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令和３年度秋田県道徳教育推進協議会

令和３年７月１日(木) 13:30～16:00

１ 和田渉義務教育課長挨拶

皆様には本協議会の委員を引き受けていただき、感謝申し上げる。

また、今年度「いのちの教育あったかエリア事業」に取り組まれている方々には、日頃より、実践

研究を進めていただいていることに、重ねて感謝申し上げるとともに、推進地域において実りのある

事業となるようお祈りしている。

本日の協議会は、名称の変更はあったが、昭和６３年から継続して開催しており、本県の道徳教育

を進めていく上で、非常に大きな役割を果たしている。昨年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止の観点から残念ながら開催することができなかったが、今年度は、アクリル板を設置したり、

例年より時間を短縮したりするなど、感染防止対策を講じて実施することとした。委員の皆様にも感

染防止への御理解と御協力をお願いする。

道徳教育をめぐっては、平成２７年３月に、学校教育法施行規則が一部改正され、小学校では平成

３０年度、中学校では令和元年度から「特別の教科 道徳」として授業が実施されている。この道徳

の教科化は、昭和３３年の「道徳の時間」導入以来、およそ６０年ぶりの道徳教育の抜本的改善であ

る。この改正にいたるきっかけとなったのは、道徳が深刻ないじめに対応できていないことが問題視

されたことである。また、それまで実施されていた「道徳の時間」は、他の教科に比べ軽んじられて

いることが指摘されたことや、資料の読み取りに終始するような授業が一部に見られたこと、学校

や教員によって指導内容や指導方法に温度差があったことなど様々な課題が背景にあり、道徳を特

別の教科とし、指導方法の改善を図ることとしたものである。

県教育委員会としては、道徳の教科化に伴い、授業において、道徳的な課題を子どもたち一人一人

が自分自身の問題として捉え、向き合うことができる授業への改善を市町村教育委員会や学校に働き

かけてきたところである。

本県では、「思いやりの心を育てる」ことを学校教育が目指すものの一つに掲げている。道徳教育

はその中心的な役割を担っており、県教育委員会が作成する「学校教育の指針」において「生命の尊

さ」と「思いやり」を道徳教育の中でも重点とする内容として取り上げ、その推進の方向性を示して

いるところである。

本県の子どもたちにこの「生命の尊さ」や「思いやり」を始めとする道徳性を育むためには、学校

生活での指導だけでは十分ではない。子どもたちが実生活で直面する様々な状況の中で、自分はどう

すべきか、自分に何ができるかを判断し、行動できるよう、家庭や地域社会と連携して取り組んでい

く必要があると考えている。

本日は、様々な分野で御活躍されている委員の皆様から、よりよく生きるための基盤となる道徳性

の育成とそれに向けた学校、家庭、地域の連携の在り方について、忌憚のない御意見と具体的な御提

言をいただき、本県の道徳教育の更なる充実につなげていきたい。

本日の会が実り多いものとなるよう、皆様の活発な御発言をお願いする。

２ 概要説明（大嶋隆夫指導主事）※義務教育課

(1) 本協議会の趣旨等について

各分野で御活躍されている委員の皆様に、本県道徳教育の現状を把握していただき、その成果

について広く普及・啓発を図ることと、県内の道徳教育を推進するための諸方策について御意見

をいただくことを大きな目的としている。

今年度、本協議会で御提言いただいた内容を、様々な機会を捉えて全県の各学校に周知し、道

徳教育の充実につなげていきたいと考えている。



- 2 -

(2) 国の動向を踏まえた本県道徳教育の重点について

６月１５日、１６日に、文部科学省の主催で小・中学校の道徳教育担当の指導主事連絡協議会

がオンライン形式で開催された。その中では、道徳科の授業におけるＩＣＴ端末の効果的な活用

の在り方についてや道徳教育の充実について、協議が行われた。特に道徳教育の充実については、

各学校が教育目標や子どもの実態に応じて道徳教育における重点内容を決め、道徳科を要として、

全教育活動を通じて教育課程を工夫して計画的に進めることや、家庭や地域と連携した取組を進

めることの重要性などについて確認された。また、昨年１１月の文部科学省主催のオンラインで

の会議においては、コロナ禍における道徳教育の充実について協議が行われ、感染者や医療従事

者等への誤解や偏見による差別等の問題についても取り上げられた。

県教育委員会では、このような国の方針等を踏まえ、秋田県の道徳教育を一層充実させる必要

があると考えている。８月に北、中央、南の各管内で開催する教育課程研究協議会において、道

徳教育について研究協議する。また、その他、各種会議においてその成果と課題を明らかにした

り、指導主事による学校訪問等で各校の先生方に周知したりするなど、道徳教育推進に係る共通

理解を図りたい。

次に、「本県の道徳教育の重点」について説明する。「令和３年度 学校教育の指針」の道徳

教育に関するページには、道徳教育の目標に基づき、「１ 全教職員の共通理解による組織的な

道徳教育の充実」と「２ 家庭や地域社会との連携」の二つを重点事項に掲げている。これらを

通じて、本県の重点である「生命の尊さ」と「思いやり」を中心とした内容項目の指導の充実を

図っている。

ここで本県の重点である「生命の尊さ」と「思いやり」の内容項目についてその概要を簡潔に

説明する。「生命の尊さ」については、人間の生命の尊さについて考えを深めることが中心とは

なるが、併せて生きているもの全ての生命の尊さも大切に考えていく必要がある。「命を大切に

しよう」といった概念的な言葉の理解にとどまらず、自分との関わりで、生きることのすばらし

さや生命の尊さを考え、自覚を深められるように指導することが求められる。「思いやりの心」

とは、自分が他の人に対して能動的に接するときに必要な心の在り方であり、具体的には相手の

立場を尊重しながら、親切にしたり、いたわったり、励ましたりすることに見て取れる。また、

