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道徳科の指導と評価の一体化を目指して
～一人一人の生き方を励まし、勇気づける授業づくり～

「勇気づけ」

困難を克服する活力を与えること
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アドラーカウンセラー 認定心理士

永藤 かおる
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教員
子どもと接する中で

道徳教育
道徳科の授業の中で

感謝を表明すること
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成長を認めること
ヨイ出しをすること
失敗を許容すること

他者からの勇気づけ 自己勇気づけ

感謝
相互理解、寛容
個性の伸長、友情、信頼
個性の伸長、感謝、友情、信頼
相互理解、寛容 など

有限会社 ヒューマン・ギルド
アドラーカウンセラー 認定心理士

永藤 かおる



勇気づけ
子ども

家族、教員、友だち、近所
の人、その他

子どもと接する中で
道徳教育
道徳科の授業の中で

他者からの勇気づけ

自己勇気づけ

より主体的な学びが行われたら・・・

より行われるようになるのでは？

教員
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総合単元的な道徳学習

総合単元的な道徳学習とは

道徳の時間の目標、役割はそのままにし、その前後
に子どもが主体的にかかわる道徳学習を計画し、そ
れら一連の過程を道徳学習と考え、子どもたちが主
体的に道徳学習をしていけるための支援の在り方を
考えることです。

（押谷由夫『総合単元的道徳学習論の提唱』文溪堂）



総合単元的な道徳学習

総合単元的な道徳学習とは

道徳科の時間の前に、一人一人の子どもが、指導し
ようとする内容についての課題意識や問題意識を主
体的にもつことができるような指導を行っておくと、
道徳の時間の学習において、各自の課題意識や問題
意識がより主体的に追究されることになる。

（押谷由夫『総合単元的道徳学習論の提唱』文溪堂）



総合単元的な道徳学習

総合単元的な道徳学習とは

道徳科の時間の後に道徳科において各自が自己課題とした
事柄について考えたり、深めたりできる場を設けることに
よって、その後の学習が子どもを主体とした道徳学習とし
て発展していくことになる。

（押谷由夫『総合単元的道徳学習論の提唱』文溪堂）



総合単元的な道徳学習

総合単元的な道徳学習とは

補充

深化

統合
道徳科

各教科

総合的な学習の時間
外国語活動

特別活動 行事等

計画的に行う



総合単元的な道徳学習のよさ

総合単元的な道徳学習を行うよさ

1．子どもが主体的に課題に取り組むことができる。

2．教科・領域における道徳教育の一層の推進を図ることができる。

3．道徳的実践力の多面的な育成を図ることができる。

参考（押谷由夫 『道徳教育新時代』国土社）
（岡山県小学校道徳教育研究会『子どもとつくる総合単元的な
道徳学習』東洋館出版社）

児童のくらし、各教科、
道徳がつながる

自ら判断し行動する

自ら願いを高める

自分のよさや課題
に気付く



総合単元的な道徳学習の計画 東小をよりよくしよう（6年生1学期）



東小をよりよくしよう（6年生2学期）総合単元的な道徳学習の計画



東小をよりよくしよう（6年生3学期）総合単元的な道徳学習の計画



東小をよりよくしよう（6年生1学期）総合単元的な道徳学習の計画



総合単元的な道徳学習 東小をよりよくしよう（6年生1学期）

学習 友だち 生活



総合単元的な道徳学習 東小をよりよくしよう（6年生1学期）



総合単元的な道徳学習 東小をよりよくしよう（6年生1学期）

学校の教室紹介 学校の先生紹介 学校の行事紹介 Ｅｔｃ．．．．



総合単元的な道徳学習 東小をよりよくしよう（6年生1学期）

学校のために何か
できないか 東小をよりよくしよう



総合単元的な道徳学習 東小をよりよくしよう（6年生1学期）



自分たちの生活のようすをふりかえる

① 最高学年としてふさわしい学校生活を送れていますか。

道徳科のユニットの立て方 最高学年らしくなるために



道徳科のユニットの立て方

②もっと最高学年らしくなるために、自分たちに必要な事は何かな。

ルール 友情 あいさつ

最高学年らしくなるために



道徳科のユニットの立て方

③学習する順番はどうしたらいいかな？

④もっと最高学年らしくなるための
取り組みに、作戦名をつけよう

ルール

友情

あいさつ

最高学年らしくなるために



「コスモスの花」 友情、信頼

目立たない北山と積極的なぼくは、気が合う友だち。ある朝、コスモスを
北山がきれいに生けると、皆が注目し、賞賛した。ぼくは、今までと立場
が逆になったような気がして、反感をもつ。しかし、北山を悪くいう声が
聞こえると、思わず、「やめろよー。」と声を出した。

