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【様式２】 

  令和４年３月 11 日 

 

道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業 

完 了 報 告 書 
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 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」に関する完了報告書を次のとおり提出

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 〒060-8544 

 札幌市中央区北３条西７丁目 

団 体 名 北海道教育委員会 

代 表 者 職 名 教育長 

氏 名 倉 本 博 史 
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１ 本事業の趣旨・目標 

（１）事業の趣旨 

    高等学校学習指導要領（平成 30年３月告示）の趣旨や内容を踏まえ，生徒に対して,相互に個性

や立場を尊重する態度や規範意識，生命を大切にする心や思いやりの心などの「豊かな心」を育む

ため，道徳教育推進教師を中心とした全教員による道徳教育を推進するとともに，道徳教育の全体

計画を教科等横断的な視点により見直し，各教科等の取組を関連付け学校全体で道徳教育に取り組

むことや，地域の人材や関係諸機関と連携した取組等の改善・充実を図り,その成果等について,

研究協議会等を実施することにより全道に普及する。 

（２）目標 

 道徳教育推進教師を中心とした全教員による道徳教育を推進するとともに, 道徳教育の全体計

画を教科等横断的な視点により見直し，各教科等の取組を関連付け学校全体で道徳教育に取り組

むことや, 地域の人材や関係諸機関と連携した取組等の改善・充実を図ることにより，生徒の相

互に個性や立場を尊重する態度や規範意識，生命を大切にする心や思いやりの心などの「豊かな

心」を育成する。 

【目標数値】※道徳教育推進校（以下「推進校」とする。）における調査 

○ 推進校独自アンケート 

「自分はよいところがある」など，自尊感情に関する問いに対して肯定的な回答をする生

徒の割合を 100％とする。 

○ 子ども理解支援ツール「ほっと」（道教委作成） 

「学校のルールや公共のモラルを守ることができる」など，規範意識に関する問いに対し

て肯定的な回答をする生徒の割合を 100％とする。 

○ いじめの把握のためのアンケート調査 

「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思いますか」の問いに対して肯定的

な回答をする生徒の割合を 100％とする。 

○ 推進校で実施する家庭や関係諸機関を対象とした評価 

「道徳教育推進教師を中心とした全教員による道徳教育の推進, 教科等横断的な視点に

よる学校全体の取組や, 地域の人材や関係諸機関と連携した取組等により,生徒の自尊感情

や規範意識の育成が図られているか」などの項目を設定し，肯定的な回答をする割合を 80

％以上とする。 

 

２ 本事業成果の検証方法（目標達成状況等把握のための方法） 

（１）検証方法 

ア 「いじめの把握のためのアンケート調査」 

・実施時期：６月 

・全道立高等学校の生徒を対象に実施 

イ 「子ども理解支援ツール「ほっと」」（北海道独自調査） 

・実施時期：６月・１月 

・推進校の生徒を対象に実施 

ウ 「管内状況等調査」（北海道独自調査） 

・実施時期：４月 

・各教育局を対象に実施（全道立高等学校の道徳教育推進教師や道徳教育の実施状況を把握） 

  エ 「道徳教育推進校研究協議会」（ビデオ会議システムを活用） 

   ・実施時期：11月 

   ・推進校４校（道央，道南，道北，道東）における研究協議 

  オ 教員対象の評価及び家庭や関係機関対象の評価 
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   ・実施時期：12月～１月 

（２）成果の普及 

ア 『高等学校教育課程編成・実施の手引』の作成（８月～10月） 

道教委が作成する本手引において,本事業及び推進校の取組等を掲載するなどして，道内高等

学校における道徳教育の改善・充実を図る。 

  イ 「北海道高等学校道徳教育研究協議会」（１月） 

道立高等学校の道徳教育推進教師等が集まる本研究協議会において，本事業及び推進校の取

組等を周知するなどして，全道的な道徳教育の改善・充実を図る。 

  ウ 北海道高等学校「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」授業改善セミナー 

    道教委では，各学校における授業改善の推進を目的に，例年９月～12月にかけて， 全道４会

場（道央・道南・道北・道東）で道立高校の教員を対象とした「国語」，「地理歴史，公民」，

「数学」，「理科」，「外国語（英語）」，「情報」の授業改善セミナーを実施。本セミナーの

「地理歴史，公民」において，推進校における公民科や特別活動を中核とした道徳教育の実践事

例などについて発表する。 

  エ 実践事例のウェブページへの掲載 

    指定校が作成した実践事例等を北海道教育委員会及び当該校のウェブページに掲載する。ま

た，実践事例は，道教委『高等学校教育課程編成・実施の手引』の作成に活用する。 

 

