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山口大学教育学部附属光中学校
教諭 藤永啓吾

「 心の成長 」

テーマ

集団や社会とのかかわり

自分自身 人とのかかわり

生命や自然、崇高なもの

道徳科の学びを通して、自分の心はどのような成長
をしているのかな？

魅力的な人

自分の中のどんな心が、ど
のような成長をしているのか
な？

級友との対話の中で、自分
の見方や考え方はどのように
成長しているのかな？

道徳科での学びは、今の自
分、これからの自分にどんな
影響を与えそうかな？

道徳科の学びを通して、自分の心はどのような成長
をしているのかな？

数多くある人間的な魅力の
中で、自分にとってどんな魅
力が大切だと思うかな？

道徳科の学びを通して、自分の心はどのような成長
をしているのかな？

① 自分のことを伝える
私の心に残っている時間は〇〇の教材を通
して、○○の人間的な魅力を考えたことです。

特に、〇〇が今の自分、これからの自分に影
響を与えそうです。

また、今での学びを通して、自分の○○の心
が、○○のような成長をしていると感じています。

② 質問タイム
・ どうしてそう思ったの？
・ 級友との対話で得られたことは？
・ 物事の見方や考え方の成長は？
・ ○○のような成長は具体的には？
・ これからどんな人間になるの？

自分の心の成長を他者と共有してみよう
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励まし
勇気づけ

励まし
勇気づけ

励まし
勇気づけ

励まし
勇気づけ

励まし
勇気づけ

どうして道徳科が、小学校から中学校段階に設け
られているのかな？

多様な考え方を知って、自分
の心を豊かにするためかな

人との関わりの中で大切だ
と思うことを学べる時間だから
かな

小・中学校段階だけで
なく、ずっと必要だと思う

「 心の成長 」

テーマ

自分の中のどんな心が、ど
のような成長をしているのか
な？

級友との対話の中で、自分
の見方や考え方はどのように
成長しているのかな？

道徳科での学びは、今の自
分、これからの自分にどんな
影響を与えそうかな？

数多くある人間的な魅力の
中で、自分にとってどんな魅
力が大切だと思うかな？

今、どんな自分で在りたいかな？
今後、どんな生き方をしていきたいかな？

行動？

魅力的な人

どのような人？

心？

自分が思う魅力的な人とはどんな人かな？
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自分を高める

誠実 責任 自立

強い意思

理想を求める

礼儀正しい

友 情

思いやり

感 謝

命を大切に

生を大切に

自然を大切にきまりを守る

勤労奉仕

学校を大切に

公正公平

家族を大切に

故郷を大切に

集団や社会とのかかわり

自分自身 人とのかかわり

生命や自然、崇高なもの

『徳』を積む生きる『道』

道徳の時間 － 『豊かな心』へと耕す時間

たくさんの魅力を身に付けている人どのくらいの時間（期間）？道徳 － 『人間的な魅力』をふやしていく『生き方』

魅力的な人 魅力的な人

自分を高める

誠実 責任 自立

強い意思

理想を求める

礼儀正しい

友 情

思いやり

感 謝

命を大切に

生を大切に

自然を大切にきまりを守る

勤労奉仕

学校を大切に

公正公平

家族を大切に

故郷を大切に

集団や社会とのかかわり

自分自身 人とのかかわり

生命や自然・崇高なもの

道徳 － 『人間的な魅力』をふやしていく『生き方』

『徳』を積む生きる『道』

道徳の時間 － 『豊かな心』へと耕す時間道徳の時間 － 『人間的な魅力を探す』

魅力的な人

集団や社会とのかかわり

自分自身 人とのかかわり

生命や自然・崇高なもの

《 約 束 事 》

全ての言葉を大切にする

① 多くの課題に対し、生徒と共に考えようとしたか

② 生徒が、その時の自分を見つめて考えようとする工夫をしたか

③ 生徒が、広い視野から多くの物事を考えようとする工夫をしたか

④ 生徒が、考えた内容を自分の事として置き換え、考えようとする工

夫をしたか

⑤ 生徒が人のよりよい生き方とは何かを考えようとする工夫をしたか

⑥ 道徳科は、自身の成長につながっているか

⑦ 道徳科の評価（通知表の記述）は、生徒の成長の実感や励ましに

つながるような工夫をしたか

�評価を記述する教職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多くの課題に対し生徒と共に考えようとしたか