道徳科ユニットの組み立て



道徳科ユニットの組み立て

「コスモスの花」 友情、信頼

けんかしちゃだめなの？

「ズレ」を生ませる

けんかが長引いたら？
無口な人は、良い友だち
は1人もいないね？

学習課題を自分事として考えるちがうのかな？



「コスモスの花」 友情、信頼

これまでの自分をしっかりとふりかえる発問

誰かと良い友だち関係になるにあたり、自分に必要なことは何だろう。

道徳科ユニットの組み立て



「礼儀正しいふるまい」 礼儀

①陸は、混み合ったバスの中で、乗車中に立ち止まり、先輩への大きな声
で挨拶をする中学生たちを見た。後から乗ってきた人たちが前に進めず
にいる。礼儀正しい挨拶は、気持ちがいいけれど・・・。

②中学校への見学の日、案内役が幼なじみの航大だった。陸はいつもの幼
なじみの様子が違うことに驚いたが、かっこよかったなと思った。

道徳科ユニットの組み立て



「礼儀正しいふるまい」 礼儀

「ズレ」を生ませる

礼儀正しくするのはなぜ？ 大切って分かっているなら、礼儀正しい
ふるまいは、いつもしていますよね？

えっ、できてないかも・・・。 学習に必要感を持たせる

道徳科ユニットの組み立て



「礼儀正しいふるまい」 礼儀

これまでの自分をしっかりとふりかえる発問

礼儀正しさレベル1～5のうち、今までの自分はいくつくらいか。

道徳科ユニットの組み立て



「ここを走れば」規則の尊重

おじいさんが倒れ、父の運転で病院に向かったが、高速道路で渋滞にはま
る。路側帯を走っていく車を見て、妹と僕は路側帯を走れないかと聞くが、
父は規則を守る。病院に着くと、おじいさんは亡くなった後だった。路側
帯を走っていればと思ったが、父の涙を見て、はっとする。