３ 本事業の実施内容 （項目「高等学校における道徳教育の取組」） 

（１）北海道教育委員会の取組 

ア サポートチームの派遣 

 ＜取組の概要＞ 

 ・時期：６月，10～12月 

    ・場所：各推進校 

・内容：指導主事等と道徳教育推進教師との協議 

    「推進校における道徳教育推進上の課題及び解決に向けた方策」 

イ 「道徳教育推進校研究協議会」の開催 

 ＜取組の概要＞ 

 ・時期： 11月２日（火） 

・対象：各推進校の道徳教育推進教師，所管教育局の指導主事等 

    ・内容（ビデオ会議システムを活用） 

10:45～11:25 実践発表（各推進校における道徳教育の取組状況） 

11:25～11:55 研究協議「高等学校における道徳教育の改善・充実」 

ウ 「北海道高等学校道徳教育研究協議会」の開催 

 ＜取組の概要＞ 

 ・時期：１月 14日（金） 

・対象：道徳教育推進教師，各教育局及び道立教育研究所の指導主事等 

    ・内容（ビデオ会議システムを活用） 

     10:40～12:00  講演（飯塚教科調査官） 

「いま求められる人間としての在り方生き方に関する教育」 

13:00～14:20 実践発表（本指定事業の推進校４校）       

 14:30～16:20  演習・研究協議「道徳教育の中核である『特別活動』の充実」 

        道徳の学習指導案の作成，協議 
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（２）高等学校における道徳教育の取組 

＜取組の概要＞ 

・時期：６月～２月 

    ・学校：全道で推進校を４校指定（道央・道南・道北・道東の４圏域から各１校） 

    ・内容：①全体計画の改善 

②道徳教育の視点で整理した単元配列表の作成及び改善 

③道徳教育推進教師の役割の明確化及び全教師による協力体制の整備 

④公民科や特別活動を中核とした教科等横断的な道徳教育の実践 

⑤地域の人材や関係諸機関と連携した取組の充実 

⑥「道徳教育推進校研究協議会」における研究協議（ビデオ会議システムを活用） 

⑦「北海道高等学校道徳教育研究協議会」等における実践発表 

⑧実践事例の作成 

 

４ 本事業の実施経過 

 

月 実施内容 備考 

６月 

・推進校決定（道内４圏域ごとに各１校を指定） 

【推進校】 

  道央圏域：北海道砂川高等学校 

  道南圏域：北海道穂別高等学校 

  道北圏域：北海道羽幌高等学校 

  道東圏域：北海道紋別高等学校 

・「子ども理解支援ツール『ほっと』」実施（１回目） 

・サポートチーム（指導主事等）による指導助言及び協議（１回目） 

・「いじめの把握のためのアンケート調査」実施（１回目） 

「ほっと」

の実施は，

推進校によ

って時期が

異なる。 

９月 
・道央圏域研究協議（砂川高校）実施 

 研究協議（指導主事と教科等横断的な道徳教育の実施について検討） 
 

10月 ・サポートチームによる指導助言及び協議（２回目）  

11月 

・「道徳教育推進校研究協議会」の実施（ビデオ会議システムを活用） 

・「いじめの把握のためのアンケート調査」の実施（２回目） 

・道南圏域研究協議会（穂別高校）実施 

 研究授業（家庭総合），研究協議 

・道北圏域研究協議会（羽幌高校）実施 

 研究授業（倫理，生物，保健），研究協議  

 

12月 

・「北海道高等学校道徳教育研究協議会」における実践発表準備 

・道東圏域研究協議会（紋別高校）実施 

 研究授業（政治・経済，特別活動「ホームルーム」），研究協議 

 

１月 
・「北海道高等学校道徳教育研究協議会」の開催 

・「子ども理解支援ツール『ほっと』」の実施（２回目） 
 

３月 
・実施報告書の作成 

・実践事例の集約，道教委ウェブページへの掲載 
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５ 取組の成果と課題（項目「高等学校における道徳教育の取組」） 

＜道徳教育の抜本的改善・充実に係る成果の概要＞ 

（１）各教科等の取組を関連付け学校全体で取り組む道徳教育の充実 

       本事業の推進校において，道徳教育の視点による単元配列表を作成するなど，学校の教育活動を

道徳教育の視点で整理し，生徒に対し道徳的な資質・能力を身に付けるための効果的な指導場面を

明確にすることができた。 

（２）各地域の人材や関係諸機関と連携した取組等の改善・充実 

推進校において，地域の人材や関係諸機関と連携した道徳教育を実施したことにより，生徒が

地域に対する愛着心をもつようになり，自分のことだけではなく，他者や社会のことを考えて行動

するようになるなどの変容が見られた。 

（３）生徒の相互に個性や立場を尊重する態度や規範意識の醸成 

推進校において，学校の教育活動を道徳教育の視点で整理し，生徒に対し道徳的な資質・能力

を身に付けるための効果的な指導場面を明確にしたことにより，教育活動を通じて道徳性や人間

性が向上したと感じている生徒や，自分の意見を相手に伝えることができると感じている生徒が

増えるなど，生徒の他者を尊重する態度や自尊感情等に一定の成果が見られた。 

＜調査から見られる成果＞ 

【北海道砂川高等学校】 

指標 調査項目 １回目 ２回目 

子ども理解支

援ツール「ほっ

と」※最高値

4.0（以下同） 

「学校のルールや公共のモラルを守ることができる」 3.6 3.4 

「場面や状況に応じて，自分の意見を相手に伝えることができる」 3.0 2.9 

「自分の性格や趣味などを友達に話すことができる」 3.4 3.4 

いじめ調査 

 