生徒が、その時の自分を見つめて考えようとする工夫をしたか

生徒が、広い視野から多くの物事を考えようとする工夫をしたか

生徒が、考えた内容を自分の事として置き換え、考えようとする工夫をしたか

生徒が、人のよりよい生き方とは何かを考えようとする工夫をしたか

道徳科は、自身の成長につながっているか

道徳科の評価（通知表の記述）は生徒の成長の実感や励ましにつながるような工夫をしたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多くの課題に対し生徒と共に考えようとしたか

生徒が、その時の自分を見つめて考えようとする工夫をしたか

生徒が、広い視野から多くの物事を考えようとする工夫をしたか

生徒が、考えた内容を自分の事として置き換え、考えようとする工夫をしたか

生徒が、人のよりよい生き方とは何かを考えようとする工夫をしたか

道徳科は、自身の成長につながっているか

道徳科の評価（通知表の記述）は生徒の成長の実感や励ましにつながるような工夫をしたか

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

後 期

前 期

① 道徳科の学びは好きか

② 自分を見つめて考えようとしたか

③ 広い視野から多くの物事を考えようとしたか

④ 自分のこととして置き換えて考えようとしたか

⑤ 人のよりよい生き方とは何かを考えようとしたか

⑥ 道徳科は、あなたの成長につながっているか

⑦ 道徳科の評価（通知表の記述）は、あなたの成長の実感や励

ましにつながったか

�評価を受け取る子ども
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

道徳科の学びは好きである

自分を見つめて考えようとしている

広い視野から多くの物事を考えようとしている

自分のこととして置き換えて考えようとしている

人のよりよい生き方とは何かを考えようとしている

道徳科は自分の成長につながっている

道徳科の評価（通知票の記述）は自分の成長の実…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道徳科の学びは好きである

自分を見つめて考えようとしている

広い視野から多くの物事を考えようとしている

自分のこととして置き換えて考えようとしている

人のよりよい生き方とは何かを考えようとしている

道徳科は自分の成長につながっている

道徳科の評価（通知票の記述）は…

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

後 期

前 期

① お子さんは、学んだことを家で話題にしているか

② 道徳科の評価（通知表の記述）を読まれて、お子さんの成長

や、お子さんへの励ましを感じられたか

③ 道徳科の評価（通知表の記述）を読まれて、お子さんと道徳

科のことを話題にされたか

④ お子さんと、人としての生き方や在り方について、話題にされ

ることはあるか

※ 道徳科の学びや評価（通知表の記述）の取組に期待すること

がありましたら、ご記入ください

�子どもが受け取った評価を見る保護者

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学んだことを家で話題にしているか

道徳科の評価を読まれて、お子さんの成長や励ま

しを感じられたか

通知表を読まれて、お子さんと道徳科のことを話題

にするか

お子さんと、人としての生き方や在り方について、

話題にするか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学んだことを家で話題にしているか

道徳科の評価を読まれて、お子さんの成長や励ま

しを感じられたか

通知表を読まれて、お子さんと道徳科のことを話題

にするか

お子さんと、人としての生き方や在り方について、

話題にするか

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

後 期

前 期

�評価を記述する教職員

�評価を受け取る子ども

�子どもが受け取った評価を見る保護者

道徳科の目標に照らし合わせながらの授業改善

子どもの成長を積極的に受け止めて認めようとする姿勢

成長の実感や励ましにつながる記述

道徳科の学びが好きになる工夫

家庭での話題となる記述の工夫

家庭での話題となる道徳科の工夫

〇 授業では自分自身と対峙する場がしっかり確保され、互いの意見が交流す
ることを期待します。評価は保護者の立場からするとより具体的な評価をの
ぞみます。

〇 道徳の時間は大切。人との違いや意見を聞き自分の思いを伝えること等、
一つ間違えば自分勝手になりそうなので家庭でもしっかり話をしたいです。

〇 道徳科の学びは授業の中だけでは完結しません。普段の生活の中でどの
場合に当たるか自分で見つめられる時間になるとよいと思っています。

〇 核家族であったり、地域の人との繋がりが薄れているため道徳の授業で多
様な価値観を学べるとよいと思っています。親としては、道徳の時間に子ど
もがどんなことを学んでいるか知れるのはうれしいです。

�子どもが受け取った評価を見る保護者

３月


