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 平成 29 年度「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」の完了報告書を次のと

おり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３-１ 
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道徳教育に

関する改善

状況の概要 

 

 

 

「考え、議論する道徳」の授業づくり 

 

 当市では、六日町中学校において平成24・25年度新潟県中学校教育

研究会指定の道徳研究、六日町小学校おいて平成25年度文部科学省「

道徳教育総合支援事業」、平成26年度「道徳教育の抜本的改善・充実

に係る支援事業」の道徳研究を行ってきた。また塩沢小学校において

平成27年度から道徳の教科化に向けて先行的な取組を行うなど、「考

え、議論する道徳」を具現化する取組が市内に広がってきている。 

平成30年度（中学校においては平成31年度）からの道徳教科化に向

けて、平成29年度からは、大和中学校区の小中学校においても、道徳

授業の抜本的改善・充実を目指した取組を一斉に進めていきたい。 

 特に「考え、議論する道徳」の授業づくりの研修を各学校で推進す

ると共に、成果を大和地区、さらには六日町地区・塩沢地区を含めた

市内全体で共有することによって、市内各校の授業改善、市教職員の

道徳科授業力の向上を進めていく。 

 

 

本事業の内

容 

 

 

 

 

「地域の特色を生かした道徳教育の取組について」 

 

① 道徳教育に係る外部講師派遣 

 ・大学教授を外部講師に迎え、教員を対象とした講演会、師範授業

、授業改善ワークショップを開催する。 

 ・研究推進校による小中合同授業研修会に講師を派遣する。 

② 家庭・地域との連携による道徳教育の取組 

 ・「考え、議論する道徳」を保護者・地域住民に周知するために、

各小中学校において、道徳の授業公開を行う。 

 ・各小中学校の取り組みを紹介するリーフレットを作成し、全家庭

に配布する。 

③ その他、地域の実態や課題に応じた特色ある道徳教育の取組 

 ・各小中学校において「考え、議論する道徳」の校内研修を行う。

各校の研究授業には、当市学習指導センター指導主事が指導者と

してかかわる。 

 ・研究推進校において南魚沼市合同授業研修会を開催する。 

 ・担任向けの道徳科授業づくりハンドブックを作成する。各校の道

徳授業改善の取組と成果を集約編集し教職員に配布する。 

 ・道徳授業実践交流会を開催する。研究推進校、重点校、協力校に

よる授業改善の実践報告、情報交換を行う。 



- 3 - 

 

本事業実施

経過 

 

 

 

 

(1)第１回研究推進委員会 

①期日 ４月25日（火） 

②会場 浦佐小学校 

③内容 推進計画（組織・事業内容・年間予定等）の確認、情報交換 

 

(2)第１回大和地区道徳部会 

①期日  ６月９日（金） 

②会場  三用小学校 

③内容  各校の道徳授業公開予定・周知方法・記録保存方法の確認、 

情報交換 

 

(3)各校での授業研修 

①期日 ６月13日三用小学校を最初に、11月末まで 

②会場 大和地区各校（小６校・中１校） 

③内容 計１９授業公開、記録（写真・指導案・授業記録等）の集積 

 

(4)第１回道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業推進協議会参加 

①期日 ７月３日（月） 

②会場 県庁 

 

(5)第２回大和地区道徳部会 

①期日 ７月28日（金） 

②会場 三用小学校 

③内容 ワークショップ・講演会の事前打ち合わせ、情報交換 

 

(6)「授業づくりワークショップ」開催  

①期日  ８月８日（火） 

②会場  大和庁舎 

③内容 

(ｱ)講義「授業をアクティブに変える」   

南魚沼市学習指導センター 岡村秀康 指導主事  

(ｲ)グループワークと講話「道徳科の指導案を作成してみよう」  

新潟青陵大学教授 中野啓明 様    

中越道徳教育研究会 酒井仁治 様  捧 信之 様 

            山畑浩志 様  青木将英 様 

             志田美代子 様 

 

(7)「道徳教育講演会」開催  

①期日  ８月25日（金） 

②会場  南魚沼市コミュニティーホール「さわらび」 
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③内容 

(ｱ)オリエンテーション「道徳教科書と指導計画について」 

南魚沼市学習指導センター 岡村秀康 指導主事 

(ｲ)講演「『特別の教科』時代の道徳授業をつくる」 

東京学芸大学教授 永田繁雄 様 

 

(8)第２回研究推進委員会 

①期日 ８月28日（月） 

②会場 浦佐小学校 

③内容 １学期の取組総括、２学期の取組確認、 

ハンドブック・リーフレット作成計画の提案 

 

(9)「鈴木健二先生 師範授業・講演会・訪問指導」開催  

①期日 ９月７日（木）、８日(金) 

②会場 浦佐小学校・大和中学校 

③内容 

(ｱ)師範授業（６年生学級）愛知教育大学教授 鈴木健二 様 

(ｲ)講演会「道徳授業をおもしろくする！」  

(ｳ)道徳授業訪問指導（中学校１年４学級） 

 