相手のことを思い、黙って温かく見守るといった表に現れないこともある。そうした態度を育成

するため、様々な人と直接的に多様な関わり合いをもたせることが求められる。こうした道徳的

価値については、発達段階に応じて、継続的に学校や家庭、地域が連携して育むことで、子ども

たちの道徳性がさらに高まっていくものと考えている。

この後の全体協議においても、本県の重点である「生命の尊さ」・「思いやり」の心を育むた

めに、「それぞれの立場においてどのような場面でどのような指導を行ってきたか、あるいは行

っていくのか」、また「それぞれの立場に対し、このような指導を期待したい」というように、

多角的な視点で議論をお願いしたい。

(3）いのちの教育あったかエリア事業について

「いのちの教育あったかエリア事業」は、生命尊重を中心とした道徳教育を「いのちの教育」

として推進し、学校や家庭、地域が連携しながら地域社会全体で命の大切さについての認識を深

めていくためのモデル事業として、平成２３年度から行われている。これまで、「命との向き合

い方」、「命のつながり」、「人や地域とのつながり」などをテーマとして、様々な活動を行ってき

たが、それらを参考に他地域においても同様の活動が行われるなどの広がりや充実が図られてお

り、事業の趣旨やねらいが県下に浸透していることを実感している。

昨年の３月に発行された「教育あきた３月号」に本事業が掲載された。令和元年度の本事業の

推進地域は、北秋田市立森吉中学校区、井川義務教育学校区、仙北市立神代中学校区である。各

地域の取組内容等が掲載されている。掲載内容は、各推進地域で行われた一部の活動であるが、

他にも多くの体験活動が行われている。こうした取組を「教育あきた」へ掲載し、広く情報を発

信している。
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(4) 本日の協議会の流れについて

前半では、「他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を育成する道徳教育の在り方

について～家庭や地域社会とともに育む『生命の尊さ』・『思いやり』～」の協議テーマについ

て、皆様から御意見を伺いたいと考えている。

後半は小学校、中学校のグループに分かれてグループ別協議を行う。いのちの教育あったかエ

リア事業をより充実した取組にするための意見交換や、「生命の尊さ」・「思いやり」を育むため

に大切にしたい取組について協議を進め、皆様からの御意見を基に、本県の道徳教育推進の充実

に生かしてまいりたい。本日は、活発な協議会となるよう、忌憚のない御意見をいただきたい。

４ 全体協議

（小池孝範座長）※秋田大学教育文化学部准教授

本日の協議テーマは、「他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を育成する道徳教

育の在り方について～家庭や地域社会とともに育む『生命の尊さ』・『思いやり』～」である。

最初に、義務教育課から本県の児童生徒の実態や道徳性について御説明いただく。

（大嶋隆夫指導主事）※義務教育課

平成３０年度から小学校、令和元年度から中学校において、「特別の教科 道徳」が始まった。

それまでの「道徳の時間」を「特別の教科」としたことで、教科書を活用して、週１時間の授

業を行い、評価も行うこととなった。「内容項目の指導の観点」については、特別の教科となり、

小学校では発達段階に応じて１９～２２項目、中学校では２２項目あり、全ての項目を道徳科

の授業で取り扱い、適切に指導していくこととなった。先程、説明した本県の重点「生命の尊

さ」、「思いやり」もこの内容項目に含まれている。どの内容項目を重視して道徳教育を進める

かについては、各学校の実状に合わせて決められることとなっている。各学校での道徳教育の

様子については、後ほど各教育事務所の指導主事から話す予定である。

続いて、本県児童生徒の道徳性について説明する。小学校６年生と中学校３年生を対象とし

て行われた、令和元年度全国学力・学習状況調査の質問紙で回答された結果のうち、道徳性に

関わる質問事項を抽出したものである。注目すべき点として四つ、吹き出しとして示している

が、本県の児童生徒の特徴として太枠で示した２点について話をする。

１点目として、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」の質

問に対して、当てはまる、どちらかと言えば当てはまると回答している児童生徒が全国と比較

して１９ポイント以上も高いという点である。本県学校教育共通実践課題としてふるさと教育

の推進を掲げているが、各学校において地域のよさを発見したり、地域への愛着を深めたりす

る取組がその意欲を高めているものと考えている。

２点目として、「話し合う」という観点で共通した質問については、話し合うことで自分の考

えを深めたり広げたり、学校生活をよりよくするための解決方法を決めたりすることが全国と

比較してもポイントが高い。本県では「秋田の探究型授業」の基本プロセスを機能させた授業

づくりの充実を進めており、その基本プロセスの中に、「集団で話し合う」場面を位置付けてい

る。各学校でも児童生徒が自分の考えをもって、集団で話し合う活動が展開されていることが

この結果からもうかがわれる。

また、他の「生命の尊さ」「思いやり」に関連する質問事項についても、９割を超える児童生

徒が肯定的に回答し、全国値よりも上回っている。学校での指導はもとより、家庭や地域との

連携による成果と捉えている。

（小池座長）

ただ今、義務教育の立場から説明いただいた。発達の段階に応じたそれぞれの実態もあると

思うので、日頃感じられていることも含めながら、校種別に説明をお願いする。

（髙橋亜希子指導主事）※幼保推進課

乳幼児期の子どもは、生活全般を通して、周囲の様々な環境に関わりながら育っていく。遊び
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を中心に、生活のすべてに道徳性を育む機会がある。子どもたちが様々な人と関わりながら、体

