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令和４年度秋田県道徳教育推進協議会

令和４年６月３０日（木）13:30～16:00

１ 稲畑航平義務教育課長挨拶

皆様には本協議会の委員をお引き受けいただき、また、お忙しい中にもかかわらず本日御参集いた

だき、感謝申し上げる。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、能代市教

育委員会、向能代小学校、東雲中学校の皆様におかれては、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。推進地域において実りある事業を進めていただけるよう期待してい

る。

本日の協議会は昭和63年から継続して開催しているものであり、非常に歴史ある、本県の道徳教育

を進めていく上で大きな役割を果たしてきたものである。コロナ禍ではあるが、今年度も協議会の重

要性を鑑み、感染防止対策を十分行った上で開催させていただくこととした。

道徳教育をめぐっては、平成27年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」として授業が実践されている。道徳の教科化は、昭

和33年に道徳の時間が導入されて以来、およそ60年ぶりの抜本的な改革であり、この改正に至るきっ

かけとなったのは、深刻ないじめに道徳教育が対応できているのかという問題提起であった。改正前

に実施されていた道徳の時間は、他教科に比べ軽んじられているという受け止めや、学校や教員によっ

て指導内容や指導方法に温度差があるなどの課題があり、指導方法の改善を図ることが当時の背景で

あった。県教育委員会としては、教科化に伴い、授業において答えが一つではない今日的な課題を子

どもたち一人一人が自分自身の問題として捉え、それに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と共に進めてきている。

また、本県は、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として掲げ続けている。

道徳教育はその中心的な役割を担っていると考えており、県教育委員会が作成する「学校教育の指針」

の中でも、「生命の尊さ」と「思いやり」を全ての校種・学年で重視する内容として取り上げている。

他方で、子どもたちの道徳性を育んでいくためには、学校での指導だけでは十分ではない。家庭や地

域で我々大人がよりよい生き方を求めて試行錯誤し、板挟みの中で苦しみ、反省して、前へ進もうと

する姿を子どもたちに見せながら、更に子どもたちと共に考え、共に語り合うという、家庭や地域で

の実践が非常に重要であると考えている。

本日は様々な分野で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案

をいただき、本県の道徳教育のさらなる充実につなげていきたい。秋田大学の佐藤先生には本協議会

の座長を務めていただき、感謝申し上げる。

本日の会議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申し上げて、私の挨拶とさせ

ていただく。

２ 概要説明（酒井文典指導主事）※義務教育課

(1) 本協議会の趣旨について

各分野で御活躍されている委員の皆様に、本県の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、道徳教育の充実に繋げていきたいと考えている。

(2) 国の動向を踏まえた本県道徳教育の重点について

昭和33年から小・中学校において週１時間行われてきた道徳の時間が、道徳教育の改善を図る

ために「特別の教科 道徳」となり、小学校では平成30年度から、中学校では令和元年度から全

面実施となっている。

昨年度文部科学省が行った「令和３年度道徳教育実施状況調査」の結果が今年４月に公表され

た。そこでは、道徳教育に対する教師の意識の高まり、道徳で学んだことを生活に生かそうとす
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る児童生徒の増加など、学校は概ね非常に高い割合で前向きな変化を認識していることが分かっ

た。一方、「家庭や地域社会からの理解」、「授業公開の機会」という項目は、相対的に低めの割

合となっていることが報告されている。

県教育委員会は、このような国の調査等を踏まえ、秋田県の道徳教育を一層充実させる必要が

あると考えており、「全教職員の共通理解による組織的な道徳教育の充実」と「家庭や地域社会

の連携」の二つを重点事項に掲げ、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ところである。

「生命の尊さ」については、命を大切にしようという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。また、「思いやり」については、他者を温かく受け入れ、進んで人のために

尽くす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。

この後の全体協議とグループ協議では、本県の重点である「生命の尊さ」、「思いやり」を育

むために、それぞれの御立場において、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など、多角

的な視点に立った議論をぜひお願いするところである。

(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」、「命の繋がり」、「人や地域との繋がり」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。

今年の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３年度の本事業の

推進地域は、八峰町立八峰中学校区、にかほ市立金浦中学校区、大仙市立仙北中学校区であった。

掲載されている内容は、各推進地域で行ったほんの一部の活動であり、他にも多くの体験活動が

行われている。今後も本事業について、広く情報を発信していきたい。

(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～家庭や地域社会と共に育む『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し、皆様から

の御意見を基に、本県の道徳教育のさらなる充実を図って参りたいと考えている。本日は活発な

協議会になるよう、忌憚のない御意見をいただければ幸いである。

３ 全体協議

（佐藤修司座長）※秋田大学教育文化学部大学院教育学研究科教授

年に１回の貴重な機会であるので、ぜひ、いろいろな意見を出していただきたい。協議題として、

(1) にあるように、秋田県の児童生徒の実態や道徳教育について、自分自身の子ども時代のことや、

親としてあるいは今の立場から見てどのようなことを考えられるのかを、最初にそれぞれお話しいた

だきたい。そのあと (2) で、学校で進められている道徳教育について、各教育事務所の指導主事から

道徳の授業の様子や児童生徒の姿について説明をいただき、そのことに対する御質問や御意見を伺う。

その後にグループ別協議を行うという流れになるので、御協力をお願いする。

それではまず、本県の児童生徒の実態及び道徳教育について、それぞれの課から御説明いただく。

（酒井文典指導主事）※義務教育課

「特別の教科 道徳」では、教科書を活用して週１時間授業を行い、評価も行うこととなった。学

習指導要領に示されている内容項目は、小学校では発達段階に応じて19から22項目、中学校では22項

目の全てを授業で取り扱い、適切に指導していくこととなった。どの内容項目を重視して道徳教育を
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進めるかについては、各学校の実情に合わせて進められることとなっている。

続いて、本県児童生徒の道徳性についてお話しする。資料は、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３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５点を示しているが、本県の児童生徒の

特徴２点についてお話しする。

１点目は、質問番号８の「地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか」に

対して、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と回答している児童生徒が、全国と比較し

て小学校が15ポイント以上、中学校が18ポイント以上も高いという点である。各学校が工夫して学習

活動を行い、地域社会の創り手としての意識が高まっているものと考える。

２点目は、「話し合う」という観点で共通した質問番号10と11についてである。学級会や道徳科の

授業で話合いが活発に行われ、互いのよさを生かして、自分の考えを深める学習活動が行われている

ことが分かる。

このように、全国と比べて、本県の児童生徒は高い道徳性を有していることが、本県の大きな強み

であると考える。今後は、家庭や地域と連携することで、子どもたち一人一人の道徳性をさらに高め

ていきたいと考えている。

（武石郁子主任指導主事）※幼保推進課

乳幼児期の子どもたちは、人、もの、ことといった、周囲の様々な環境と関わりながら育っていく。

遊びを通して、無自覚ではあるが、道徳性を学ぶ機会が散りばめられている。朝や帰りの挨拶、あり

がとうの挨拶、物の貸し借り、片付け、着替え、集団での活動などである。

幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園の要領や指針の中に、「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」として、10の姿が明記されている。その中に、道徳性、規範意識の芽生えが示されており、