(10)「南魚沼市合同授業研修会」開催  

①期日  11月２日（木） 

②会場  三用小学校 

③内容 

(ｱ)公開授業・協議会（１年・５年） 

        指導者 中越道徳教育研究会 酒井仁治 様 

                      小池 司 様 

(ｲ)全体会・情報提供「道徳教科化まったなし！」 

南魚沼市学習指導センター  岡村秀康 指導主事 

 

(11)県立柏崎翔洋中等教育学校道徳授業研究会 参加（三用小校長） 

①期日 11月10日（金） 

②会場 県立柏崎翔洋中等教育学校 

 

(12)新発田市立七葉小学校道徳教育研究会 参加（三用小校長）   

①期日 11月14日（火） 

②会場 新発田市立七葉小学校 

 

(13)「大和中学校区合同授業研修会（中学校区学力向上研修会）」開

催 
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①期日  11月24日（金） 

②会場  大和中学校 

③内容 

(ｱ)公開授業・協議会（２年） 

 

(14)第３回大和地区道徳部会 

①期日 12月７日（木） 

②会場 三用小学校 

③内容 市合同授業研修会の反省、情報交換 

 

(15)第３回研究推進委員会 

①期日 12月25日（月） 

②会場 浦佐小学校 

③内容 ２学期の取組総括、道徳授業実践交流会の事前打ち合わせ 

ハンドブック作成計画確認、リーフレット作成計画確認 

 

(16)第２回道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業推進協議会 

  道徳教育パワーアップ研究協議会 参加 

①期日 １月12日（金） 

②会場 県立教育センター 

 

 

(17)「道徳授業実践交流会」開催        

①期日  １月18日（木） 

②会場  大和庁舎 

③内容 

(ｱ)授業実践発表  （藪神小学校・上関小学校） 

(ｲ)グループ実践紹介（大和地区他） 

(ｳ)講義「年間指導計画の作成状況紹介」 

南魚沼市学習指導センター岡村秀康 指導主事 

 

(18)第４回大和地区道徳部会 

①期日 ２月６日（火） 

②会場 三用小学校 

  

(19)第４回研究推進委員会 

①期日 ２月22日（木） 

②会場 浦佐小学校 

 

(20)「授業づくりハンドブック」電子版・印刷版配布 
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①期日 ３月初旬配布 

②内容 基礎編（道徳科の目標、授業の構成、評価 等） 

    授業づくり編（授業づくりのポイント、本年度実践をもとに

） 

    ワンポイント編（導入・発問・話し合い・役割演技・板書等

） 

    実践資料編（本年度公開授業の指導案 等） 

 

(21)家庭向け「道徳科スタート」リーフレット 

①期日 ２月印刷・配布 

②内容 教科化のねらい、授業の様子等の紹介 

 

本事業実施

体制 

 

 

 

 

 

  

 南魚沼市「道徳教育の抜本的改善・充実事業」に伴う推進組織   

  

研究推進委員会     

   研究推進校 三用小学校 ◎校長（郡市教育振興会小学校道徳部長） 

・研究主任 ・道徳教育推進教師 

   重点校   大和中学校 〇校長・研究主任 ・道徳教育推進教師 

         浦佐小学校 〇校長      ・道徳教育推進教師 

赤石小学校          ・道徳教育推進教師 

         大崎小学校          ・道徳教育推進教師 

         後山小学校          ・道徳教育推進教師 

         藪神小学校          ・道徳教育推進教師 

   協力校   五十沢中学校 ・教頭（郡市教育振興会中学校道徳部長） 

         市内小中学校 

  南魚沼市教育委員会    ◇学習指導センター指導主事 

 

本事業成果

の検証 

 

 

 

 

 

研究の成果 

・研究推進校・重点校である大和地区の７小中学校では、考え、議論

する道徳授業に向けての改善点を理論面、授業づくり面から学ぶこ

とができた。 

・学習指導センター指導主事による学校訪問（授業研修）等での研修

、近隣校同士の情報共有・学び合いが進められた。 

・全面実施を前に、学校ごとに具体的な授業実践の累積、年間指導計

画の準備等ができた。 

 

① 道徳教育に係る外部講師派遣 にかかわって 

 ・授業づくりワークショップ参加者数  ５９名 市内17校参加 

・道徳教育講演会参加者数      ２００名 市内４００名中 

・師範授業・講演会参加者数      ８１名  
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② 家庭・地域との連携による道徳教育の取組 にかかわって 

 ・保護者・地域への道徳の授業公開実施校  市内25校 

・家庭向けリーフレットを作成配布数 約５０００枚 

③ その他、地域の実態や課題に応じた特色ある道徳教育の取組にか

かわって 

 ・各小中学校「考え、議論する道徳」の校内研修 

 ・研究推進校：南魚沼市合同授業研修会参加者数９９名 市内23校

中 

 ・道徳授業実践交流会参加者数        ４７名 

 

 

今後の課題 

・児童の道徳性の変容、学校評価における教職員・保護者の道徳教育

の評価など、事業の成果の検証の在り方について、各学校間の共通

理解を図る必要がある。 

・年間指導計画充実のための授業展開例の集積が今後も必要である。 

・年間指導計画作成後の更なる情報交換、具体的な評価の方法・記載

についての研修等が必要である。 

  

 

 

 

 

 

 

※ 全体のページ数は問いません。 