験や経験を重ねながら、よいこと、悪いことが分かるようになり、相手に共感したり、他者の気

持ちを考えて行動したりといった、思いやりのある言動が見られるようになってくる。幼稚園教

育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定子ども園教育・保育要領の中に、指導の方法として、

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が明記されている。その中に、道徳性、規範意識の芽生え

ということが示されている。幼児期は就学後の小学校での生活や学習の基盤を培う場でもある。

個々の子どもの発達特性、生活や学びの連続性を考慮し、家庭との連携、小学校教育との接続を

視野に入れながら、子どもの心に寄り添い、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を念頭におい

て保育していくことが大切である。このようなことを年次研修や、園への訪問など、様々な機会

を通して保育者に伝えている。

（藤井奈緒子指導主事）※特別支援教育課

県内にある分校も含めた県立特別支援学校１４校のうち、視覚に障害のある児童生徒が通う視

覚支援学校、聴覚に障害のある児童生徒が通う聴覚支援学校、肢体不自由の児童生徒が通うきら

り支援学校には、知的に遅れのない児童生徒がいる。その児童生徒は小・中学校同様の教育課程

で学習している。道徳教育についても同様に、「特別の教科 道徳」として時間割に位置付けて

年間３５時間、計画・実施している。また、すべての特別支援学校に在籍する、知的に遅れのあ

る児童生徒に対しても教育活動全体を通じて、道徳教育が実践されている。障害の状態が様々で

あるため、発達段階や障害特性などの個々の実態把握に基づき、目指す姿を明確にした上で、各

学校の特色を生かした学習活動を設定している。各学校においては、道徳教育全体計画を作成し、

他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために、家庭や地域社会との連携、協

力を通して、社会生活に必要なルールや、問題解決の方法を身に付けられるように指導している

ところである。

（川俣玲指導主事）※高校教育課

高校生は、大人と扱われることが多く、以前は、高校で道徳教育は何となくなじまないような

雰囲気もあったが、今は、道徳教育が高校においても重要であると感じている。

高校教育課から見た、秋田県の生徒の実態という観点で話をする。先程、義務教育課から話が

あったが、秋田の子どもたちは、全国に比べると道徳的によい方向に進んでいる。高校において

もその状況が引き続いている。

秋田県の高校生はとても素直であるが、高校生を取り巻く環境が変わってきている。高校生が

スマートフォンを手にしてＳＮＳ等を利用することで、危機にさらされてしまうということがあ

る。そういった激変する環境に対応するために道徳教育が重要となる。

高校生は世の中に出る一歩手前の段階であり、世の中に出る前に、個人として自立し、自分自

身の価値感や判断基準を形成していかなければならない。こういったことも道徳教育の要素とし

て考えたときに、高校生において道徳教育が大変重要なものと捉えている。

（小池座長）

幼児教育、特別支援教育、高校教育それぞれの教育の立場から、それぞれの実状と取組につい

て御紹介いただいた。

先程、話にあったが、「特別の教科 道徳」が実施され、小学校については４年目となるが、

学校教育全体で行う道徳教育については、道徳科のみならず学校教育全体で進められ、取組の意

識が高まっていると思う。高校、あるいは幼児期の段階においても様々な形で、小・中学校と連

携した取組、また特別支援教育においても、それぞれの学校の段階に準じて、道徳教育に力を入

れて取り組んでるところかと思う。

それでは、学校での道徳教育の実態について紹介いただいたが、地域社会の中で、県内の子ど

もたちの実態について普段感じていることについて、それぞれの立場から話をしていただきたい。

なお、御発言の際は、氏名、所属等を最初にお話いただきたい。

最初に警察の立場から藤島委員から、秋田県の子どもたちの実態について御紹介いただきたい。

（藤島洋子委員）※県警察本部生活安全部人身安全対策課 課長補佐

３点ほど児童生徒の傾向や規範意識、ＳＮＳに関連した話をさせていただく。



- 5 -

令和３年５月末現在に、非行少年として検挙、補導された少年は３４人。前年の同期に比べて、

２人増加している。この３４人のうち、中学生が９人。小学生は１０人となっている。罪種別で

は、窃盗犯が１６人と一番多く、刑法犯全体の５５．２％を占めている。

また、令和３年５月末現在、不良行為で補導された少年は１９８人。前年に比べ３５人減少し

ている。多い順に、深夜はいかい１１０人、粗暴行為２３人、家出２２人、喫煙２１人となって

いる。平成２２年に万引きや自転車盗の初発型非行が増加したことにより、翌平成２３年以降、

非行防止対策を強力に推進した結果、令和２年まで、非行少年は１０年連続減少した。

しかし、近年、児童虐待事案や、ＳＮＳ等の利用により福祉犯の被害に遭う事案が後を絶たな

いことに加え、全国的ないじめ問題など、少年をめぐる問題は、非行防止と保護の両面において

厳しい状況にある。

こうした情勢を踏まえ、警察は学校と連携し、非行防止教室、薬物乱用防止教室を開催し、規

範意識の向上を図っているほか、非行少年や被害少年の立ち直り支援の強化等を推進していると

ころである。非行や犯罪被害に巻き込まれることで立ち直りに問題を抱える少年に対して、各種

支援活動を効果的に推進するため、少年たちと年齢の近い大学生少年サポーターが、スポーツや

農業体験、学習支援等を通じて立ち直り支援活動を行っている。

また、インターネット上には、残酷な暴力シーンや過激な性描写を含むものなど、少年に有害

な影響を与える情報が氾濫しているほか、近年スマートフォン等から、ＳＮＳなどを通じて児童

生徒が性犯罪の被害に遭う事例が後を絶たない。インターネットに起因する犯罪被害から少年を

守るためには、これらの犯罪の取り締まりを推進する一方、少年自身がインターネットの特性や、

危険性について正しく理解する必要がある。警察では、学校からの要請により、警察職員を学校

へ派遣し、児童生徒を対象に、情報モラル教室を開催しているほか、保護者が子どもの利用する

ＳＮＳ等の実態や危険性を理解することができるよう、ＰＴＡなどの機会にも教室を開催してい

る。平成３０年には、ＮＴＴドコモ、令和元年１２月からは、ＫＤＤＩと「スマホ・ケータイ安

全教室」の運用を開始し、共同での情報モラル教室を開催している。

（小池座長）

健全育成の立場から、酒井委員から、現状についてお話いただきたい。

（酒井慶一委員）※公益社団法人青少年育成秋田県民会議事務局次長

少子高齢化の時代となり、秋田では特に子どもが減少し、学校が少なくなっている。町中で友

人と集って遊んでいる子どもを見なくなった。また、世代が違う人との関わりも薄く、今の子ど

もたちは人との関わりが少なくなっているのではないかと感じる。子どもの減少は、伝統芸能や

行事の運営にも影響を及ぼしている。子どもたちは、他者や地域との関わりを通した体験を得る

機会が少なくなっている。こういった現状からも、地域で関心をもちながら子どもたちを見守っ

ていくことが大切である。

（小池座長）

生涯学習奨励員の立場で、地域の中での子どもという視点でお話をいただきたい。

（森田千技子委員）※秋田県生涯学習奨励員協議会会長

酒井委員のお話したことにも重なるが、核家族、共働き家族が多いという状態が秋田で続いて

いる。さらにこのコロナ禍となり、子どもたちの体験活動が少なくなってきている。生涯学習奨

励員は、それぞれの地域で、３密に配慮しながら、生きる基本である人と人との関わり合いの中

から道徳心を育んでいくために、奨励員は一人一人の特技を生かしながら活動を展開している。

去年は、はがき製作、切り絵、巻き寿司、たこづくりといった、それぞれの地域や学校と連携し

ながら活動を展開している。

コロナ禍によって活動が難しくなっているが、子どもたちとのつながり方を見付け活動をして

いくことが、奨励員として取り組むべき課題の一つでもある。子どもたちが、大人と触れ合う中

で自己肯定感や自己有用感を得られる時間をどのように提供していけるのかということについて

模索中である。奨励活動をできるだけ支援しながら、地域の活性化にも子どもたちの将来に向け

て活動していきたい。