「友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、

友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性

が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりす

るようになる。」とある。

自分の言葉、思いをうまく言葉で伝えることができない１、２、３歳児ごろの子どもたちにおいて、

物を取ったり、叩いたりすることがよくある。「貸して。」、「いいよ。」という言葉だけを保育者が教

えることが大事なのではなく、使っていた子どもには、「自分のだもんね。大切だもんね。貸したく

なかったね。」、奪おうとした子どもには、「楽しそうだもんね。使ってみたかったね。」と、その子

どもの気持ちに寄り添う保育者の関わりが大切だと思っている。「大丈夫、その気持ち、ちゃんと分

かるよ。」というメッセージを伝えること、愛情豊かで応答的な保育が必要になるということである。

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中に、自然との関わり、生命尊重ということも

示されている。「身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植

物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。」

と、明記されている。自分が見付けてつかまえた小さなアオガエルを手で握り続け、「カエルさん、

一緒に遊ぼう、あっちに行こう。」と話し掛けたりなでたりする子どもの姿、虫かごいっぱいにトン

ボをつかまえて、「たくさんお友達ができてよかったね。」とトンボに声をかける姿がある。その姿

に保育者が「かわいそう。逃がしてあげよう。」と促す場面もある。命の尊さを伝えることが難しい

と、保育者からの声を聞くこともある。身近な小さな生き物と関わる経験を積み重ねていくことを通

して、命について少しずつ理解していくことが大切だということを伝えている。

乳幼児期においては、家庭や地域において、無条件に愛される自分や大切な自分を感じられる大人

の関わりが大事であると強く感じている。

（工藤智史指導主事）※特別支援教育課

県内にある分校も含めた特別支援学校14校のうち、視覚に障害のある児童生徒の通う視覚支援学校、

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秋田きらり支援学校に

おいては、知的に遅れのない児童生徒も在籍している。その児童生徒は、小・中学校と同様の教育課

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、全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
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に対しては、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ので、発達

段階や障害特性などの個々の実態把握に基づいて、目指す姿を明確にし、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、道徳教育の全体計画を作成して、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、家庭や地域社会と連携して取り組んでいる。特に、地域社会との連携において

は、地域の清掃活動や除雪、防犯の呼びかけ、幼児のための遊具の寄贈など、地域の方から感謝され

る様々な経験を積み重ねることで、人のために役立とうという気持ちを育んだり、社会生活で必要な

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たりしているところである。

（近藤俊春指導主事）※高校教育課

高等学校における道徳教育についてであるが、道徳科の授業がないため、あくまでも教育活動全体

を通じて道徳性を育成するということとなっている。各高等学校において、実態に応じた道徳教育を

行うために、平成31年度から道徳教育推進教師が任命されている。また、道徳教育推進委員会が中心

となり、学校全体で人間としての在り方や生き方を深く考えることができるよう指導に当たっている。

あらゆる教育活動に道徳の内容を含んでいるため、学校で道徳教育全体計画を作成し、各分野の結び

付きの明瞭化を図っている。なかでも、総合的な探究の時間や、公民科の新しい科目「公共」、ボラ

ンティア活動などは、道徳教育の中でも中心的な活動として位置付けられている。

次に、本県高校生の実態と取組について説明する。ボランティア活動の内容については、除雪や読

み聞かせが中心となり、種類は多岐にわたっている。新型コロナウイルス感染症の影響で、数として

は一時的に少なくなっているが、収束の方向になれば、今後また以前のように活発なものとなって、

道徳性を育成する機会が増えるものと考えられる。

また、高校生はほぼ全ての生徒がスマートフォンを所有している。毎年の調査によると、所持率は

99％前後で推移している。令和３年度からは、生徒１人１台タブレット端末の運用が開始されており、

インターネット、特にＳＮＳとの適切な関わり方、情報モラルの育成が今後ますます重要になってい

くものと思われる。

最後に、課題についてである。課題の一つ目として、様々な場面での道徳的実践力を高めること、

身に付けさせる方法の工夫が挙げられる。二つ目として、中学校や地域との連携に基づいた、一貫し

た指導体制の工夫が挙げられる。

最後に、補足になるが、先ほどスマートフォンの所有について話したが、フィルタリングの実施率

は52.8％となっている。学校ごとの調査によると、100％という学校もあれば9％という学校もあり、

学校によりかなり差がある。生徒、保護者、特に保護者にフィルタリングの必要性の周知等をしてい

く必要がある。使用を制限させるという指導ではなく、これまで以上に態度や心構えを指導する必要

があると考えている。

（佐藤座長）

それでは各委員から、御報告のあったことについての感想や質問も含めて、御立場からの発言とい

うことだけでなく、家庭や地域、御自身の経験からも発言をお願いする。

（伊藤康仁委員）※秋田魁新報社会部次長

道徳に関しては、新聞社として普段の取組の中ではなかなか見当たらず、私個人の体験から話させ

てもらえればと思う。子どもが小学校に通っており、たまに学校の様子を見る機会があるが、高学年

の子どもたちが１年生の面倒を見ながら遊んだりしている姿を見て、自分が小学生だった頃の30数年

前とは違いがあるように感じる。今、みなさんの説明を聞いて、学校等が「思いやり」などに重点を

置いて指導していることの結果として、高学年の子どもたちが１年生の面倒を見るような光景が広

がっているのではないかと思った。

学校がそのように一生懸命取り組まれている一方で、家庭でのことを考えると、道徳が「特別の教

科 道徳」になったことを把握はしていて、道徳が生きる力の基盤になるということも自分としては

分かっているつもりだが、親としてこの子どもたちにどうやってそれを教えていけばよいのか、なか

なか答えが見付からない。まして、子どもがだんだん成長し、「どうしてそうなの？」と尋ねられる

と、明確に正解を示せないというところに悩みをもっている。学校と連携していく中で、親も学べる

機会があればありがたい。
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我々も取材をしていると、地域にはいろいろな団体で活動されている方もいれば、御自分で目立た

