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豊かな体験活動等を生かした総合単元的な道徳学習
－第２学年　総合主題「友だちとなかよく」の実践－

堀　田　竜　次

Moral Education Proglam Enrichment of Hands on Activities
:Practice of Integrated Subject the 2nd Glades Pupils「Getting on 

Well with Friends」

HORITA  Ryuji

【要旨】

　鹿児島市立西田小学校では生活科や総合的な学習の時間の中で，様々な豊かな体験活動を行っ

ている。本学級では，その豊かな体験活動等と道徳の時間を計画的・発展的に関連付けて総合単

元的な道徳学習を計画し，子ども一人一人に「豊かな心」の基盤となる道徳性の育成を図ってい

る。成果としては，道徳の時間に培われた道徳的実践力と豊かな体験活動等での道徳的実践が響

き合い，子どもたちに道徳的実践意欲や態度などの高まりが感じられた。また，道徳の時間では，

子どもたちの発表や「こころのノート」の記述などが充実し，より道徳的価値の自覚が深まった。

【キーワード】

　豊かな体験活動等，総合単元的な道徳学習，総合主題，生活科，道徳の時間，道徳的価値の自

覚，道徳的実践力

Ⅰ　はじめに

今日，少子高齢化，核家族化，高度情報化な

ど，子どもたちの生活を取り巻く環境は日々急

速に変化している。こうした社会情勢や文部科

学省の調査，最近の新聞などから，次のような

状況が子どもたちに多く見られるということが

分かってきた。

○　自分がやりたいと思ったことは何でもやら

せてもらえる。　

○　個人や小集団のほうが活動を楽しめる。

○　自分だけでもインターネットや雑誌などで

情報を得ることができる。　

○　公園で友だちと遊んだり，野原に虫を捕り

に行ったりするよりも，ゲームをしたり，マ

ンガを読んだりしているほうが楽しい。

これらの状況から，自己中心的なものの見

方，考え方をしている子どもたちが増えつつあ

るということ，人との接点を持たなくても，自

分のやりたいことは全てできるようになると

思っている子どもが多くなってきているという

ことがうかがえる。また，遊びや自然体験の中
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における道徳学習との関連をもたせて総合単元