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（小池座長）

佐藤委員からこれまでの学校での取組等に対して発言いただきたい。

（佐藤文枝委員）※公募による委員

秋田県北部男女共同参画センターを今年３月で退職をした。男女共同参画の中では、性別意識

をなくすための取組として、学校に訪問して、県で配布している副読本を使って、差別に関する

こと、職業選択の自由やＬＧＢＴＱについてなどの話をしている。学校の先生が話しづらいこと

を外部の第三者が話すことで、子どもたちはしっかりと話を聞く。昨年、今年と１校、訪問をし

ている。これは男女共同参画の視点で推進をしていることである。

もう一つは、デートＤＶ防止のために何を大事にしなければいけないのかということについて

講話をしている。

男女共同参画センターは、県北、中央、県南と県内に三カ所ある。そこに職員は３、４名しか

いない。そのため、全県をカバーするための仕組みとして、「あきたＦ・Ｆ推進員」といった秋

田県で認めた推進員が全県で１００名いる。各学校の先生方が忙しい中で、道徳教育など大切に

しなくてはいけないものについて、第三者の立場で伝える役割として「あきたＦ・Ｆ推進員」を

活用してほしい。

（小池座長）

子どもの実態について発信される立場として、ＮＨＫ秋田放送局工藤委員から御意見をいただ

きたい。

（工藤博昭委員）※ＮＨＫ秋田放送局 放送部 副部長

ＮＨＫの放送事業に大変ご理解いただき御礼申し上げる。

ＮＨＫは県外の職員が多いが、私は小坂町の出身で秋田局の勤務は３回目、通算１２年目にな

り、他の職員に比べ秋田のことは理解している。今までも説明があったように、秋田県では、少

人数学級制度、学力向上プラン、ふるさと子どもドリームアップ事業など様々な事業を通して、

２０年、３０年の時を経て、秋田の教育の成果が表れてきていることを放送活動を通して実感し

ている。

先程も話題に上ったが、特に少子化が進んでいる印象がある。秋田市の中心部でも１学年１ク

ラスの学校がある。市町村合併で６９市町村が２５市町村になったが、昔は各市町村で三つか四

つ小学校があったが、現在は各市町村で一つぐらいになっている。今後は、これまで合併した三

つの小学校を一つにしようとか、四つの中学校を一つにしようというように、恐ろしい勢いで少

子化が進んでいる。このことが、地域との関わりの希薄化や人間関係の固定化につながっている。

１学年１クラスだと生まれたときから中学校卒業するまで同じメンバーでずっと過ごしていくこ

ととなる。果たしてこの状況が、高等教育を始めとする秋田県の教育にとってよいことなのか。

また、先程、警察本部からＳＮＳについて話があったが、ツイッター、インスタグラムを小学

校高学年や中学生ぐらいから活用することで、地域とのつながりよりも、スマートフォンとのつ

ながりが太くなってきていると感じる。このように時代が大きく変わる中で、どのように道徳教

育を進めていくのか、特にこのような少子化の中では求められている思う。

（小池座長）

最初の議題については、意見を伺うのは以上とする。

秋田の子どもたちの現状について、学校での取組を基にしながら、社会の側から見たときに、

どのように子どもの実態が捉えられるのかという視点でお話をいただいたところである。情報化

ということと少子化ということが大きなキーワードになっていた。教育を進める上では少人数と

いうのは大きなメリットとなるが、他方で道徳は人と人との関わりの中で必要になってくるもの

であり、様々な活動等を経験する中で、友達に対する思いやりであったり、様々な人に対する心

配り等々に表れてくることになる。教科化に当たっては多面的・多角的にという言葉がキーワー

ドとして挙げられているが、ＳＮＳ等で知りたい情報だけが入ってくる状況で、情報量は多いが

偏った情報しか入ってこないといった現状がある。そうした中で道徳性をどのように高めていく

のかということは大きな課題となってくる。
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続いて、二つ目の議題「学校で進められている道徳教育」について、学校訪問等で把握した学

校の様子を基に各教育事務所から紹介いただきたい。

（田森舞指導主事）※北教育事務所

北教育事務所では、今年度学校訪問が始まったばかりであるので、昨年度の様子について話を

する。道徳教育については、全体計画や別葉を活用し、各教科や体験活動との関連を図りながら、

効果的に道徳教育を進めようとしていた。重点項目については、道徳科だけではなく、学校全体

で意識されていた。道徳科の授業の様子については、事前アンケートの結果等を活用し、自分の

経験を想起させたり、児童生徒の問題意識を高めたりして、主体的に道徳的価値を捉えることが

できるようにしていた。また、ＩＣＴを活用することで事前アンケートの結果を効果的に提示し、

状況を捉えやすくしていた。複数の登場人物の立場から考えさせたり、道徳的価値を実現できた

り、実現できなかったりした場合の結果を想像させたりすることで、道徳的価値の理解を深めさ

せようとしていた。また、ねらいとする道徳的価値と生活体験を関連付けて考えさせる発問をし

たり、問い返しや揺さぶりを重ねたりするなど、目標に示された学習活動を大切に授業を行って

いた。道徳科の授業でＴＴ（ティームティーチング）を取り入れている地区があった。Ｔ１が主

に授業を進め、Ｔ２が机間巡視をして、見取った児童生徒の考えを適宜Ｔ１に伝えたり、ＩＣＴ

の機器操作をしたりと役割分担がしっかりとなされていた。児童生徒の姿としては、自分との関

わりで真剣に考えたり、書く活動を通して、自分の考えを整理し考えを深めている姿が見られた。

（田口牧指導主事）※中央教育事務所

中央地区の学校に見られる道徳の授業の様子や道徳教育の取組について紹介する。

道徳の授業ではねらいとする道徳的価値について自分事として考えるための手立てが様々に工

夫されている。導入では、日常生活で考えたことや他の人との関わりについて想起する場面が設

定されている。例えば、友達と意見が合わずにトラブルになった経験についてのアンケート結果

を見て考えたり、幼少期の自分と家族に関するエピソードを交流し合ったりする活動を位置付け

た授業があった。このことで、ねらいとする道徳的価値について子どもが考える素地が形成され、

より深く考える子どもの姿を引き出すことにつながる。

このような身近な生活体験に思いをめぐらすことは、読み物資料を活用して考えたことを、授

業の後段に自分に返して考える場面にも有効である。例えば、農業体験を行った写真や級友と協

力して何かをやり遂げた写真を掲示して、あの時自分たちはどんなことを考えただろうなどと問

い掛けることで、学んだことをより自分事として捉えられるような工夫がされている。また、読

み物資料を用いた授業の中で、主人公の心情を読み取るだけで終わらないよう、動作化や役割演

技といった手法も多く取り入れられるようになってきた。実際の授業では、資料の中にある台詞

を実際にやり取りしてみて、その時の登場人物の気持ちを考えたり、役になり切って気持ちを話

したりする活動などが設定されていた。

以上のような活動からは、子どもたちが自分の考え方について改めて気付くとともに、他の人

の考え方を聞いて新しい気付きが促されることが期待される。また、道徳の授業では、子どもが

自分を見つめること、他者から学ぶことが大切だが、教師も子どもと一緒になって考えることが

大切だと考える。

中央地区の教育という冊子の中では「多様な考えを生かしながら、道徳的価値や生き方につい

て、子どもと共に捉え直す」ということを具体的実践例として紹介している。各校で様々な取組

や指導の工夫をしながら道徳教育の充実に努めていることを報告させていただく。

学校の状況と子どもたちの姿という視点で話をする。

学校の状況は、道徳の教育計画や指導の重点を職員全体で共通理解している学校が多く、組織

で道徳科の授業の改善を図っている。具体的には、道徳通信等の発信による家庭との連携、道徳

教育に関わるコーナーの設定、学級担任以外が授業を行うローテーション道徳の実施、総合的な

学習の時間、生活科等の他教科や他領域における体験活動との関連の明確化といった取組を行っ

ている学校が多く見られる。

子どもたちの姿として道徳の授業を楽しみにしている様子が見られる。先生方の工夫として、
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アンケートを通して子どもの姿や経験を事前につかみ、実態に沿った題材の提示を行っている。