ないけれども様々な活動をしている方もいて、そのような人たちから子どもたちが学んでいける仕組

みや仕掛けができればよいと日々思っていた。そのようなことがあれば教えていただければと思う。

（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

ＳＮＳでもスマートフォンのことでも、大人より子どもの方がよく知っているという時代になって

きた。一方で、少子化の問題があり、子どもたちがどんどん少なくなっていて、学校統合なども進ん

でいる。そういう時代背景の中で、中学生を対象にした非行・被害防止の事業の一つとして標語コン

クールを行っている。県内の中学生は約2万1,000人いるが、今回の応募数は2,586で、非常に鋭い感

覚で書かれている標語がたくさんある。特に、情報モラル、スマートフォンについては、相手を思い

やる内容の標語、いじめの問題についても同様の標語がたくさんある。子どもたちは学校で友達と触

れ合ったり先生から指導を受けたりして、いろいろな場面でモラルや命のことなどについて考え、そ

れぞれの意思ができていくのではないかと思っている。

地域や家庭という面から、今回、「いのちの教育あったかエリア事業」のモデル地区である東雲中

学校区の委員の方々の意見も聞きたいのだが、モデルに指定されたことによって、その地域で関心が

高まることはよいことだと思う。学校にとどまらず、地域や家庭に広がっていってくれればよい。

小さいときから命を大事にする、思いやりをもつなどは、道徳的に一番必要なことであり、大切な

ことである。子どもたちが減少している中であるが、各段階の道徳教育の中で、学び、体験していく

ということの大切さを重要視していくことが最もよいと感じている。

（森田千技子委員）※秋田県生涯学習奨励員協議会会長

先ほど、幼保から高校までのお話を聞きながら、一家庭でも持て余すようなことを、各学校で大変

御苦労しながら指導されており、道徳性をどのようにして子どもたちに身に付けさせていくかという

ことが、それぞれの与えられた使命、課題であると感じた。

この６月に感じたことが三つあった。一つ目は、地元の事業だったが、例年行われている運動会が

人手不足、子ども不足で、交流会という形になった。この変更もやはり、現状を踏まえたいろいろな

問題が重なっているからだろうと思う。

二つ目は、ロシアのウクライナへの侵攻だが、このことについて、学校現場、あるいは家庭の中で、

子どもたちから問われたときに、命の大切さについてどのように答えているのかということがすごく

気になった。テレビで、「プーチンがもっと賢くなって、早く戦争が終わってくれればいいと思いま

す。」と、ウクライナから避難してきた10歳くらいの子どもがインタビューに答えているのを見て、

非常に驚いた。胸を締め付けられるような思いになった。子どもたちがそのような価値感をもってい

るということに関して、非常に驚きがあった。

三つ目は、昨日、グミや梅、ブルーベリーなどがたくさん生っているガーデンにお邪魔をした。グ

ミがたくさん生っていて、私は声が出ないほど感動し、つい食べてしまったのだが、これはグミを食

べたという原風景が私の中にあるからである。これを私は子どもたちにもぜひ体験してもらいたいと

思い、ある保育園に話したが、反応は薄かった。なぜなら、おそらく、グミを食べた、あるいはスグ

リやイチジクを実際に木から取って食べたというその原風景、原体験が、保育園の方々になかったか

らではないかと思う。このような、写真では伝わらない感情を子どもたちに伝え、育てていきたいと

思っている。五感をフルに使う体験が子どもたちに不足しており、少子化により共同体験や共有時間

もなくなっている。不足すら感じないまま成長していくと思う。私たちは経験しているので、それら

が不足していると感じるが、子どもたちは感じないままに生きていくのだろうと思う。そのような価

値観の形成は、大人になる前にやるのがよい。それは一家庭では難しいだろうし、一地域でも難しい

かもしれない。周りでどう支援していくのかが大事だと思う。

（加賀屋久人委員）※秋田県ＰＴＡ連合会会長、秋田市立山王中学校ＰＴＡ会長

コロナ禍のため、保護者が学校に立ち入ることが難しくなった。学校運営協議会も開催できないこ

とがあったり、授業も参観できなかったりするなど、学校との関わりがだいぶ薄くなっている。その

ため、道徳教育がどのような形で行われているのかについては、目に見えての実感はない。ただ、学

校のお便りなどに、例えば「命の山王」というような言葉が出てくるなど、学校が道徳教育に取り組

まれていることは感じている。
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私は小学校と中学校を通して８年目のＰＴＡ会長であるが、子どもたちに「将来どういう仕事をし