として統一し，子どもが主体的に学習していく

ための支援の在り方を考えることである。　

この総合単元的な道徳学習の意義として，小

学校学習指導要領解説（道徳編）から，次のよ

うなことが挙げられる。

○　子ども主体の道徳学習を展開すること

ができる。

○　道徳の時間と，各教科・領域等などの

学習や豊かな体験活動等が有機的な関連

をもち，計画的・発展的に道徳教育を展

開することができる。

○ 　道徳的実践力と道徳的実践が相互に
響き合い，子ども一人一人の道徳性が高

まっていく。

また，総合単元的な道徳学習を計画するに当

たって，次のようなことに留意することが大切

であると考えられる。

○　学校教育の柱は，学級経営である。当

然，道徳教育の柱も，学級経営である。

したがって，総合単元的な道徳学習の総

合主題は，年度当初に立てた学級経営案

をもとに，設定することが大切である。

○　道徳の時間で，内面が揺り動かされれ

ば，以後の学習活動や，日常の活動の中

で，自発的に価値追究がなされていくは

ずである。その心の動きを支援する形で

道徳学習を発展させていくことが大切で

ある。そのために，計画は，柔軟に対応

できるようにしておく必要がある。

○　各教科・領域等には，それぞれ固有の

目標や内容がある。しかし，それらはす

べて，子どもたちの豊かな人格形成を果

たすためのものである。それぞれの教育

活動の特質に応じて道徳性の育成に努め

で，友だちと仲よく活動したり，助け合ったり

した経験が少なくなってきているということが

分かる。

道徳性は，人間社会における様々なかかわり

を通して発達する。しかし，前段で述べたよう

に，最近の子どもたちは，人とのかかわりや自

然体験などが著しく不足している。それが，子

ども一人一人の道徳性の発達に大きな影を落と

している。　

そこで学校において，計画的・発展的に，生

活科や総合的な学習の時間，学校行事などで

豊かな体験活動等を行うことが重要になってく

る。また，豊かな体験活動等と道徳の時間を関

連付けて，子ども一人一人の道徳性を育むこと

が大切になってくる。

このような理由から，平成１６年４月にテー

マ「豊かな体験活動等を生かした総合単元的な

道徳学習」を設定し，鹿児島市立西田小学校第

２学年１組において実践を行った。

Ⅱ　豊かな体験活動等と総合単元的な道

徳学習

子どもたちは，具体的な体験や事物とのかか

わりをよりどころとし，感動したり，驚いたり

しながら，様々なことを考え，それを深める中

で，実際の生活や社会，自然の在り方を学んで

いく。そして，そこで得た知識や考え方をもと

に，実生活の様々な課題に取り組むことを通じ

て，自己を高め，よりよい生活を創り出してい

くことができるものと考えられ，そのことは [
生きる力 ]の基盤となるものである。総合単元
的な道徳学習は，この豊かな体験活動等の意義

を踏まえた上で，計画的・発展的に展開するこ

とが大切である。

ところで，総合単元的な道徳学習とは，子ど

もの道徳学習をより大きなプロセスで考え，道

徳の時間の指導を中核に，その前後で各教科・

領域等，教育課程外の教育活動等や家庭・地域
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る必要がある。

これらの豊かな体験活動等や総合単元的な道

徳学習の意義，留意することから，総合単元的

な道徳学習に豊かな体験活動等を生かすと，中

核となる道徳の時間において，子ども一人一

人に，より一層道徳的価値の自覚を深めさせる

ことができるのではないかと考えられる。さら

に，豊かな体験活動等の中で，道徳の時間に育

まれた道徳的実践力を基盤に，より確かな道徳

的実践ができるのではないかと考えられる。

以下に示す実践例は，こうした考えを踏まえ

ながら，子どもの実態及び保護者，教師の思い

や願いをもとに計画した総合単元的な道徳学習

「総合主題『友だちとなかよく』」の取り組みで

ある。

Ⅲ　第２学年　総合主題「友だちとなか

よく」の実践から

１　総合主題「友だちとなかよく」を設定した

理由

（１）子どもの実態から　　

この期の子どもたちは，自己中心性は残すも

のの，友だちをはじめ，周囲の人とのかかわ

りに心を配るようになってくる。本学級の子ど

もたちも，学校生活の中で友だちへの心配りを

忘れずに様々な活動を進めている。しかし，時

折，自己中心的な言動がもとでけんかになっ

たり，当番活動が思うように進まなかったりす

る場面がある。また，困っている友だちがいて

も，自分には関係ないという思いから，助けて

あげようとする行動を起こせない子どもたちが

いる。このような理由から，計画的・発展的に，

友情・信頼，助け合いについて学習させていく

ことが大切であると考えた。

　（２）保護者の思いや願いから

保護者の方々に，子どもたちの道徳性に関す

るアンケート調査を行った。このアンケート

調査では，保護者の方々に，日頃の子どもた

ちの状況を道徳的価値に照らし合わせて，３段

階（◎…よいと思われるの，○…まあまあと思

われるもの，△…欠けていると思われるもの）

で回答していただいた。また，小学校学習指導

要領解説道徳編に示されている，低学年におい

て道徳教育の目標を達成するために指導すべき

１５の内容項目（以下「１５の内容項目」とい

う。）から，特に指導してほしい内容項目を選

んでいただいた。

お子さんは友だちと仲よく助け合うことがで

きますかという質問に対して，５２％の保護者

の方々が，「よいと思われる」という回答だっ

た。また，４８％の保護者の方々が，「まあま

あと思われる」という回答だった。「欠けてい

ると思っている」という保護者は，１人もいな

かった。しかし，特に指導してほしいという内

容項目は何ですかという質問では，友だちと仲

よく助け合うが，低学年の１５の内容項目中２

番目に高い数字（５２％）であった。

このアンケート調査結果から，保護者の方々

は，子どもたちに，もっと友だちと仲よく助け

合いながら生活してほしいと願っているという

ことが分かった。

以上のような子どもの実態，保護者の思いや

願いから，総合主題「友だちとなかよく」を設

定した。

２　総合主題「友だちとなかよく」の学習期間

について　
子どもの実態や，保護者の思いや願いから，

年間を通して，総合主題「友だちとなかよく」

の学習を展開していく必要があると考えた。し
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かし，長い期間になると子どもや教師の道徳的