また、道徳的価値に関わる多様な感じ方、考え方などに気付かせるためにグループでの話合いを

効果的に設定している。そして、役割演技や動作化といった、多面的・多角的に考えさせるため

の手立てがなされている。

南管内では、道徳的価値の理解を基に、自己の生き方について考えを深める授業づくりをテー

マとしている。このテーマの下、子どもたちの実態に応じた先生方の指導の工夫を認めながら、

他者と対話したり協働したりしてさまざまな考えに触れることができるような授業づくりや、友

達の発言をよく聞いてつなげて話したり、多様な意見を認め合ったり、受け止めたりするといっ

た授業づくりを先生方と一緒になって考えている。

（小池座長）

学校での取組について御紹介いただいたが、家庭との連携について、重点的に取り組まれてい

るという話があった。加賀屋委員に学校での取組について、感じたことについてお話しいただき

たい。

（加賀屋久人委員）※秋田県ＰＴＡ連合会会長

県のＰＴＡ連合会会長を務めているが、コロナ禍の状況で各郡市の取組について情報交換が進

んでいないため、団体としての取組等についてお話できないが、保護者代表の立場として意見を

お話する。まずは、資料にある教育の専門的な用語等の記載について教えていただきたい。資料

には「目指す子ども像」という言葉があるが、道徳教育を進める上で、どういったことを目指し

ているのか教えていただきたい。道徳教育が目指すことについて、様々な立場の人が分かること

によって、家庭との連携の在り方の具体も話し合うことができると思う。

ＰＴＡでは地域との関わりに重点を置いて活動を行っている。例えば、東日本大震災の被災地

の子どもたちと秋田県の子どもたちとの交流を行い、道徳心の醸成を図っている。

先程コミュニケーションということが話題になったが、コミュニケーションツールの発達に伴

い、外で遊ぶ機会も減少するなど、子どもたちの関わり方の変化している。また、いじめについ

ても様態が変わってきている。

（小池座長）

加賀屋委員から「目指す子ども像」について質問があったので、事務局から返答いただきたい。

（大嶋隆夫指導主事）※義務教育課

資料６ページに記載されている「目指す子ども像」という言葉について説明する。各学校で学

校教育目標を設定している。その学校教育目標を基により具体的にどのような子どもを育成する

か示したものであり、各学校の実態に応じて設定されている。

（小池座長）

それでは、鈴木委員から御意見を伺いたい。

（鈴木央司委員）※健康福祉部地域・家庭福祉課 調整・地域福祉班 主幹（兼）班長

地域・家庭福祉課は、福祉教育副読本「みんな大好き～福祉のこころ～」を県内の小学校３年

生を対象に配布しており、活用いただいている。

福祉の仕事に関する人材確保を目的として、中学校に出向き、福祉の仕事の内容について説明

をするセミナーも実施している。昨年度は８校で実施した。そのセミナーの中でアンケートを実

施しているが、５０％以上の生徒が福祉の仕事に興味があると回答している。しかし、福祉の仕

事の人材不足は現在も続いている。

また、子どもの貧困対策について事業を進めている。このことに関しても教育庁と連携を図っ

ている。子どもの貧困対策に関わることで、どのようなことを福祉に望むかという内容のアンケ

ートを一人親の世帯を対象に実施した。その中で一番多かったのが教育面を充実させてほしいと

いうもので、半数を超えていた。貧困を脱出するためには、子どもの教育を充実させたいという

保護者の願いと理解している。

（小池座長）

それでは、大庭委員から御意見を伺いたい。

（大庭喜美子委員）※秋田県商工会女性部連合会副会長
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核家族化が進む中で、本来、家庭で教える事柄についても、学校教育で年齢に応じた道徳教育

で取り扱っていただいていることに感謝している。私事ではあるが、園児と中学生と高校生の孫

がいて、園や学校では様々な活動が行われている。保育園においては、地域の人材の力を借りな

がら、花植えなどの活動において、地域の方々に声を掛けて参加してもらっている。また、小・

中学校で行われている職場体験においては、商工会から地域の様々な業種を紹介している。新型

コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、各種イベントが行われなくなっているが、地域のイベン

トにおいては、中学校、高校にボランティア活動を認めてもらい、地域との連携が取れていると

感じている。商工会では、新入学児童に手作りの交通安全のお守りを渡して、子どもたちの交通

安全を祈っている。学校の交通安全教室に出向いてみると、地域の方々も子どもたちのことを見

守っているということを実感する。このような学校での取組に感謝している。

（小池座長）

今、保護者・ＰＴＡの立場、福祉の立場、また、地域の取組ということでお話をいただいた。

課題の一つとしては、学校や教育関係者の中では共通理解されていることを情報として発信し

ても、一般の方々には理解が難しい場合があることである。

例えば道徳教育における「別葉」は、学校では当たり前に活用しているが、保護者には理解が

難しいと思う。どういったものかを具体的に示すことも工夫としてあってもいいと思う。

鈴木委員からは、子どもの貧困という話があったが、現在の貧困という状況は昔と比べると見

えにくい形で進んでいるといった指摘がされている。道徳教育とのつながりとして捉えるのは難

しいかもしれないが、子ども一人一人を様々な視点から捉えていく中で、困ってることを見つけ

ていくということが、ひいては子どもにとっての最大の利益となる。また、貧困について子ども

自身が考えていくということが道徳教育につながっていくこととなる。

最後にボランティアについて話があったが、大学などもボランティアや実習について、コロナ

禍により経験ができない状況にある。様々な場面で、人との関わり方について「関わらないよう

に」であるとか、「距離をとるように」といった、これまでの価値観が変わるような言われ方を

されている。広い見方・捉え方をしていく必要がある。

この後、小・中学校の二つのグループに分かれてグループ別協議を行う予定になっている。学

校から紹介いただいた具体的な取組については、この後のグループ協議で、共有していきたいと

思う。全体協議の様々な意見を基にして、より具体的なアイデア等が出されるよう、皆様の協力

をお願いしたい。

４ グループ別協議

(1) 「いのちの教育あったかエリア事業」の各推進地域における取組の情報提供

（大髙聖子委員）※八峰町立峰浜小学校 教諭

・子どもの実態として、素直で優しい心をもつ児童が多い。ボランティア活動に積極的に取り組

んでおり、夏休み前の終業式の際に地域のクリーンアップを、冬休み前の終業式には除雪ボラ

ンティアを予定している。このような取組を子どもたち自らの手で計画させることを通して、

能動的に地域に関わっているという実感をもたせている。

・自己成長実感力を育てることを、全教育活動を通して意図して行っている。そのためには人と

関わる体験活動が大切だと考えている。

・道徳科の実践として、教室の背面に「心のコーナー」を設け、掲示を工夫して行っている。こ

のことを通して、１時間１時間ごとの学びの足跡を残すようにしている。

・課題として、自己有用感の欠如やたくましさに欠けるといった実態がある。これらの課題を解

決するために、この事業を通して以下のことに取り組んでいきたい。

①自分事として、能動的にまちづくりに関わる、という体験を数多くさせていきたい。

②ＩＣＴを活用しながら、活発な学び合いにつなげていきたい。

（菊地天委員）※八峰町立八峰中学校 校長

・小学校と同じように、素直で明るい子どもが多い。

・たくさんの地域の人に見守られていることや子育て支援などの手厚い行政のサポートによって、
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子どもたちには大人に守られている、という実感がある。