「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思います

か」（肯定的な回答の割合） 
89.0％ 92.0％ 

【北海道穂別高等学校】 

指標 調査項目 １回目 ２回目 

子ども理解支

援ツール「ほっ

と」 

「学校のルールや公共のモラルを守ることができる」 3.4 3.6 

「場面や状況に応じて，自分の意見を相手に伝えることができる」 3.1 3.0 

「自分の性格や趣味などを友達に話すことができる」 3.3 3.2 

いじめ調査 

 

「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思います

か」（肯定的な回答の割合） 
67.0％ 89.0％ 

推進校独自ア

ンケート 

「自分の学校がある地域が好き」（肯定的な回答の割合） 44.0％ 60.0％ 

「自分の可能性を信じている」（肯定的な回答の割合） 50.0％ 65.0％ 

【北海道羽幌高等学校】 

指標 調査項目 １回目 ２回目 

子ども理解支

援ツール「ほっ

と」 

「学校のルールや公共のモラルを守ることができる」 3.6 3.6 

「場面や状況に応じて，自分の意見を相手に伝えることができる」 3.0 3.8 

「自分の性格や趣味などを友達に話すことができる」 3.6 3.5 

いじめ調査 

 

「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思います

か」（肯定的な回答の割合） 
96.3％ 92.7％ 

学校自己評価 「地域人材を活用した道徳教育の推進」※最高値 4.0 3.24 3.29 
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【北海道紋別高等学校】 

指標 調査項目 １回目 ２回目 

子ども理解支援

ツール「ほっと」 

「学校のルールや公共のモラルを守ることができる」 3.8 3.7 

「場面や状況に応じて，自分の意見を相手に伝えることができる」 3.2 3.3 

「自分の性格や趣味などを友達に話すことができる」 3.7 3.6 

いじめ調査 

 

「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思います

か」（肯定的な回答の割合） 
88.0％ 83.0％ 

学校外部評価 

「本校は，人との関わりを通して，責任感と思いやりを持つ人

間の育成が図られている」（肯定的に回答した保護者及び学校

評議員の割合） 

87.0％  

「本校は，社会生活のルールを守る態度やモラルの育成に努め

ている」（肯定的に回答した保護者及び学校評議員の割合） 
91.0％  

 

＜その他の成果＞  

 ・防災教育や薬物乱用防止教育など，これまで単なる学校行事として捉えてきたものを，単元

配列表の活用により，道徳教育の視点で捉え直して指導することができた。 

 ・学校で育成を目指す資質・能力をもとに単元配列表を組み直したことにより，同じ時期に，

同じ資質・能力の育成を目指している教科を発見することができ，教科間で連携を図ること

ができた。 

 ・各教科やホームルーム活動において，他者を認め合う学習活動が行われるようになり，他者

との関わりを意識しながら行動する生徒が増えた。 

・道徳教育の全体計画を改善するとともに，単元配列表及び別葉を作成したことにより，全教

師が，道徳教育の基本的な方針について理解を深めることができ，各教科や特別活動等にお

いて，教科等横断的な学習の充実が図られた。 

＜今後の課題＞  

・ＳＮＳによる生徒同士のトラブルを踏まえ，情報モラル教育と連動した道徳教育を進める必要が

ある。 

・探究学習等における発表などを通じて，生徒が自己有用感や達成感を得られる機会を増やし，自

尊感情を育む必要がある。 

・道徳教育のための教育活動ではなく，学校教育目標に掲げている目指す生徒像に近づけるための

教育活動に取り組み，常に計画・評価・改善・実践のサイクルで教育活動を実践する必要がある。 

・各教科の学習や特別活動等の後に，各活動を道徳的な視点で振り返る場面を設定し，生徒が振り

返りシートやアンケート等で自己分する必要がある。またそれらの資料をポートフォリオとして

まとめ，自己の内面的な成長を把握したり，必要に応じて改善を図ったりするなどして継続させ

る工夫が必要である。 

・生徒の自尊感情や規範意識を醸成するため，各教科・科目における目標や内容を踏まえ，教師一

人一人が，道徳教育と各教科・科目との関連性を見直し，道徳教育の視点による授業改善を行う

必要がある。 

 