価値に関する意識が持続していくかという課題

が見えてきた。そこで，教室後方に道徳学習コ

ーナーを設置し，常に子どもや教師が，総合主

題について考えることができるようにした。

３　指導を進める際に留意したこと

本総合主題は，第２学年おける指導すべき内

容項目と豊かな体験活動等の関連表をもとに，

体育科「おりかえしリレーあそび」，生活科「生

きものと友だち」「市立図書館に行こう」，国語

科「サンゴの海の生きものたち」，学校行事「秋

の一日遠足」，日常の活動などの豊かな体験活

動等や内容項目４－（３）愛校心に関する道徳

の時間「へいきだよ」と，内容項目２－（３）

友情・信頼，助け合いに関する道徳の時間「ひ

ろったビスケット」を関連させながら，友だち

と仲よくし，助け合うことの大切さを考えさせ

ていった。

まず，体育科「おりかえしリレーあそび」や

生活科「生きものと友だち」において，友だち

と助け合って楽しく活動できたことや友だちが

いてよかったなと思ったこと，仲よく活動する

ことができなかったことなどを想起させ，「友

だちと仲よくし，助け合うためにはどんな気持

ちが大切か」ということを考えていく道徳学習

への方向付けを行った。

また，国語科「サンゴの海の生きものたち」

では，海の生きものたちも人間と同様に，互い

○ 道徳学習コーナー 

 の設置 
  子どもや教師の道 
 徳的価値に関する意 
 識が連続・発展する 
 ような掲示に努める。

 

内容項目 各教科 特別活動 日常の活動

２－（１）礼儀 生活科「西田フェスティバルをしよう」
体育科「固定施設あそび」

始業式，終業式，修了式
創立記念の式

朝の会
帰りの会

２－（２）思いやり・
親

国語科「お手紙」
生活科「西田フェスティバルをしよう」
国語科「１年生へのプレゼント」

１年生を迎える会
秋季大運動会

清掃活動
係活動

２－（３）友情・信頼，
助け合い

体育科「おりかえしリレーあそび」
生活科「生きものと友だち」
国語科「サンゴの海の生きものたち」
生活科「市立図書館に行こう」
国語科「お手紙」

春の一日遠足
秋季大運動会
秋の一日遠足
お別れ遠足

清掃活動
係活動

２－（４）尊敬・感謝 生活科「西田フェスティバルをしよう」 楽しい給食 帰りの会

＜第２学年における指導すべき内容項目と豊かな体験活動等の関連…視点２＞
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にかかわり合って生きているということに気付

かせた。

次に，道徳の時間１「へいきだよ」では，愛

校心を育てる学習を通して，楽しい学校には，

自分が困ったときに助けてくれたり，やさしく

声をかけたりしてくれる友だちがいることに気

付かせた。

生活科「市立図書館に行こう」では，これま

でに行った一連の学習を想起させて，学習をス

タートさせた。そして，学習後に既習事項を生

かすことができた場面，うまく生かすことがで

きなかった場面などについて振り返らせた。

道徳の時間２「ひろったビスケット」では，

これまでの学習，特に生活科「市立図書館に

行こう」と関連を図りながら導入を行い，展開

へと学習を進めた。展開では，資料の主人公の

気持ちや考えを追究させる学習を通して，友だ

ちのことを考えながら仲よくし，自分にできる

ことをして助け合おうとする心情を育てていっ

た。

さらに，学校行事「秋の一日遠足」や日常の

活動では，自分が友だちにできることは何かと

いうことを考えさせながら，友だちと仲よく助

け合っていこうとする意欲・態度を育てていっ

た。

３　総合主題の目標・構造
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　４　展開の概要

教科・領域等 主な学習活動・発問・ねらい

体育科
「おりかえしリレーあそび」
生活科
「生きものと友だち」

　○友だちと走る順番を決めて折り返しリレー遊びを楽しむ。
　○友だちと虫を捕りにいったり，育て方を調べて実際に育てたりする。

道徳学習への方向付け
　友だちと仲よくし，助け合うためにはどんな気持ちが大切か考えよう。

国語科
「サンゴの海の
　　　　　生きものたち」

○サンゴの海の生きものたちになって，かかわり合っている相手にお礼
のカードを書こう。

　海の生きものたちも人間と同様にかかわり合って生きているという
ことに気付かせる。

道徳１
「へいきだよ」　４－（３）
　　　　　　　　　　学研

＜学習のめあて＞
　　学校を楽しくするためにはどんな気持ちが大切か考えよう。

　○友だちや先生がいてよかったな，うれしいなと思ったのはどんなときか。
　○涙がぽたぽたとあふれてきたとき，「ぼく」はどんな気持ちだったか。
　○涙の味がすっかり変わったと感じたとき，どんな気持ちになったか。
　◎「ぼく」は，学校にどんな気持ちで通っているのだろうか。