・一方で、守られているという実感があるからか、自分で考えて自分で行動する、という姿勢に

欠ける。困難を乗り越えるたくましさを身に付けていってほしいと考えている。困難に負けな

いということはもちろん、よりよい生活、よりよいふるさとを切り拓いていく、ということも

たくましさの一側面であると捉え、子どもたちを育てていきたい。

・事業を活用して、以下の活動を予定している。

①わらび座の演劇鑑賞会

②八峰白神ジオパークの資源を利用した活動

③農業の特産品をＰＲし、事業所の方と協力した商品開発や販売活動

④小中連携「八峰あったか思いやり運動」として行うあいさつ運動や交流活動

・道徳科の授業では、思ったことを相手に伝わるようにわかりやすく伝えることを苦手としてい

る生徒が多いこともあり、堂々と自分の意見を述べるようなことができれば自分の生活にも役

立つ、といったメッセージを送りながら授業を進めていきたい。

（阿部貴彦委員）※にかほ市立金浦小学校 教頭

・子どもらしい明るさと素直さがあり、のびのびと過ごしている、集団登校や縦割り活動などの

異年齢集団の活動を通して、上級生が下級生を思いやって生活している様子が見られる。

・地域の祭典や地域の行事に参加し、「地域の子ども」として積極的に地域に関わっている。

・物事を粘り強くやり遂げる態度や、我慢する心といったような、いわゆるたくましさの育成が

課題である。

・人間関係の固定化により、人間関係がうまくいかなかったときに、どのように軌道修正するか、

といった難しさがある。

・たくましさを身に付けさせるために、以下のような働き掛けをしている。

①身近で適切な課題設定をし、小さな成功体験を積み重ねていくこと。学習や行事のめあてを

立てる際に適切なめあてになるよう、学級担任が指導していく。このことを通して、集団の

中での自己有用感や自信をもたせたい。

②失敗したときの安心体験を基盤にした指導をしていくこと。間違いから学ぶ、といったこと

を子どもたちに伝える一方で、間違っても大丈夫、というメッセージを送り、安心して挑戦

し、粘り強く物事に取り組んでいく気持ちを育みたい。

・命あるものを大切に、という観点からの花植活動はもちろん大切だが、花の管理を通して、自

分のやりたいことを抑えたり、自分の行動を調整したり、といった効果を考えることも重要で

あると考える。花植作業がただの作業とならず、子どもたちに意味を伝えて取り組ませること

ができるよう、教職員と共通理解しながら進めていきたい。

（齋藤るり子委員）※にかほ市立金浦中学校 教諭

・各学年１クラスずつ、全校生徒８１人の学校である。

・固定化された人間関係が大きな課題であり、人間関係に悩みを抱えている生徒もいる。また、

県学習状況調査の自己有用感に関わる質問事項の数値が県平均に比べて低い。たくましさとい

う点では、小学校同様物足りなさを感じているところである。

・いわゆる「中１ギャップ」も見られる。小中連携して取り組んでいかなければならないことだ

と感じている。

・道徳教育に関しては、様々な体験活動が行われているが、その目標は何か、より達成感を味わ

わせるようにするためにはどうしたらいいか、今一度考える必要があると考えている。また、

教科指導や行事への参加などの小中連携は行われているが、道徳教育についても連携を進めて

いくことができれば、と小・中学校の担当間で話し合っているところである。

・現在の生活においては、中学生とＳＮＳは切り離せない関係にあると実感している。ネット利

用に関わる指導も、道徳教育の観点から考えていくことができれば、と考えている。

（小松満委員）※大仙市立横堀小学校 教頭

・全校生徒１０３名、田園地帯にある学校である。子どもたちは明るく、元気で素直である。中

学年の子どもたちは、自分の意見を堂々と述べることができる。上学年の子どもたちは、学習
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規律がしっかりしている。全体的に協力して物事を成し遂げようとする意識が高いと感じてい

る。

・縦割りの活動がたくさん設定されている。下学年の子どもたちが、上学年の子どもたちを手本

として行動しようとしている。

・思いや考えをもっていても、主張をためらってしまう子どもが多い。また、自分のことを自分

で決められない子どもが多い。人間関係の固定化も進んでおり、集団の中における自分の立ち

位置を決めつけてしまっている様子も見られる。

・このような課題を解決するために、事業を通して以下のことに取り組んでいきたい。

①道徳の授業の充実。短時間でも互いの授業を見合う校内研修を行っているが、道徳科の授業

の参観も積極的に行っていきたい。

②体験活動の充実。花の苗植えを行う予定である。９月には、地域の高齢者施設に子どもたち

の手で育てた花を届けたいと考えている。

③小中の共通実践として、職員の合同道徳研修会を予定している。夏休み明けにゲストティー

チャーを招いて道徳の授業を行い、１２月には「いのちの教育」に関わる講演会を行う予定

である。

（伊藤晃委員）※大仙市立仙北中学校 校長

・全校生徒１４０人の学校である。３年間で４０人程度生徒が減少した。

・全体的には素直で真面目な生徒が多い。他の子どもたちとのコミュニケーションが苦手、という

理由で不登校傾向の生徒が多く、心配している。心の弱さ、といった部分が本校の課題である。

・これらの課題を解決するために、以前から学校経営の柱を「学級づくり」としている。学級がも

つ様々な力を「学級力」と捉え、「自分の学級は新たな考えを生み出せるか」「相手を受け入れ

られる学級になっているか」などの８項目の学級力に関わるアンケートを実施している。一人一

人の心の弱さを学級力でカバーしようとする取組である。

・道徳科の授業では、本音で話し合える授業づくりを目指している。

・今回の事業に関わって、取り組んでいることは以下のとおりである。

①園・小・中と地域の連絡協議会を行っている。

②１２月のＰＴＡで全学級で道徳の授業を実施する予定である。また、各学級には道徳コーナー

を設置している。

③「助産師の講演会」など、様々な行事が事業と関わっていることを意識付けるため、「いのち

の教育あったかエリア事業」のコーナーを設置した。

・高校との連携という点では、３年生だけでなく２年生の段階で高校の体験入学を実施しているこ

とが本校の特徴である。

【小学校グループ】

（司会：田口指導主事）※中央教育事務所

(2) 各推進地区の取組に関する意見交換

（司会）

推進校の発表について、感想や質問があればこの後の協議と合わせて話してほしい。

(3) 「生命の尊さ」・「思いやり」を育むために大切にしたい取組

（司会）

「生命の尊さ」と「思いやり」を育むために大切にしたい取組について、社会教育の立場から

何か意見はないか。

（森田委員）

これからはスマホとどう共存していくかを考えなければいけないと思う。手立てとしては、言

葉を用いて活動の切り替わりを意識できるようにしたい。例えば何かをしようという時にも、「○

○さん、何をしましょう」というように、その人の存在感を意識付けられるようにするなど、細

かいことまで考えていかないといけないと思う。

家族でご飯を食べに行っても４人一緒にテーブルに座った時に、全員下を向いていたという話
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を聞いたことがあった。そういった環境で育って大人になっていくことを考えると、スマホの活