たいか。」と聞くと、「人のためになる仕事をしたい。」という答えはすごく多い。これは学校教育の

賜であろう。漠然としているので、何をしたいのかという話ではないのだが、そういう発言が出てく

るというのは、非常によいことだと思っている。

私は町内会長も４年ほど務めており、先ほど「地域のことを考えている子どもが多い。」という調

査結果が出ていたが、子どもたちと地域との関わりが極端に薄くなっているという実感がある。地域

のことを子どもたちが考えているということは本当にあるのか、と不思議に思っている。今は、町内

会の名簿も作らせてもらえない。個人情報だから住所を教えたくない、連絡先を教えたくない、誰が

どこに住んでいるのかも分からないのが地域の実態だ。子どもたちが地域のことを考えているという

調査結果は、とても気になるところではある。

また、私は幼稚園、保育園を経営しているので、子どもたちに規範意識であるとか、道徳的な部分

についてどのようなことをしたらよいのか、ということを常に考えている。子どもとの関わりについ

て、先生たちが討論したり研究したりしているが、10年ぐらい前までは小学校の先生から、「学校は

勉強を教えるところなので、生活態度は幼稚園、保育園でしっかり指導してきてください。」と言わ

れていたが、最近言われなくなってきたと感じている。

（代理出席 髙堂清世）※秋田県警察本部生活安全部人身安全課少年サポート係長（池田委員代理）

少年非行の傾向や規範意識、ＳＮＳに関連した被害防止についてお話しさせていただく。

まず初めに、少年非行の傾向についてである。令和４年５月末現在、本県で非行少年として検挙補

導された少年は38人で、前年同期に比べて４人増加している。このうち、高校生が10人、中学生が12

人、小学生が９人となっている。罪種別では、窃盗が15人で一番多く、刑法犯全体で39.5％、約４割

を占めている。窃盗のうち、万引きが10人だった。また、喫煙や深夜徘徊などの不良行為で補導され

た少年は203人で、前年に比べて５人増加している。内訳は、多い順に深夜徘徊64人、粗暴行為26人、

家出25人となっている。不良行為少年の学校種別では、高校生が106人で最も多く、中学生は42人、

小学生は14人だった。数は多くないが、ネットに面白半分で書き込むトラブルによる不健全娯楽で補

導される場合や、家族のクレジットカードを勝手に使用してゲームに課金をした金品持ち出し、ツイ

ッターやＳＮＳで知り合った人と会うための家出など、インターネットを使用した不良行為少年がと

ても気になるところである。そのほか、児童買春や児童ポルノ法、県の青少年育成条例違反など、Ｓ

ＮＳを通じて児童生徒が被害に遭うケースも後を絶たない。

警察では、これらの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、犯罪の取り締まり

を推進する一方、未然防止にも重点を置いており、ＳＮＳ上における児童の性被害につながる恐れの

ある不適切な書き込みに対しては注意喚起のメッセージを投稿し、広報用のポスターを一つ一つにタ

グ付けしている。ＳＮＳ等のインターネット利用については、その特性や危険性について正しく理解

し、適切に判断し、それを正しく運用する能力を身に付けてもらうインターネットリテラシーが最も

大切なことであり、警察では学校からの要請を受けて警察職員を学校に派遣し、情報モラル教室を開

催している。さらに、保護者においても、子どもが利用するＳＮＳの実態や危険性を理解することが

できるように、ＰＴＡなどの機会を活用させていただき、保護者向けの教室も開催している。先ほど、

加賀屋委員から、なかなか保護者が学校に行けない状況であるというお話があったが、若干回数は減っ

ているものの、学校の状況や様子を見ながら、警察に依頼をしてくださる学校もまだまだ多くある。

警察では、平成30年にＮＴＴドコモと、令和元年にＫＤＤＩと、それぞれ協定を結んでおり、警察と

の共同によるスマホ・ケータイ安全教室を運用させていただいている。子どもと一緒に家庭でルール

を決め、それぞれの家庭で指導することができるよう、今後も学校と連携を取りながら実施していき

たい。

ただいま紹介した情報モラル教室の開催以外にも、非行防止教室や犯罪被害防止教室、薬物乱用防

止教室など、自分の身を守るために覚えておきたいことや、法律違反とはどのような行為かなど、そ

れぞれの分野から規範意識の向上を図るための教室も開催している。令和３年度、学校におけるこれ

ら全ての教室の実施回数は448回であった。今後も学校と連携を取りながら実施していきたい。

最後に、非行少年等の立ち直り支援についてお話しさせていただく。非行や犯罪被害に巻き込まれ、

立ち直りに問題を抱える少年に対して、警察ではスポーツ活動、農業体験、調理体験、陶芸体験、学



- 7 -

習支援等、様々な活動を行っている。対象少年のみならず、保護者も可能であれば一緒に参加しても

らい、関係機関やボランティア、少年と年齢が近い大学生少年サポーターと一緒にこれらの活動に取

り組み、家族関係の修復や、自分の力で立ち直る力を付けるきっかけとなるように推進している。活

動を始める前は、言葉数も少なく、親子の会話もなく、ムスッとした状態で参加していたものが、終

わる頃には、初めて会った大学生少年サポーターとの会話も弾み、ボランティアに笑顔で手を振り、

「ありがとう。」「またね。」などの言葉掛けもあり、社会の一員としての自覚を育むことに繋がって

いる。少年の規範意識を高める活動として、今これらの活動に特に力を入れているところである。

（鈴木央司委員）※秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課主幹兼班長

地域・家庭福祉課では、道徳教育に関連して、本課で作成した『福祉教育副読本』、子どもの貧困

というキーワードに沿って対応していただいている「秋田子ども応援ネットワーク」のチラシを本日

配布させていただいている。

副読本は、小学校３、４年生を対象に作成しており、およそ９割の学校で授業中にお使いいただい

ている。福祉について理解し、人のためになる仕事、人に直接接する仕事である福祉の仕事に就いて

いただきたいという思いから、福祉教育副読本を作成しているが、残念ながら、特に介護職の現場は

人手不足の状況は変わっていない。どのように改善していったらよいのかを、地道に、小学生、中学

生、高校生に向けていろいろと対応はさせていただいているところだが、それでもなお求人が多い状

況であり、道徳教育とどう関わらせていけば改善していけるのか、少しでもお話を伺えればと思って

いる。

もう一つお配りさせていただいたチラシのあきた子ども応援ネットワークは、秋田県社会福祉協議

会で取り組んでいただいているものである。簡単に申し上げると、子どもの貧困に対策を講じている

団体が集まり、ネットワークを作っている。そのホームページを立ち上げて、それぞれの活動を持ち

寄り、連携できるところは連携して、お互いに助け合いながら子どもを応援し、その地域でできるこ

とを行っていただいている。当初立ち上げたときは26団体だったが、今現在は44まで増えてきている。

学校にはこれらの団体の認知をしていただき、もし気になる子どもがいればこのネットワークについ

て御紹介いただきたい。

（近江賢治委員）※秋田県あきた未来創造部あきた未来戦略課政策監

あきた未来戦略課では、秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例を担当しており、今年の４月１

日から施行している。これは、県民が安心して暮らすことができ、かつ寛容で持続的に発展すること

ができる社会を目指すというものである。その第３条で、行動規範や理念として、様々な理由による

差別や、優越的な関係を背景とした不当な要求などをしてはならないことを定めている。この条例を

策定するに当たって、有識者会議では差別等の主な原因は、無意識の思い込みや理解不足にあるとい

うことから、子どもの頃からの教育が重要であるとの意見をいただいている。

それに関連して、先ほどの道徳の内容項目について、主にＢの相互理解、寛容、Ｃの公正、公平、

社会正義について説明があったが、学校現場では、きちんと取り組んでいただいていると思う。引き

続き、このことについては本条例との関係で御指導をよろしくお願いしたい。

（古畑範行委員）※秋田県あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課主幹兼班長

次世代・女性活躍支援課では、小学校・中学校・高校に、『考えよう ふるさと秋田とわたしの未

来』という副読本を作成し、配布している。

差別の問題に関わって、最近ＬＧＢＴについての講演を聞く機会があり、その中で、ＬＧＢＴは性

的マイノリティだが、誰もがマイノリティな部分をもっているという話があった。ＬＧＢＴの方とい

うのは実際は約８％いて、これは大体クラスに１人か２人という計算になるという話だったのだが、

例えば血液型でいうとＡＢ型の方、左利きの方、これが大体それぐらいの数字に当たるということで

あった。これは、決して少ない数字ではないと思う。講師の方が言うには、自分らしさについて当事

者は苦しんでいることが多く、いつかそれに気付いて、カミングアウトするときが来る。その時に、

聞く側の態度、姿勢が非常に大事になってくるという話もあった。

県では今年からパートナーシップ制度を始めており、申請が来たときに気を付けなければいけない

のが、「アウティング」と言われる、本人の同意がない暴露である。例えば、何気なく話してしまっ

ている「あの人こうなんだよね。」などという話は、非常に気を付けなければいけない。もし学校の
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現場などで生徒が「僕、実は…。」という話になった場合、あるいは家庭の中で自分の子どもが「実

はこうなんだ。」というような話になった場合に、どのような対応をしていかなければいけないのか

を考えさせられたところである。

性的マイノリティー、ＬＧＢＴという言葉が身近になったが、学校現場においては職員室にも必ず

１人か２人はいらっしゃるはずであると講師の方は言っていた。

差別に関する問題は、小さいときから啓発、教育していかなければいけないことである。我々大人

でも差別的なことを無意識に言ってしまう場合もあるので、しっかりと啓発、教育していっていただ

きたいと感じている。

（佐藤座長）

それでは、学校で進められている道徳教育について、各教育事務所の指導主事からお願いしたい。

（佐藤孝子指導主事）※北教育事務所

県北地区の各学校の取組について説明する。

まず、全教育活動の中で行われる道徳教育としては、各校で特色ある取組が総合的な学習の時間や

特別活動の時間等で行われている。地域との結び付きが強い学校も多く、地域の人材や保護者などの

協力を得ながら、様々な体験活動が推進され、道徳教育と関連させている。

道徳科の授業では、このような体験活動との関連を図った授業過程が多く見られ、例えば児童生徒

が体験を想起しながら考えたり、授業での学びを今度は体験活動に関連させたりして、教育的効果を

上げるなどしている。

昨年度、県北地区では18校の道徳科の授業を見せていただき、「考え、議論する道徳」を意識して

進められていると感じた。どの授業でも必ず児童生徒が自分の考えをもち、互いに交流して、様々な

視点から考えを深めていくという過程を大切にしていた。また、子どもたちも話合いにとても意欲的

に参加していた。加えて、ＩＣＴの活用も見られるようになり、１人に１台配付されているタブレッ

ト端末を使って、それぞれの意見を全体で共有したり、多面的・多角的に児童生徒が考えたりするこ

とで、児童生徒が思考を深めているという授業も増えている。

北管内では、今年度の重点として、児童生徒が道徳的価値の理解に基づき、自分との関わりについ

ての考えを深めることができるよう、これまでの自分を振り返ったり、今後の生き方について考えた

りといった場面を大事にしてほしいとお願いしている。学校はそのような活動を意識はしているもの

の、ここが一番難しく、悩みが多い部分でもあるので、学校訪問などを通して先生方と一緒に考えて

いきたい。

（佐藤高行指導主事）※中央教育事務所

中央地区の道徳科の授業の様子について紹介する。

道徳科の授業では、ねらいとする道徳的価値について、子どもが自分のこととして考えるための手

立てが様々に工夫されている。例えば、学ぶ楽しさや目標をもつことに関するアンケート結果を共有

し、その大切さについて考えたり、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

動を導入部に位置付けた授業があった。このような取組により、子どもがねらいとする道徳的価値に

向き合う素地が形成され、より深く思考する子どもの姿が引き出されていた。また、読み物資料を用

いた授業を行う際に、主人公の心情を読み取るだけで終わらないように、授業の展開部において、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、資料中のセ

リフ、例えば「ごめんなさい。」、「いいよ。」といったセリフを実際にやりとりして、その後に自分

なりの一言を付け加えたり、登場人物になりきって即興的に心情を伝えたりする取組があった。「ブ

ランコ乗りとピエロ」という読み物では、相手を憎む気持ちが消えたと語るピエロになりきって、そ

の理由を代弁する活動などが設定されていた。この即興的に紡がれた言葉には、話し手の道徳性が如

実に反映される。そのため、子どもたちは無自覚だった自分の道徳性を改めて見つめ直したり、友達

の感じ方や物事の捉え方、いわゆる心の物差しに触れて、新しい気付きがもたらされたりすることが

期待できる。

道徳科の授業では、自分を見つめることや、他者から学ぶことが大切であるが、教師自身も自分の

心の物差しを開示して、いわゆる“teach”よりも“catch”の姿勢で、子どもと一緒になって考える
ことが大切だと考える。終着駅はあるけれども、子ども一人一人が到着するプラットホームは異なる
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ということを心に留め、子ども一人一人が納得解を見いだすことのできる道徳科の授業づくりについ