　友だちや先生に親しみをもち，進んで学校生活を楽しくしようとす
る気持ちを育てる。

生活科
「市立図書館に行こう」

　○これまでの学習を想起する。
　○グループに分かれて市立図書館に行く計画を立てる。
　○バスや電車を利用して市立図書館に行く。
　○市立図書館内を見学する。
　○活動を振り返る。

　これまでの学習を生かすことができた場面，うまく生かすことがで
きなかった場面などを振り返る活動を通して，より一層，道徳的実践
意欲の向上を図る。

道徳２
「ひろったビスケット」
　　　　　　　　２－（３）
　　　　　　　　　　学研

＜学習のめあて＞
　　友だちと仲よくし助け合うためにはどんな気持ちが大切か考えよう。

　○生活科「市立図書館に行こう」の学習を想起する。
　○友だちと仲よく活動することができた場面，できなかった場面はどん

なときか。
　○ビスケットをかかえているピンとプンは，どんな気持ちだったか。
　○ピンに「こっそりふたりでたべようよ。」と言われて，プンはどんなこ

とを考えたか。
　◎「ふたりのためにとっておいたんだ。」と言われて，プンはどんな気持

ちになったか。

　友だちのことを考えながら仲よくし，自分にできることをして助け
合おうとする心情を育てる。

学校行事
「秋の一日遠足」
日常の活動

　○友だちと仲よくお弁当を食べたり，遊んだりする。
　○友だちと助け合いながら清掃したり，係の仕事を進めたりする。

　自分が友だちにできることは何かということを考えながら活動する。
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５　考察

（１）体育科「おりかえしリレーあそび」，生活

科「生きものと友だち」について　

　体育科の「おりかえしリレーあそび」では，

友だちと走る順番を決める活動を通して，友だ

ちと仲よく話し合わないと，走る順番がなかな

か決まらないということや，自分の考えばかり

主張すると，悲しい思いをする友だちがいると

いうことに気付いていた。

　生活科の「生きものと友だち」では，友だち

と助け合いながら虫を探すと，いろんな虫を捕

ることができるということや，虫を育てていく

ためには，友だちと声をかけ合いながら世話を

していかなければいけないということを体験し

ていた。

　この２つの学習を通して，子どもたちに，総

合単元的な道徳学習「総合主題『友だちとなか

よく』」への方向付けを行うことができた。

のおかげで毎日楽しくくらすことができま

す。もしイソギンチャクさんが大きな魚に

食べられそうになったらカチカチと音を立

ててまもってあげるからね。

　　　　　　　　　　　　　クマノミより

　サンゴの海の生きものたちも，人間と同じよ

うに，かかわり合って生きていることに気付い

ているということが分かった。

（２）国語科「サンゴの海の生きものたち」に

ついて

　単元の終末に，「サンゴの海の生きものたち」

に出てきた生きものになって，かかわり合って

いる相手にお礼のカードを書こうという学習を

行った。子どもたちのカードの中に，次のよう

な内容のものがあった。

イソギンチャクさんへ

　いつもわたしたちを大きな魚からまもっ

てくれてありがとう。イソギンチャクさん

　（３）道徳１「へいきだよ」について

　導入では，生活科の「生きものと友だち」の

虫を捕ったり，育てたりする活動で体験した友

だちとのかかわりを想起させながら，友だちや

先生がいてよかったな，うれしいなと思ったの

はどんなときか，ということについて考えさせ

た。

　展開前段では，主人公の「ぼく」の気持ちを

中心に，話し合いを進めていった。展開後段で

は，体験活動とねらいとする価値が結びつく発

問（虫を捕ったり，育てたりしているときに，

主人公と同じような思いをしたことがありま

すか。そのとき，どんな気持ちでしたか。）を

行い，価値の自覚化を図った。子どもたちから

は，次のような発表を聞くことができた。

○　虫が怖くて虫を虫かごに入れられずに困っ

ていたら，友だちが入れてあげるよと，声を

かけてくれました。いやだった虫捕りが，楽

しい虫捕りになりました。　

○　虫を追いかけているときに，友だちの虫捕
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り網に足があたって転んでしまいました。そ