用の在り方について気を付けられればよいと思う。

（酒井委員）

情報モラルについては、小学校から教えていく必要があるのではないか。インターネットの情

報には、よいところもあるが悪いところもあるので、小さい頃から教えていくようにする必要が

ある。

子どもを見ると、忍耐力がまだ足りない感じがする。ずっと同じクラスで学年だけが上がって

いくとの話もあった。一小一中だとメンバーが変わらずそのまま小学校から中学校へ上がってい

く。友達の接し方に気を付けるなど、関わり合うことを大事にしていくとよいのではないかと思

う。

（工藤委員）

現代はスマホ社会のイメージが強い。そのため様々な弊害が起こっている。表現する力は高い

と思うが、なかなかそれを使えない現実があるのではないか。いろいろと話を聞いていて疑問に

思ったことがある。「人の役に立ちたい」と考える児童の割合が少ないという話があった。縦割

り学習をなぜ行うのか、また、「生命の尊さ」を育むためになぜ花植えを行うのかというように、

どういう理由で活動を行うかということを子どもたちにも理解させる必要があるのではないか。

（阿部委員）

世代間の交流に意味がある。年齢を超えて互いの立場を考えることにつながる。下級生は上級

生に憧れをもつようになる。上級生は下級生に対してリーダーシップを発揮する中で自分が役に

立っているという意識の育ちにつながっている。活動の意味の理解については確かに子どもたち

に話していく必要があると気付かされた。子どもだけではなく、地域や保護者とも共有していく

ようにしていかないと思ったような成果が得られないかもしれないと思った。

（酒井委員）

昔は学校で動物の飼育の活動を行っており、えさを与えたり、掃除したり、抱いてかわいがっ

たりしていたのがよかった。動物との関わりがあると「生命の尊さ」を育むことにつながると思

う。

（司会）

今はほとんどしているところがない。いろいろな難しさがあるのかもしれない。

（酒井委員）

ペットを飼っている家も多い。そのような生き物との関わりからも「生命の尊さ」を育んでい

くとよいと考える。

（藤島委員）

情報モラル教育について、携帯電話の事業者と連携して情報モラル教室を行っている。実際に

ありそうな事例を子どもたちの視覚に訴える内容で、子どもたちは集中して見ているので、効果

があると考えている。

もし学校の方で情報モラル教室を行いたい場合には地元の警察署の方に話すと対応できると思

う。携帯電話の事業者の講師は仙台から派遣され、東北各地で教室を行っていて多忙なため、早

めに話していただければと思う。

（司会）

小学生でもスマホのトラブルはあるものだろうか。

（藤島委員）

通信機器については、小学校に入る前から、幼稚園、保育園の子どもが親のスマホでゲームを

やったり、知らない間にお金を使ってしまっていたり、あるいはYouTubeをずっと見ている子ど

もが最近増えていると感じる。親が子どもを世話する代わりにスマホを預けているケースもある

ようだが、スマホを取り上げたときに子どもが暴れるケースもある。小学校の時期から情報機器

は近い存在なので、早い段階から危険性などについて指導していく必要があると思う。

（司会）
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人と人との関わりを大事にしていきたい。学校では子ども同士の関わりを、そして社会の方々

との関わる機会を充実させることで、道徳教育の充実につながるのではないか。今後、御協力を

お願いしたい。

【中学校グループ】

（司会：田森指導主事）※北教育事務所

(2)各推進地域の取組に関する意見交換

（司会）

これから、中学校グループの協議を行う。このグループ協議を通して有意義な話合いができる

よう、たくさんの御意見、御感想をお願いする。先ほど６人の皆様から情報提供をしていただい

たが、各推進地域の話を伺って、委員の皆様に御質問や御感想等をお願いする。

（加賀屋委員）

秋田市と状況が違うことは話を伺ってよく分かった。人間関係の固定化など長く付き合えば付

き合うほど、そこの中だけで通用することに傾倒していくと感じている。その中でコミュニケー

ション能力や語彙力の低下など心配に感じている。語彙力の低下は読書量の少なさではないかと

思っている。コミュニケーションの取り方、語彙力、表現力、読書量、どのようにしたら伝わる

のかなど学校としてどのようなことに取り組まれているのか。

（司会）

学校側で取り組んでいることを紹介していただきたい。

（齋藤委員）

読書に関して、年間を通して朝読書を２０分間行っている。図書館の先生が意欲的で、図書の

紹介や各学級に貸し出し図書としてコーナーを設置し、常に教室には図書がある環境になってい

る。生徒の語彙力の低下は実感している。言葉が足りなくて傷つけ合ったり、誤解が生じたりす

ることがある。そのような時は、教師が生徒の間に入る。道徳科の授業や学級活動などでアサー

ションを取り入れ、「こう言ったら、もっとこういうふうに伝わる」など言い方を生徒自身が体

験し、「こう言われた方が傷つかない」、「傷つかないが、自分の主張もしっかり言って相手に理

解してもらう」などを実際に行っている。

（伊藤委員）

大仙市の公民館の図書館では、読書通帳をつくっている。子ども達に持たせて借りると押印さ

れる。５０冊や１００冊の節目で表彰してもらえる。１００冊になると教育長表彰がある。市長

表彰もある。２年程前から取り組んでいる。読書が好きな子どもは取り組めているが、読書の広

がりという面では中学生は忙しいため難しいところもある。朝読書は各学校で取り組んでいるが、

個人差が大きい。子ども達の表現力を育成するため、話す場をつくるということで、様々な場面

を設定している。最近、これまでの取組を改善したことは、各種大会での受賞伝達についてであ

る。以前は賞状を読み上げて渡し、子どもが受け取るのみであった。それを受賞報告会にし、子

どもが賞状を持ち「こんなことを頑張った」「大会でこんなことを感じた」などを話すことがで

きる場にしている。

（加賀屋委員）

YouTubeなどを見ると、きちんとした日本語を使えていないと感じる。思いやりの気持ちという

ところが足りていない。それを打開するために何かできたらいいのではないかと思っている。

（齋藤委員）

にかほ市の取組も紹介したい。コロナ禍で子ども達に何か楽しみを与えたいということで、小

中学生に一人一冊ずつ本のプレゼントがあった。子ども達は本のリストから自分が欲しい本を選

び、プレゼントしてもらった。教育長からのコメント付きの栞も併せて贈られた。

（司会）

次に、各推進地域の取組を更に有効なものにするための工夫・意見等をいただきたい。

（佐藤委員）

「生命の尊さ」・「思いやり」を大切にした取組について知りたい。
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(3)「生命の尊さ」・「思いやり」を育むために大切にしたい取組について