て、今後も、学校訪問等で伝えていきたい。

中央管内では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮しながらも、今年度はＰＴＡ授業参観の

際に全学級で道徳科の授業を提示するなど、家庭、地域と連携しながら、一体となって道徳教育を進

める意識が高まっている。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。

（小坂浩一指導主事）※南教育事務所雄勝出張所

道徳教育は、学校の全教育活動の中で進められている。朝学校に行くと挨拶をする、掃除をする、

給食を食べるなど、全てが道徳教育に結び付いているが、そのことを意識して進めることが大切であ

る。例えば体育祭を行う際に、協力の大切さを事前に示し、終わってからそれを振り返らせることに

よって、道徳教育との結び付きをもたせている学校もある。

道徳科の授業は、事前に子どもたちの実態を把握した上で授業が進められている。具体的には、事

前にアンケート調査を実施し、それを掲示して共有する。それから、授業の内容と関連する学校行事

の様子を写真で示してから本時に入る。また、普段の学校の生活の様子、例えば掃除の様子や給食の

様子を示してから本時に入る。これらにより、子どもたちは本時の学習に意欲的に取り組み、自分と

の関わりで考えることができるようになる。

加えて、例えばきまりを守ることや思いやりをもつことは小学校１年生から中学校３年生まである

程度分かっているが、普段の生活でなかなかそれを実行できない自分がいる。自己理解を促し、その

上で「本当の思いやりとはどんなものなのだろう。」という価値に迫る授業も見られるようになって

きている。

一方で、発問の内容に吟味が足りず、本来のねらいからずれてしまったり、子どもたちのよい発言

を取り上げないがために、深まりがなかなか見られなかったりする授業もある。これらは、今後の課

題としていきたい。

ＩＣＴの活用に関しては、これまでは自分の思いを短冊に書いて黒板に貼ったりしていたことが、

ＩＣＴを使うことによって効率的に一目で見られるようになった。ＩＣＴの活用は非常に増えてきて

いる。

先ほど中央教育事務所からも紹介があったが、全校ＰＴＡで全ての学級で道徳科の授業を実施した

という学校もあった。また、ゲストティーチャーとして弁護士を招いた授業もあった。ゲストティー

チャーを招く場合、授業の最後に説話という形で活用することが多いが、その弁護士は授業の途中で

も「今の発言についてあなたはこう考えているの？」と積極的に加わり、それにより子どもたちがそ

の価値について深く考えることができていた。

このような好事例を学校訪問で積極的に発信していきたい。

（佐藤座長）

これまでの説明に何か御質問はあるか。御意見、御感想等を聞いていると、いくつかまとめるのは

難しいが、一つは地域や家庭との連携の在り方が問われているということである。もちろん、進んで

いるところは、連携が取れているということかと思うが、そういった中でも、結び付けていない家庭

や地域の一部というのは必ず存在するわけであるし、そのような保護者や地域の悩みにどう寄り添う

のかということが課題かと思う。少子化や個人情報等のこともあり、地域の繋がりがどんどん薄くなっ

ている。その中で、それをどう回復して、また、学校とどう協力するのかということは、今、大きな

課題なのではないかと思う。学校の行事も働き方改革で削減されているところもあるかと思うが、そ

こは課題であるということである。

二つ目は、福祉であるとか、病気であるとか、障害であるとか、性的なものも含めた多様性との関

わりで、そのようなことに対する子どもたちの意識や認識をどう高めていくのかということも出たの

ではないかと思う。

三つ目は、情報化に関わるところかと思う。ＧＩＧＡスクールなどでタブレットが配付されて、道

徳の授業自体も変わってきているということのプラスの側面と、犯罪に巻き込まれたり、いじめに結

び付いたりというマイナスの側面をどうしていくのかということも出されたかと思う。

その他に、ウクライナへの侵攻の問題が子どもたちにどのような影響を与えているのか、それを学
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校でどう扱うのかということも、非常に大きな課題だろうと思う。子どもたちや住民が犠牲になって

いるというニュースに接すると、子どもたち自身も落ち込んだり、逆に自殺を誘発したりするという

こともありえないではない。それにプラスして、コロナ禍の影響を受けてきた子どもたちをどう支え

ていくのかといったことも課題になると思う。

このような点も含めて、グループ協議では「いのちの教育あったかエリア事業」をどのように展開

していくのかについて協議していただければと思う。

４ グループ別協議

(1) 「いのちの教育あったかエリア事業」の推進地域における取組の情報提供

（大山祐子委員）※能代市教育委員会指導主事

今年度、東雲中学校区で、いのちの教育あったかエリア事業を展開させていただいている。

児童生徒の実態としては、明るく元気で、日々の授業や様々な行事に積極的に取り組んでいる一

方で、家庭環境が多様化し、生活習慣の乱れや不登校児童生徒の増加など、それに起因すると思わ

れる課題が顕在化しており、より一層地域と一体となって道徳教育を推進していく必要があると考

えている。昨年度の県学習状況調査の質問紙では、小・中学校ともに「自分にはよいところがある

と思う」という項目と、小学校での「将来の目標をもっている」という項目で、肯定的な意見の割

合がやや低いという結果であった。小学校は４校が統合して３年目、中学校は２校が統合して４年

目となるが、特に中学校は、他校からの入学者もほぼいない状態で、小学校から同じ顔ぶれである。

新しい人間関係を築くことが難しいという状況があり、自己有用感の醸成が課題の一つである。

今年度、向能代小学校では、「かがやけ！みんなのいのち」、副題として「ふれる・守る・思い

やる」、東雲中学校は「つながりの中で生きる」、副題として「他者とのよりよい関わりを目指し

て」というテーマを掲げて、実践している。地域との連携や地域人材の活用に関しては、小学校は

クリーンアップや花壇整備作業、昔の遊び、地域交流活動、白神ねぎ定植活動、ねぎフェスティバ

ルへの参加などがあり、中学校は、学校の伝統的な行事として雪中綱引き、除雪ボランティアなど

取組を行う予定である。小・中学校合同のものとしては、合同演奏会を行うことになっている。

「生命の尊さ」・「思いやり」を育む体験活動に関しては、小学校は県警による命の大切さ学習

教室、助産師による命の学習、中学校は、保育実習や命の授業が行われる予定である。また、命の

授業に関して、道徳科の授業を小・中学校の授業交流会として行う。

（松山淑子委員）※能代市立向能代小学校教諭（道徳教育推進教師）

先ほど大山指導主事から説明があった通り、明るく活発で素直な子どもが多く、いろいろな行事

や学習に進んで取り組む子どもたちである。素直で、教師の仕掛けにすぐ乗ってきて、目を輝かせ

る子どもたちが多いように感じる。

４校が統合して３年目になる。１年目のときからいろいろ心配はしていたが、子どもたち同士の

関わりはスムーズで、良好であると思っている。課題としては、子どもたちの経験値が乏しいこと

に伴って、表現力が低かったり、いろいろな人との関わりという面では積極性が足りなかったりす

ることが挙げられる。

道徳科の授業においては、意欲は大変高いと思う。しかし、実践力となると課題が残る。アンケ

ートをとると、「きまりを守っている」という項目や「自分にはよいところがある」という項目が、

高学年に行けば行くほど低い。それらを解決する取組としては、まずは、道徳科の授業改善であろ

うと思っている。明日、授業参観があるが、本校ではＰＴＡなどの際に道徳科の授業を行う教師が

とても多い。また、校長先生をはじめ学年のお便りなどでも道徳科の授業やいろいろな体験活動に

ついてお知らせしている。また、統合で広がった地域の素材を生かして、「いのち★かがやきプロ

ジェクト」と銘打ち、人やものを生かした体験活動を積極的に行っている。活動する前の目的意識、

終わってからの事後指導、価値付けが大事であると思っている。

（安部晃幸委員）※能代市立東雲中学校教頭

本校は「自主開拓」を校訓に、生徒の笑顔・元気・活力あふれる学校づくりを目指している。校

訓にある通り、開拓の地域であり、昔から住んでいる方も少なく、そういった意味で地域の伝統芸

能などもなく、正直なところ地域との繋がりという点では、能代市の他の地域と比べると薄いと感
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じている。

