたい。

・道徳の時間の１時間を大切にして、確実に実施す

ることが重要である。

・体験活動そのものの事前、事後の指導は道徳の時

間においてなされるものではない。

・総合的な学習の時間や特別活動との関連を明確に

することが必要である。

・道徳の内容項目について、どの内容も明確に各学

年ごとに計画に位置付け、見通しのある適切な指

導をすべきことを意味している。

・道徳の時間は体験活動を踏まえて、生徒が様々な

道徳的価値に気付き、それに基づいた人間として

の生き方についての自覚を深める要の時間として

重視していくべきであり、道徳の時間で直接的な

体験活動そのものを行うのではないことに留意す

る必要がある。
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(3) 先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなどを題

材とし、生徒が感動を覚えるような魅力的な教材の

開発や活用を通して、生徒の発達の段階や特性等を

考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

(4) 自分の考えを基に、書いたり討論したりするなどの

表現する機会を充実し、自分とは異なる考えに接す

る中で、自分の考えを深め、自らの成長を実感でき

るよう工夫すること。

(5) 児童の発達の段階や特性等を考慮し、第２に示す道

徳の内容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指

導に留意すること。

４ 道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人

間関係や環境を整えるとともに、学校の道徳教育の

指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにする

必要がある。また、道徳の時間の授業を公開したり、

授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者

や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするな

ど、家庭や地域社会との共通理解を深め、相互の連

携を図るよう配慮する必要がある。

・道徳の時間は、体験などから感じたこと、考えた

ことをまとめ、発表し合ったり、討論や討議など

により、意見の異なる人の考えに接し、協同的に

議論したり、意見をまとめたりする。さらに、学

校内外での様々な体験を通して感じ、考えたこと

を、道徳の時間に言葉を用いて生かし合ったりす

る。これらの中で、言葉の能力が生かされ、一層

高められている。

・道徳の時間においては、このような言葉の能力を

総動員させて学習に取り組ませることが、ねらい

を達成する上できわめて重要である。

・情報モラルに関する題材を活用する。

・ネット上の書き込みのすれ違いなど他者への思い

やりや礼儀の問題及び友人関係の問題、情報を生

かすときの法やきまりの遵守に伴う問題等を意図

的に扱う。

・情報機器の使い方やインターネットの操作、危険

回避の方法やその際の行動の具体的な練習を行う

ことにその主眼をおくのではない。

・学校と家庭との連携による指導を成功させるため

には、学校における道徳教育の実態について保護

者や地域の人々の理解を求め、家庭教育や地域社

会における教育と学校教育との関連性・一貫性を

確立する必要がある。学校で指導した内容は、家

庭や地域の生活の中に反映されなければならない

し、逆に家庭や地域での取組が学校の生活に生か

されなければならない。

・道徳の時間に生かす教材は、生徒が道徳的価値の

自覚を深めていくための手がかりとして極めて大

きな意味をもっている。また生徒が人間としての

在り方や生き方などについて多様に感じ、考えを

深め、互いに学び合う共通の素材として重要な役

割をもっている。