（司会）

次に、「生命の尊さ」・「思いやり」を育むために大切にしたい取組について、御意見をいただ

きたい。各学校では、様々な体験活動等を実施している。それらの取組を紹介し、その体験活動

が県の重点である「生命の尊さ」や「思いやり」を育むこととどのように結び付いていくのか、

またはどのように結び付けていきたいと願っているのかという視点で紹介してほしい。

（菊地委員）

小学校は農業関係、白神ジオパークでの活動、中学校は特産品のＰＲや特産品をつくる商品開

発の活動を行うことで、子ども達は自分たちが生まれ育ったふるさとのよさを発見する。そして、

様々な活動を通して、農家、漁師、ガイド活動をしている方、事業者の方からのアドバイス、お

手伝いをいただきながら世代間交流をしている。自分達のふるさとに誇りをもち、自慢できるも

のをＰＲして町に貢献する。人々とのつながり、触れ合いから「思いやり」「やさしさ」「郷土愛」、

ひいては自分達が関わった老人クラブのお年寄りなどへの思いやりにつながっていく。

（齋藤委員）

家庭科を担当しており、生命の誕生については、授業で取り扱っている。保育士を講師として

招いている。また、家の方に協力を願い、母子手帳を生徒に持ってきてもらっている。それを基

に保健師の方から講話をしてもらい、生徒が自身の育ちについて改めて確かめている。保健体育

科の授業でも取り組んでいる。

（伊藤委員）

「命の大切さ」について考える取組として、助産師を招いての出前講座などは結び付くが、学

校生活の活動の中での取組としては難しい面もあり、「思いやり」や「ふるさと」などと関わり

のある取組が多くなっていると思う。学校では様々な取組がなされている。それが命と関わる取

組であることを整理していくことが大切と考える。

（司会）

学校では、このような願いの下、それぞれの取組を行っていることが委員の皆様には伝わった

と思う。最後に新型コロナウイルス感染症への感染者や濃厚接触者及びその家族、医療関係者等

に対する差別や偏見が問題となっているが、この問題に対して学校や地域社会で取り組んでいる

ことや、今後取り組むべきことについて御意見を伺いたい。

（佐藤委員）

男女共同参画の視点で話をさせていただく。私の胸元に付けているシトラスリボンは、皆さん

ご存じだと思う。子ども達に理解してもらうために、伝えることは大事。差別はいけないなどの

啓発に、このようなグッズを使ってもらえればいい。Ｆ・Ｆ推進員は県内に１００名程いる。Ｆ

・Ｆ推進員は、生命の授業や性被害から自分の体を大事にする、ＳＮＳのトラブル、高校生のデ

ートＤＶなどについての教育ができるように訓練されている。県の未来創造部で行っているが、

活用されていないのがもったいないと感じている。学校の先生方が忙しすぎるため、Ｆ・Ｆ推進

員を活用することにより様々なことが解決されると思う。

（鈴木委員）

「思いやり」の部分での取組について各校から紹介があった。インパクトのある取組がなされ

ていると思った。こちらの視点から「思いやり」を見ると、障がい者との接し方や交流などが直

接的に効果があると考える。特別支援学校とは交流はあるのか。

（伊藤委員）

総合的な学習の時間で介護体験学習や障がい者の方との交流なども行っている。

（大庭委員）

学校での様々な取組について分かった。佐藤委員が述べられたように、私たちもシトラスリボ

ンで差別をしない、偏見をもたないという外側からの教えを自分としても取り組んでいる。

（司会）

本日の御意見等を学校に持ち帰り、今後の活動に生かしてほしい。
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５ まとめ（小池座長）

皆様からの御意見を踏まえて、提言させていただく。

重点目標の「生命の尊さ」・「思いやり」について、各学校で具体的に取り組んでる内容につい

て紹介いただいた。こういった状況の中でやはり「つながる」ということがキーワードであったか

と思う。また、自己と他者をつなぐものとしての「言葉」ということについて、どちらのグループ

でも注目されていた。道徳科の授業では様々な工夫がなされている。しかし、日常の生活の中で、

ＳＮＳの活用により、短い言葉でのやりとりをしていくことが多くなっているように思う。単純化

した言葉で伝えてしまうことで誤解が生まれてしまう。

道徳性を養うということが道徳教育の目標であり、道徳性というのは、「他者と共によりよく生

きるための基盤となる道徳性」と学習指導要領に示されている。自分のこと、他者のこと、様々な

集団やその関係のことを考えていくことが重要である。やはり、言葉の充実が必要となってくる。

言葉の充実には、その基となる体験や体験活動、あるいは経験を積むことが不可欠である。言葉で

表現するにしても、その基本となる体験がなければ言葉は生まれない。様々な体験等を通じて、言

葉にして具体化していくことが道徳を進めていく上では重要となる。

また、道徳科の目標の中に、「道徳的諸価値についての理解を基に」ということが示されている。

道徳が教科化される際に、道徳的価値の押し付けということが批判された。基盤にあるのは「道徳

的諸価値についての理解を基に」ということがグループ別協議の中で話題になった体験活動や言葉

の充実ということともつながってくる。そのためには、学校、地域、家庭において、道徳的価値に

ついての理解を深めていくこと、広げていくことが重要になってくる。本日の協議を踏まえて、今

後の道徳教育の充実のつなげていただきたい。

６ 珍田良浩義務教育課副主幹（兼）班長挨拶

本日は、小池孝範座長をはじめ、各委員の皆様には御多忙中にもかかわらず御出席を賜り、長時

間にわたって御協議いただいたことに心から感謝申し上げる。

本日の協議会の成果については、ただ今、小池座長からまとめていただいたところであるが、本

県が道徳教育において果たすべきことや、道徳教育の推進の方向性について確かな視座を与えてい

ただいたことに、重ねて感謝申し上げる。

本県道徳教育の重点として掲げている「生命の尊さ」「思いやり」については、本協議会で何度

も話題に上ったが、「生命の尊さ」に関わって話をしたい。

先日、児童生徒の自殺者数の記事が新聞に掲載されていた。それによると、令和２年の全国の児

童生徒の自殺者数は前年から１００人以上増の４７９人であり、文部科学省の有識者会議によると、

自殺者の増加は、新型コロナウイルス感染症感染拡大による一斉休校となった６月頃から急増した

とのことであった。新型コロナウイルスの影響が家庭や学校など様々なところに影を落とし、不安

や悩み等を抱えながら、親や先生方に相談できず苦しんでいる子どもたちを生んでいるのではない

かと考えると、たいへん悲しい気持ちになった。本日の皆様の協議を拝聴しながら、改めて学校と

家庭、地域が一つになって「生命の尊さ」を育んでいくことの大切さを実感したところである。

小・中学校の学習指導要領では、道徳教育を進めるに当たり、「人間尊重の精神と生命に対する

畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かす」ことが謳われている。本

日の協議では、人間尊重の精神や生命への畏敬の念を生活の中に「どのように生かすか」というさ

らに一歩踏み込んだ視点に立ち、学校、家庭、地域との連携を充実させ、秋田の子どもたちの道徳

性をより豊かに、より向上させるための具体的な方策を御協議いただいた。

また、いのちの教育あったかエリア事業の推進地域においては、本日の協議で各方面からいただ

いた貴重な御意見や御提言を踏まえ、各校の児童生徒の実態に基づいた様々な活動がこの後展開さ

れていくことを願っている。併せて、県内の各学校が進める今後の道徳教育にも、大きな示唆を与

える取組になることを大いに期待している。

道徳教育は、人が生涯を通じて追求すべき人格形成の根幹に関わるものである。本日の協議を踏

まえ、県教育委員会では、秋田の子どもたちにその基盤を確かに養うことができるよう、今後も道

徳教育の充実を図ってまいりたい。

各委員の皆様におかれては、今後とも本県道徳教育の充実に向けたお力添えをお願い申し上げ、

閉会の挨拶としたい。