学校独自で命に関するアンケートを６月中旬に実施した。命を「人としての生き方」と捉え、生

命尊重だけではなく、思いやり、自己有用感、参画意識の醸成をねらいとした内容のアンケートで

ある。大方、概ね良好だったが、相対的に見た時に「自分のよさを伸ばす」や「将来の生き方につ

いての目標、具体的な目標をもっているか」という項目においては、他の回答に比べると、否定的

なものが多かった。

今年度、生徒数が40名減った。この後も減少していく傾向にあるが、小学校で固定化された人間

関係のまま上がってきて、新しい人間関係がなかなか築けないことが、自己有用感が高まっていか

ない課題の一つであると感じている。また、家庭、地域との関わりも希薄である。このようなこと

から、体験活動や集会活動を充実させ、道徳の授業によって深化・統合を図っていくこと、そして

異世代や異校種との交流を通して、自己有用感の高まり、人間関係能力の育成を図ることをねらい

として、テーマを「つながりの中で生きる ～他者とのよりよい関わりを目指して～」に決めた。

目指す生徒像についても、他者との関わりを通して、他人の役に立てた、他人に喜んでもらえたと

いう自己に対する肯定的な評価を高め、自分自身に誇りをもてる、自信をもてる生徒を育成できれ

ばと考えている。

取組の概要については、まずは道徳教育を推進していくということで、そこに五つ挙げた。全て

実施できるかどうか分からないが、今後進めていければと考えている。地域との連携や地域人材の

活用としては、地域の方々に見守っていただきながら、本校伝統の雪中綱引きと競歩大会をこれま

でのように実施していく。また、スクールカウンセラーや児童生徒支援アドバイザーのお力を借り

ながら、心の授業や心の講話を進めていきたい。行事等を通して、様々な世代の人との関わりをも

たせることが大切だと考えている。「平和・命・つながり立体作品の制作」は、美術の授業で平和

をテーマにした立体作品を制作し、それに自分で色付けをして作品を作成するというもので、この

ような活動も大事であると思っている。生徒会の取組としては、「ありがとう宅配便」という名称

で、普段言葉にできない「ありがとう。」を紙に書いて、友達に届けるというような活動も行って

いる。

このような様々な活動と道徳科の授業をうまく結び付けながら、子どもたちの豊かな心を育んで

いければよいと考えている。

【小学校グループ】

（司会：小坂浩一指導主事）※南教育事務所雄勝出張所

(2) 推進地域の取組に関する意見交換

（森田委員）

取組を進めてきて困ったことはどんなことか。地域の人材をどのように活用しているのか。私た

ちはこれまで多くの学校や地域の方々を伺っているので、互いにもっと信頼関係を築いてもらいた

いと思っている。やってほしいことを遠慮せず伝えてもらえれば、繋げることができると思う。

（松山委員）

学校と地域とを繋ぐ方がいるとよいと思う。本校は４校が統合した学校であるが、それぞれの地

域の方と教頭が連絡を取り合い、学年部に下りてくるという形になっている。学校と地域を繋ぐ外

部の方がいると、活動がよりスムーズに行えるし、計画も立てやすい。

（大山委員）

能代市ではコミュニティスクールを始めて３年目になる。学校だけでなく地域を巻き込んだ活動

を行っているが、その活動がどんどん進んでいる。

（酒井委員）

最近は、八峰町のポンポコ山などの自然を使った体験活動が減少してきたように思う。

（松山委員）

昨年度、２年生の担任をしていてポンポコ山に行ったが、地域の素材であるのに、そこに行った

ことがある子どもが少なかった。近くに素晴らしい素材があるのにもったいないと感じた。子ども

が地域の素材を「知る」こと、「気付く」ことも大事なのではないかと思った。
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（酒井委員）

祖父や祖母など、地域の方を巻き込めば、よい体験活動になる。分からない、動けないというこ

とに対し、やっているのを見たり、教えてくれる人がいて真似をしたりするのもよい体験になると

思う。そういう工夫をすればよい。

（松山委員）

今年度、３年生は旧常磐小学校の体育館で、敬老会の方々と昔遊びをした。いろいろ教えてもら

いながら一緒に体験をした。時間にしたら１時間もなかったが、子どもたちはすぐに溶け込んで、

地域の方々も常磐の方はもちろん、「あそこのうちの孫だ。」など、久しぶりに体育館に元気な声

が戻り、敬老会の方々もすごく喜んでくれた。私たちも元気を与えていただいた。

（森田委員）

自分もそうだが、地元にいると地元の公園に行かなかったりする。地元に教育資源があるのにそ

れを活用できていないことがある。それも課題の一つであると思う。学校から全てを発信するとい

うのは大変だと思う。地域からも発信できるように私たちもがんばるので、ぜひ先生もがんばって

ほしい。

（司会）

学校と地域の双方向から発信できるようになればよい。体験も、自然体験だけでなく、人から学

ぶ体験を行うなど、いろいろな視点から取り組むことができる。

（伊藤委員）

家庭での関わり方についてはどうか。

（松山委員）

様々な家庭環境があるので、学校で担っていかなければならない部分も大きい。

（伊藤委員）

統合した学校と地域との繋がりは、どうしても、それまでよりも距離ができてしまうので、繋が

りが薄れるのではないかと感じるところがある。小学校の現状はどうか。

（松山委員）

統合したが、４つの地区とバランスよく繋がりを保てるように計画している。

(3) 「生命の尊さ」・「思いやり」を育むために大切にしたい取組

（松山委員）

先日、５、６年生を対象にして、交通事故でお子さんを亡くされた方の講話を聞いた。亡くなっ

た時に履いていた靴であるとか、その当時の身長であるとか、今生きていたら29歳になっていると

いう話を聞いて、子どもたちは自分のこととして捉え、胸を痛めながら聞いていた。

（森田委員）

そのような体験を身近に感じさせ、それを確かなものにするやり方が難しい。地域の方々が学校

に来て、体験談を聞かせるなどの機会があればよいと思う。

生涯学習奨励員協議会では、今年度、障害をもっている方の生涯学習支援も行っている。初めか

ら「障害をもっている」ということを前提に向き合うと、必ずどこかにひずみが生まれる。そうい

う意識を全くもたない中で、共に過ごせる時間をつくっていくことが大事だと感じる。学校一つで

もできないし、私たちだけでもできない。やはり、連携していくことが大切である。

（松山委員）

支援を要する子どもがいて、支援員の方も各学年に１人いる。障害ということではなく、いろい

ろな友達がいるということである。授業の時は、ユニバーサルデザインを意識した板書や発問を行

い、教室環境も工夫している。

障害理解に関しては、能代支援学校が近くにあるので、そこの子どもたちと交流している。特に

４年生は、福祉の面から総合的な学習の時間で交流している。同じ地域に住む友達として、支援学

校の先生に居住地校交流という形で出前授業をしてもらい、その後、交流会を行っている。

（森田委員）

触れ合いというのがよい。小さいときからそういう体験をするというのは大切である。
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（鈴木委員）