道徳科ユニットの組み立て



父は良い判断をした

ルールを守って時間を使ってまで、命に間に合わないのは悲しい

自分だったら、走ってた

なんで行かなかったの？

「ここを走れば」規則の尊重

児童の感想からつなげる 他の人の考えを聞きたい 学習課題に惹きつける

道徳科ユニットの組み立て



「ここを走れば」 規則の尊重

これまでの自分をしっかりとふりかえる発問

今日の授業の中で、一番大切だと思った事は何か。

道徳科ユニットの組み立て



道徳科のユニットのふりかえり

プロジェクトを終えて思ったことは？

学びの軌跡を確認しやすい
ワークシート

最高学年らしくなるために



道徳科のユニットのふりかえり

これまでの学びをふりかえり、自己の生き方についての
考えを深める事ができた

最高学年らしくなるために



道徳科のユニットのふりかえり

これまでの学びをふりかえり、自身の考えが深まった事
を記述している

最高学年らしくなるために



道徳科のユニットの位置づけ

自己の生き方についての
考えを深める学習

道徳科

東小をよりよくするプ
ロジェクトを実行しよ
う

総合的な学習の時間

道徳科の授業

道徳性を養う

自己の生き方を考えていく
ための資質・能力を育成

最高学年として

1年生にできる事

学校をよりよくする



道徳科の位置づけ

道徳科

東小をよりよくするプ
ロジェクトを実行しよ
う

総合的な学習の時間

道徳科の授業

道徳性を養う

自己の生き方を考えていく
ための資質・能力を育成

最高学年として

1年生にできる事

学校をよりよくする

1年生にできる事
・よみきかせ
・掃除の手伝い
・学校案内
・先生紹介 など

特別活動

自己の生き方についての
考えを深める

実践的な活動や
体験的な活動
を通して

教材を活用し、道徳的諸価値
の理解を基に、自己を見つめ、
物事を多面的、多角的に考え



普段の授業について 「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

教科書の内容だけでなく、もっと多くの名言、
もっと多くのやった事を知ってほしい

人物について事前に調べる



「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

授業で扱う前に、マザーテレサに興味、
関心を持たせたい。

人物について事前に調べる

普段の授業について



行動 名言

「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

マザーテレサの行動の根底には、
「人間愛」がある事に、気付かせたい

人物について事前に調べる

普段の授業について



「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

たくさんの事をやって
なんか、すごい

マザーの行動の根底は、
愛であふれていたんだ

これらの調べた事も全部、愛で
あふれていた。すごすぎる

人物について事前に調べる

普段の授業について



「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

｢『本当に』すごい｣と記述 普段、あまり書けない子が
自力で書けた

人物について事前に調べる

普段の授業について



「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

マザーの「愛」という
キーワードを
意識したふりかえりが
見られた

人物について事前に調べる

普段の授業について



調べた事がふりかえり
に生かされている

「マザー＝テレサ」感動、畏敬の念

人物について事前に調べる

普段の授業について



道徳的価値についての理解

明治図書『道徳教育』2021年8月号 68頁

①価値理解・・・内容項目を、人間としてよりよく生きる上で大切なことで
あると理解すること

②人間理解・・・道徳的価値は大切であってもなかなか実現することが
できない人間の弱さなども理解すること

③他者理解・・・道徳的価値を実現したり、実現できなかったりする場合
の感じ方、考え方は一つではない、多様であるという
ことを前提として理解すること

普段の授業について



「今度は、ぼくの番」親切、思いやり

Ｂ 親切、思いやり

〔第5学年及び第6学年〕

誰に対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること。

おそらく、大抵の児童はこの価値について理解している。

知っている

「人間理解」
難しさを感じさせたい

小学校学習指導要領解説
特別の教科 道徳編

普段の授業について

学ばせたい事を明確にする



「今度は、ぼくの番」親切、思いやり

担任の木原先生は、病気の治療のために1年間休むと告げた。先生のため
に何かしたいと思った「ぼく」は、夏休みに先生からもらったはがきを思
い出す。一人一人がどんな気持ちでいるかを考えながら書かれたものだっ
たと気付いた「ぼく」は、今度は自分がはがきを送ろうと決心する。

学ばせたい事を明確にする

普段の授業について



「今度は、ぼくの番」親切、思いやり

学ばせたい事を明確にする

普段の授業について



「今度は、ぼくの番」親切、思いやり

学ばせたい事を明確にする

普段の授業について

わかった気になってた 実感を伴う学びになる



板書について

教材の理解を助ける挿絵など

・ロベーヌの夢に向かう思い
・匿名でお金を送って、応援
するジョルジュじいさんの
気持ち

二点がわかるように簡潔に
まとめた

・先生が入院する事になったこと
・これまでたくさんお世話になったこと

二点がわかり、今度は自分がはがきを
書く番だと意識できる内容にした



まとめ

道徳科のユニットのふりかえり

道徳科が好きになった！

道徳科のユニット学習

役割演技

絵があって考えやすくなった

友だちの意見を聞くこと



まとめ

児童の思いを大切にした授業づくり

欠席した児童が、翌朝「昨日の道徳はどんな事を勉強したの？」

総合単元的な道徳学習

教材の理解を助ける挿絵

道徳科のユニット学習

ズレを生ませる工夫

事前学習（家庭学習）との連携

学ばせたい事の明確化

道徳科に興味・関心を持たせることができたのでは？ 主体的な学びに繋がったのでは？

下校の旗振りボランティアがいなかったから、6年生が旗振りをやっていたよ。

手を挙げて発言を繋ぐ児童が増えた



まとめ
子ども

家族、教員、友だち、近所
の人、その他

子どもと接する中で
道徳教育
道徳科の授業の中で

他者からの勇気づけ

自己勇気づけ

主体的な学びになるような工夫
子どもの思いを大切にした授業

教員

どんな困難も克服する



ご清聴、ありがとうございました。
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