の時，友だちや先生が，だいじょうぶと声を

かけてくれました。痛かったけど，最後まで

虫捕りをすることができました。

　　子どもたちは，体験活動と重ね合わせなが

ら，やさしい友だちや先生がいる学校は楽し

いということや，楽しい学校生活をおくるた

めには，そのやさしい友だちや先生に親しみ

をもつことが大切であるということに気付い

ていた。

（４）生活科「市立図書館に行こう」について
　子どもたちは，これまでの学習を生かしなが

ら，市立図書館に行く計画を立てて，グループ

ごとに市立図書館に行くことができた。

　子どもたち全員が，活動を楽しくするために

は，友だちと仲よく助け合いながら，学習を進

めることが不可欠であるという意識をもって活

動を行うことができた。

　活動後のある子どもの日記に，転んだとき，

友だちに「だいじょうぶ」と声をかけてもらっ

たので，楽しい学習になったと書いてあった。

道徳の時間に育まれた道徳的実践力と豊かな体

験活動等での道徳的実践が，響き合っている瞬

間だと感じた。

（５）道徳２「ひろったビスケット」について

　導入では，生活科の「市立図書館に行こう」

を想起させながら，友だちと仲よく活動する

ことができた場面，できなかった場面はどんな

ときかということについて考えさせた。全員が

体験していることだったので，子どもたちから

は，次のような具体的な発表を聞くことができ

た。

○　転んだときに，友だちが，「だいじょうぶ」

と言ってくれたので，楽しい学習になった。

○　道に迷いそうになったとき，みんなで地図

を見ながら確かめた。

○　財布が見つからなくて困っていたら，友だ

ちが，一緒に捜してくれた。

○　友だちからお金を払うのが遅いといわれた

のでけんかになってしまった。
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　豊かな体験活動等と結び付けた子どもたちの

発表から，友だちと仲よくし助け合うためには

どんな気持ちが大切か考えようというめあてを

立てて展開前段へと学習を進めていった。

　展開前段では，主人公の「プン」の気持ちを

中心に話し合いを進めていった。「プン」の気

持ちをより共感的に考えられるようにするため

に役割演技を行った。

　子どもたちは，役割演技の中でピンとプンの

気持ちを友だちとかかわる自分の姿に重ね合わ

せながら発表していた。

　展開後段では，小学校１・２年用の「こころ

のノート」の４０ページを活用して，道徳的価

値の自覚化を図った。子どもたちが集めた友だ

ちパワーは，道徳学習コーナーに掲示し，実践

化への意欲を高めていった。
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（６）学校行事「秋の一日遠足」について　　