能代支援学校と交流されているようだが、能代市内の障害者が働く事業所との交流も検討してい

ただければと思う。

（司会）

学校では、車椅子を使ったり、目隠しをして校内を回ったりして、障害をもった方がどのような

苦労をしているかという体験を行った例も聞いたことがある。

（酒井委員）

実体験が非常に大事だと感じる。見て、触れ合って体験することが大切である。

（森田委員）

昔のことだが、通知表をいただいたら、みんな同じようなことを書かれていたと聞いたことがあ

る。担任の先生が同じようなことを褒めていたということがある。その子でないと分からない、そ

の子にだけしか分からないところを見付けて褒めてもらうと、子どもも親も実感として捉えられ、

ありがたいと感じる。

（近江委員）

差別についてだが、我々が思っていない、気付いていないということもある。それを非難するの

ではなく、気付いてもらう、理解してもらうということも大事だと思う。実体験を通して心にしみ

渡らせる、気付かせる、理解させる、それが子どもたちに伝わると、よい体験活動につながるよう

に思う。

【中学校グループ】

（司会：佐藤孝子指導主事）※北教育事務所

(2) 推進地域の取組に関する意見交換

（加賀屋委員）

創意工夫されている取組であった。アンケートの内容は県教委で統一されたものか。

（安部委員）

県教委からのアンケートもあるが、本校独自で「いのちの教育」の捉えとして「自己有用感」「思

いやり」「家族の一員としての役割」「地域の一員としての役割」「生命尊重」「自然環境を大切に

する」「自分のよさや可能性」など、10項目のアンケートを６月と12月に実施する。この１年間で

終わらせず、学校の取組として継続していかなければ意味がないと考えている。アンケート結果を

改善に生かし、ＰＤＣＡサイクルを機能させていきたい。

（加賀屋委員）

学校独自でアンケートを作成したということは、取り入れた項目が、学校としてより大事にした

い、把握したい部分であると思う。ＰＴＡの立場から考えると、保護者の意見を取り入れたり、結

果についてフィードバックしたりすることはあるのか。

（安部委員）

今回に関しては、学校として伸ばしたい部分をアンケートに取り入れた。

（加賀屋委員）

保護者の「こんな子どもになってほしい」といった願いと学校の思いとのすり合わせができれば、

家庭と学校が一体となってより深い取組になるのではないか。学校の行動力は素晴らしいので、そ

のあたりの精度を上げていければと思う。

（髙堂代理）

そのアンケートは無記名によるものか。

（安部委員）

無記名である。

（髙堂代理）

学校で集計したのか。

（安部委員）

学校で集計したが、結果として気になるのは、例えば「自分のよいところを伸ばそうとしている」
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に「当てはまらない」と答える生徒が数名いることである。全体的な自己有用感の向上のために、

どのように働きかけていけるのかという視点で事業を推進していきたい。

（加賀屋委員）

自己有用感が低めな学校は多いが、なかなかこれといった改善策がないのが難しいところである。

（安部委員）

同じ価値観をもつ者同士がグループをつくってしまい、どうしても新しい関係が広がっていかな

い。ゲームが好きな者同士のグループなど、インターネットやスマートフォンなどの狭い範囲の人

間関係にとどまってしまっていることが、よくない部分であり、最近の傾向である。

（加賀屋委員）

インターネット上でグループがつくれることで、そこで行われていることが保護者や本人でさえ

よく分からないこともある。インターネットトラブル協議会でもよく見受けられるが、道徳教育で

そういう部分に楔を打ち込むということは難しいのだろうか。

（安部委員）

警察の方に来ていただいて、インターネットトラブルについての講話をしていただいている。

（髙堂代理）

全ての要望に応えられないことが悩みどころである。

（安部委員）

保護者にもよるが、インターネット利用のルールを設定しなかったり、スマートフォンを買い与

えるときには約束をするものの、だんだん管理できなくなったりしていくところが難しい部分だと

思う。

（加賀屋委員）

他者への思いやりに関することとして、学校で大事にしていることはあるか。

（安部委員）

いじめゼロ集会を以前実施していたが、今は行っていない。今は「ありがとう。」を大事にする

取組を行い、言葉で言えない「ありがとう。」を送るという取組をしている。できれば生徒の中か

ら自発的な活動として集会を行わせたい。

（加賀屋委員）

山王中学校も以前、いじめ防止集会を行っていた。コロナ禍で基本的に保護者が一緒に集まれな

いので、教師と生徒で行っていた。「いじめはよくないこと」、「みんなでやめなければいけない」

ということを共通理解する集会であった。我々の世代には利他の精神というものがあったが、自己

肯定感が低い生徒が他者に思いやりをもてるのかというところは疑問である。家庭環境の違いもあ

るので、考え方も様々である。ＰＴＡで「こうしなくてはいけない」と示すこともできない。ＰＴ

Ａが地域の入り口になっているところは、地域との関わりがもちやすい。ＰＴＡに関わった人が地

域の会で役員を務めたりしている地域は、学校と地域の連携がうまく図られている。ＰＴＡのＯＢ

が地域の役員となり、学校のために動いてくれる。今はその連結がなかなかうまくできていない。

しかも高齢化で動けない方も多い。学校の教職員にも異動があるので、地域との連携がうまく回っ

ていない気がする。

（司会）

学校に対する保護者の関心が薄くなっている感があるのではないか。

（加賀屋委員）

「おらが学校」の意識が薄くなっている。山王中学校は四つの小学校が集まっており、教育振興

会の役員は各小学校区から出してきたが、とうとう役員が出ない小学校区が現れて、温度差もある。

後継者もいない。どこの学校でも危惧される問題かもしれない。町内会も解体されたり統合された

りしている。統合先ではますます地域と学校との関係が難しいと思う。町内会の子どもの数も少な

く、ラジオ体操も３人ほどという地域もあった。

（司会）

保護者の理解を得ながら学校の取組を進めていくことが難しくなってきている。それをどう打開

していくかが今後の課題ではないか。東雲中学校には今出された御意見を基に、更なる事業の充実
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に向けて取り組んでいただきたい。