　秋の一日遠足では，お弁当を食べたり，遊ん

だりする際に友だちに自分から進んで声をかけ

ている子どもの姿を多く見ることができた。自

分が友だちにできることは何かということを考

えながら積極的に活動する子どもが多くなって

きた。

（７）日常の活動について

　清掃活動では，早く終わった掃除場所の子

どもたちが，教室掃除を手伝っている姿が見ら

れるようになった。また，係活動では，一つの

仕事を友だちと分担して効率的に仕事を進めた

り，仕事が終わっていない係を助けたりする姿

が見られるようになってきた。

道徳的価値と豊かな体験活動等での自分の

姿を重ね合わせながら，道徳的価値の自覚

を深めさせることができた。

イ　豊かな体験活動等と関連付けた道徳の時

間の学習では，子どのたちの発表や「ここ

ろのノート」の記述などが充実し，自分と

のかかわりの中で，道徳的価値をより深く

とらえることができるようになった。

（２）子どもたちの状況から

ア　子どもたちの日記から，道徳の時間に培

った道徳的実践力を積極的に実践した子ど

もがいるということと，その行為のよさに

気付いた子どもがいるということが分かっ

た。こうしたことから，道徳の時間に培わ

れた道徳的実践力を豊かな体験活動等に生

かそうとする子どもが増えているというこ

とが明らかになってきた。

イ　教室後方に道徳学習コーナーを設置し，

その中で豊かな体験活動等の写真や「ここ

ろのノート」の記述などを紹介することに

よって，総合主題「友だちとなかよく」に

かかわる道徳的価値の意識を持続させるこ

とができた。

ウ　平成１６年１２月に，本学級の子どもた

ちに道徳的価値にかかわるアンケート調査

を行った。その結果を見ると，質問９の友

情・信頼，助け合いかかわる内容は，「い

つもそうしている」８１％，「ときどきそ

うしている」１９％，「あまりしていない」

０％であった。４月当初，自己中心的な言

動がもとでけんかになったり，自分には関

係ないという思いから，助けてあげようと

する行動を起こせなかったりする子どもた

ちがいた。しかし，現在では，アンケート

の調査結果や子どもたちの状況から，本学

級の子どもたちは，友情・信頼，助け合い

の価値を常に意識しながら学校生活を送っ

ているということが明らかになった。

Ⅳ　おわりに

　平成16年４月から，テーマ「豊かな体験活

動等を生かした総合単元的な道徳学習」を設定

し第２学年１組において実践を行ってきた。そ

の中で，明らかになった点をまとめると次のよ

うになるであろう。

（１）総合単元的な道徳学習の中核となる道徳

の時間において

ア　授業の導入で豊かな体験活動等の振り返

りを取り入れると，子ども一人一人に学習

する道徳的価値にかかわる自分の生活場面

を容易に想起させることができた。また，

展開後段では，資料を通して学習してきた
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　以上のことから，豊かな体験活動等を総合単

元的な道徳学習に生かすと，中核となる道徳の

時間において，ねらいとする道徳的価値の自覚

をより一層深めさせることができるということ

が明らかになった。さらに，道徳の時間に培わ

れた道徳的実践力が，豊かな体験活動等の中で

生かされるということが明らかになった。した

がって，総合単元的な道徳学習に豊かな体験活

動等を生かすことは，子どもがねらいとする道

徳的価値について主体的に学習していくための

より効果的な支援の在り方と言えることが分か

った。

　今後の課題として，アンケートの調査結果か

らも分かるように，自然愛，動植物愛護（質問

あなたのせいかつをふりかえるアンケート（１・２年用）

◇　このアンケートは，あなたのせいかつについてかんがえるものです。おもったとおり，ありのま

まにかいてください。かんがえにあうところに○をつけてください。

　質問　１　そとであそぶときやどうろをあるくときは，あんぜんにきをつけていますか。

　質問　２　べんきょうのどうぐやあそぶものをたいせつにしていますか。

　質問　３　ランドセルにいれるきょうかしょは，じぶんできちんとよういしますか。

　質問　４　べんきょうやとうばんのしごとは，さいごまできちんとやりますか。

　質問　５　じぶんでよいとおもったことは，すすんでできますか。

　質問　６　うそをついたり，ごまかしをしたりせずに，しょうじきにできますか。

　質問　７　せんせいやともだちにきもちのよいあいさつができますか。

　質問　８　としのちいさい人やおじいさん，おばあさんにしんせつにできますか。

　質問　９　ともだちとなかよくあそぶことができますか。

　質問１０　みなさんのおせわをしてくれた人に，ありがとうというきもちをもっていますか。

　質問１１　はなやどうぶつなどをかわいがっていますか。

　質問１２　いのちをたいせつだとかんがえたことがありますか。

　質問１３　きれいなけしきやはななどをみて，すばらしいなとおもったことがありますか。

　質問１４　みんなでつかうものをたいせつにしていますか。

　質問１５　おとうさん，おかあさんにありがとうというきもちをもっていますか。

　質問１６　がっこうにいる人やせんせいにありがとうというきもちをもっていますか。
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１１）や敬虔（質問１３）などの内容項目の総

合単元的な道徳学習を計画・実践し，子ども一

人一人の道徳性をより高めていきたい。

　また，本実践は，学校で行われる教育活動の

中から，ねらいとする道徳的価値にかかわる教

育活動を計画的・発展的に関連付けたものであ

ったが，学校，家庭，地域社会がそれぞれの役

割を果たしながら，一貫した方針を保って，子

どもの道徳性を豊かに育んでいくことの大切さ

も感じた。日頃から，家庭や地域社会に学級通

信や授業参観，人材活用などを通して，学校に

おける道徳教育をより深く理解してもらい，共

に子どもを育てていくという視点に立って，子

ども一人一人の道徳性を豊かに育んでいきた

い。