(3) 「生命の尊さ」・「思いやり」を育むために大切にしたい取組

（安部委員）

コロナ禍で医療関係、介護関係には訪問できない現状である。

（加賀屋委員）

動物愛護センターで、殺処分される動物の話などを聞くことができる。命の教育として有効と思

われる。

（安部委員）

かつては近隣の支援学校との交流を行っていたが、現在はコロナ禍で行っていない。以前は本校

の応援団が支援学校の総体の応援をしたり、学校祭で一緒に活動したりという交流があった。

（司会）

ＩＣＴがだいぶ普及しているので、インターネットで繋がるなどの工夫も考えられる。

（加賀屋委員）

今はクラスで生き物を飼うことはしていないのか。かつては動物の命に触れるということで、そ

ういった活動があった。

（安部委員）

命や死に触れるという体験は大事なことだと思う。先日、飼い犬が亡くなり、家族の葬儀だから

と欠席した生徒がいた。それは悪いことではないと考えている。

（加賀屋委員）

同居家族が減っているので、「祖父や祖母が亡くなり、火葬して灰になる」ということをリアル

に体験する子どもが少なくなっている。そういう気持ちをどのように育てていくか、人の命はもの

さしで計れないということを教える大切さを最近感じている。

（司会）

そのような視点でこれからの学校の取組を進めていければよいのではないか。先ほど安部委員が

「生徒主体で活動させたい」と仰っていたので、是非生徒に企画させてほしい。

（安部委員）

子どもたちの中から興らないと、自分のこととして捉えることができない。様々な情報を提供し

ながら、子どもたちが自分たちで道徳性を培っていけるようにしていきたい。

（司会）

以前の東雲中学校のいじめゼロ集会も、「いじめをなくそう」、「いじめをしない」と生徒が誓っ

た証としてバッジのようなものを名札に付けていた。生徒会が主体となって活動していた。

（加賀屋委員）

その頃実行していた生徒を招いて、どういう気持ちで行ったのかということを話してもらえばよ

いのではないか。どうしてやらなければならないと思ったのか、やってみてどうだったのかという

ことを子どもたちに聞かせたい。

（安部委員）

地域と交流するときに、若い世代と交流することで、自己表現力なども育めるのではないかと感

じている。お年寄りとの交流でいろいろなことを教わるのもよいが、ときに若い世代に話をしても

らい交流する、そのような刺激も必要ではないか。様々な世代と触れ合い、様々な価値観に触れさ

せたい。

（加賀屋委員）

旭北小学校の130周年の記念式典で、卒業した子どもたちがどういう活躍をしているのかをお話

ししていただいた。当時関わっていた教師のコメント、部活動の監督のコメントなども紹介し、「先

輩はがんばっているんだな」、「歴史のある学校だからがんばらなければいけないな」などと感じ

ることを通して、学校との関わりについて考えるためのモチベーションを違う角度から高めた。そ

ういうやり方も考えられる。

（古畑委員）
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自分たちで何かをつくり出すということはとても大切だが、何かを考えるときに、当事者の言葉

が一番響く。その当時「ああ、そういう活動をしていたのか」と考えることができる。当事者の言

葉を聞く機会をもたせることは大事だと思う。

５ まとめ（佐藤座長）

協議の中で出たように、コミュニティの繋がりが薄かったり、そこに輪をかけて少子化による学校

統合があったりするなど、他の地域に比べて様々な課題があるように思われる。そのような課題に挑

戦するといった意味でも、非常に意義のある事業になるのではないか。地域と家庭、地域と家庭と学

校がどのように結び付いていくのかということが中心的な課題である。中学校で出されたような、子

どもたちの自己有用感が低いということも、そこと関わっているのではないか。地域や家庭の問題が

子どもに反映されているということで、必要とされているという実感を子どもたちがもてるというこ

とが重要である。自己有用感に加え、自己肯定感、自分を否定するのではなく、自分を価値あるもの

として認識するというようなこと、もう一つ自己効力感、自分は何らかのものを成し遂げられるので

はないかというような、確信までいかなくても、そういった感覚をもつということも重要である。こ

の自己有用感、自己肯定感、自己効力感が相まって、子どもの生きる力を育んでいくのではないかと

思う。そのようなところも組み込んでいただいて、アンケートなどを通してそれらがどのくらい身に

付いたのかが分かるような事業にしていただければと思う。

二つ目であるが、道徳科の授業は建前で、大人はそう言っているけれども、実際はそのようなこと

は成り立たないんだ、という建前と本音が使い分けられるような形式的なものにならないようにする

ことは、どのような場合も必要なのではないかと思う。道徳＝義務とか、我慢とか、そういう意識で

捉えられると長続きしない。道徳科で学ぶことが楽しいとか、自分の役に立つとか、そのように考え

ると、道徳は権利教育でないといけない。権利と義務は相対するものではなく、自分の価値や他者の

価値を大事にするという権利を学ぶ中で、責任や義務も学んでいくという、その感覚が重要なのであ

る。子どもの権利で子どもが主人公になるということを前面に打ち出し、主体的に生きていく、社会

を支えていくという、その意識に結び付けていくことが必要なのではないか。その中で平和について

考えるということも必要になってくると思う。

三つ目は、小中連携を見えるようにしていただくということである。同じ学区の中学校と小学校と

いうことであれば、小・中が一緒に取り組むということがもっと前面に出てきてもよいのではないか

と思う。さらに、高校や幼保との繋がりも組み込んでいただければよいのではないかと思う。

最後であるが、これは私の個人的な意見であるが、道徳科の授業だけで道徳性が育つということは

なく、教育課程全体の中で道徳性が培われるのであり、もちろん道徳の授業を向上させるということ

が必要なのだが、全ての教科等の授業が全体として向上していくということをぜひ考えていただけれ

ばと思う。道徳科の授業はよくなったが、他の授業はよくならないとか、他の授業が道徳性を無視し

たような形で行われているようだと決して道徳性は育たない。その学校の教育目標全体、全カリキュ

ラムの中で道徳科の授業の改善を位置付け、各教科等と道徳科が１年間でどのように繋がっていくの

かということを明確にすることもぜひやっていただきたい。教育基本法第一条に「教育は、人格の完

成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民

の育成を期して行わなければならない」と書いている。つまり、教育というのは決して教科で扱う知

識・技能だけを身に付けさせるわけではなく、最終的には人格の完成を目指すということであるので、

各教科、全ての中で科学的な部分と哲学的な部分の両方をバランスよく育てていくことが求められる

のである。道徳科の授業だけということではなくて、全教育課程の改善を目指していくということを

最後に感想として付けさせていただく。

熱心な協議に感謝申し上げる。

６ 珍田良浩義務教育課副主幹兼班長挨拶

本日は大変お忙しい中、佐藤座長をはじめ、委員の皆様に長時間にわたり御協議いただき、心から

感謝申し上げる。佐藤座長からいただいた御提言と本協議会の記録については、県のホームページや

様々な機会を通して学校関係者等に広く公開していきたい。
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私は中学校に20年ほど勤めていたが、そのときは１週間に一度の道徳の授業をどう進めるかについ

てよく頭を悩ませた。資料は何を使うべきか、子どもたちに本音で話し合わせるためにはどうすれば

よいのか…。道徳の副読本もあったが、子どもたちの興味・関心を踏まえて新聞記事やビデオを使っ

たり、保護者の方に授業に参加してもらったりするなど、様々なことに挑戦しながら、子どもたちが

自分のこととして考え、自分の言葉で語ることができるような道徳の授業を模索した。

そのような中、縁あって、横手市出身の漫画家 矢口高雄さんが道徳の授業に協力してくれること

になった。私が矢口さんにインタビューし、それを撮影したものを授業で使わせていただいた。矢口

さんは羽後銀行（現北都銀行）を30歳を過ぎてから退職し、漫画家を目指して上京したが、このこと

について子どもたちからたくさんの意見が飛び交った。「もし自分が矢口さんの奥さんだったら、売

れるか売れないか分からない漫画の世界への転職は、絶対に賛成しない。」「昔から描いた漫画家に

なる夢を応援したい。」など、いろいろな思いが子どもたちからあふれ出た。矢口さん自身が語る言

葉を聞き、自分事として考え、自分の言葉で語る瞬間であった。本日の協議会では、体験することの

大切さについて多く話題になった。保護者や地域の方々との触れ合いや、心動かされる「本物」との

出会いを積み重ねていくことは、子どもたちの心を耕してくれるものであると改めて感じたところで

ある。

また、森田委員からウクライナの話があったが、県にもウクライナに関する相談ごとが来る。先日、

「戦争は、たくさん人を殺した方が勝ちなんでしょ？」と小学生から尋ねられた方からの相談があっ

た。「私はどう答えればよかったのでしょうか。」と、相談された方の複雑な思いが伝わってきた。

このような時だからこそ、生命尊重や思いやりについて、保護者や地域の方々などの力を借りながら、

子どもたちに考えさせ、自分の言葉で語らせたい。

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参りたい。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。

提言

①家庭や地域社会と連携し、自己有用感、自己肯定感、自己効力感を一体的に高め、子どもの主

体性や生きる力を高めていく工夫

②子どもたちが自己や他者の価値を理解し、人間としての生き方についての考えを深めることが

できる道徳科の授業の充実

③学校の教育活動全体を通じた道徳性の育成や幼保・小・中・高・特別支援学校等の連携や接続

を意識した取組など、カリキュラム・マネジメントの充実


