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プロジェクト研究Ⅱ

規範意識を高める道徳教育の在り方Ⅱ

第１章 研究に当たって

第１節 規範意識の低下について

個人の利害損得優先の考え、責任感の欠如、物や金銭等の物質的な価値や快楽の優先、社会

をよりよくしていこうとする真摯な努力の軽視など、社会全体のモラルの低下が児童生徒の心
し

にも影響し、規範意識の低下が我が国の大きな教育課題となっている。

１ 奈良県の実態

平成19年度から毎年実施されている「全国学力・学習状況調査」などの調査結果から、児童

生徒の規範意識を高めることが本県の喫緊の教育課題となっている。

昨年８月に発表された、「平成22年度全国学力・学習状況調査」の調査結果の規範意識にか

かわる各項目の経年変化をみると、本県の児童生徒の意識の高まりが見受けられ、各学校での

着実な取組の成果が表れているといえる。しかし、ほとんどの項目が全国平均より低い結果で

あることは変わっていない。また、昨年12月に報告された「奈良県の中学生の意識等調査」で

は、「触法行為に対する規範意識は比較的高いが、マナーや校則に対する規範意識は低い傾向

がうかがえる。」と報告されており、継続的な取組の必要性はまだまだ高い。

２ 規範意識とは

規範意識とは、どのような意識であるのかを整理しておく。

「規範」を広辞苑で調べると、「①のり。てほん。模範。②のっとるべき手本・基準。」と

あり、社会学の辞典によれば、「規範」は、○法律レベルのもの、○価値、道徳、倫理レベル

表１ 規範意識にかかわる児童、生徒質問紙調査の結果（奈良県）
質 問 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

学校の規則を守っていると 小学校 ８２．８ ８２．９ ８４．１ ８６．４
回答した子どもの割合 ＜全国＞ ８６．２ ８６．３ ８８．５ ８９．２

中学校 ８０．１ ８２．８ ８３．８ ８４．７
＜全国＞ ８５．７ ８７．４ ８８．６ ９０．１

友達との約束を守ると回答 小学校 ９６．０ ９６．６ ９６．２ ９６．６
した子どもの割合 ＜全国＞ ９６．０ ９６．４ ９６．５ ９５．７

中学校 ９５．０ ９５．８ ９６．３ ９５．８
＜全国＞ ９５．６ ９６．１ ９６．１ ９６．６

いじめは、どんな理由があ 小学校 ９３．９ ９４．０ ９３.９ ９４．２
ってもいけないと回答した ＜全国＞ ９４．７ ９４．７ ９４．９ ９５．０
子どもの割合 中学校 ８４．９ ８７．３ ８７．６ ８９．２

＜全国＞ ８７．９ ８９．５ ９０．３ ９１．１
（平成19、20、21、22年度「全国学力・学習状況調査」より）

表２ 規範意識にかかわる項目の調査結果（「してはいけない」と回答した割合）

質 問 割 合
・万引きをする ８９．５
・バスや電車内で大きな声でしゃべったり、コンビニ等、 ６７．３

公衆の場で座り込んだりする
・学校をさぼったり、授業を抜け出したりする ６７．０
・髪を変形したり、制服をだらしなく着たりする ５４．０

（「奈良県の中学生の意識等調査」平成22年７月実施 奈良県教育委員会 より）
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のもの、○慣習、生活習慣レベルのもの、○流行レベルのもの等に分類されている。『児童生

徒の規範意識を育むための教師用指導資料』（2006）には、「『規範』とは、『集団成因によっ

て共有され、人が行動したり判断したりするときに従うべき価値判断の基準』、『規範意識』

とは、『規範を守り、それに基づいて判断したり行動しようとする意識』」とあり、永田繁雄(2

006）は、「規範とは、広く集団生活の維持・向上のために一人一人に対して同調を求めるもの

であり、それに向かう心の動きが規範意識であるといえる。」と述べている。

そこで、規範意識を下記のようにとらえた。

自分が属する集団や社会を意識し、お互いがよりよく過ごすにはどうすればよいのか、

人とよりよい関係を保つにはどうすればよいのかが分かり、自分が属している集団や社会

の中でよりよい人間関係を維持していこう、その関係を向上させようとする意識。

規範意識の低下は、集団や社会を維持・向上していく意識の低下につながり、看過できない

ものである。

第２節 昨年度の取組について

１ 規範意識を高める道徳教育の基本的な考え方

(1) 道徳徳教育の推進を図る協力的な体制づくりについて

新学習指導要領における道徳教育改訂のポイントの一つに、学校全体で取り組む道徳教育

の充実が挙げられている。児童生徒は、学校生活のあらゆる場面で約束やきまりと接し、そ

こで、それらを大切にする喜びや必要性を感じて、規範意識をはぐくんでいく。さらに、学

校生活の中でどの教職員からも一貫した指導を受けるとき、児童生徒は、約束やきまりの大

切さを日常的に感じ、心から納得し、それらを大切にしていこうと思うことができる。

また、かつては、家庭や地域でのしつけが規範意識を醸成し、学校教育を支えていたが、

そうではなくなってきている現状がある。だからこそ、今、学校が規範の大切さを積極的に

啓発し、これまで以上に家庭、地域と連携することが求められている。そのためにも、学校

の体制を整え、全教職員が協力していくという学校全体としての取組が重要になる。

(2) 規範意識を高める道徳の時間と体験活動とを関連させた指導について

規範意識を高めることに関連が深い道徳の内容は、「主として集団や社会とのかかわりに

関すること」の視点の法やきまりを守ることや公徳心、公正、公平等の内容である。（小学

校低・中・高学年、中学校の道徳の内容４－(1)等）

規範意識を高める指導については、「道徳教育においては、法律的な規則やきまりそのも

のを取り上げるだけでなく、それらの基盤となっている道徳的な生き方を問題にするという

点に留意する必要がある。」（『小学校学習指導要領解説 道徳編』）とある。約束やきまり

は守るべきものという指導だけでなく、約束やきまりを破るとほかの人を傷つけ、大きな迷

惑をかけてしまうこと、約束やきまりを守れば、みんなが気持ちよく過ごせること、自分が

安心して過ごせるのは約束やきまりがあり、それをみんなが互いに守っているからであるこ

となど、約束やきまりを大切にする生き方を児童生徒の発達の段階に合わせながら、その意

義を考えさせることが大切である。その際、約束やきまりの意義をより実感できるよう、ル

ールを自分たちで作り上げる活動等、約束やきまりがより主体的にとらえられる体験活動を

重視し、計画的・発展的に道徳の時間と体験活動とを関連させた取組をしていくことが大切

である。
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２ 昨年度の取組の成果と課題

道徳の時間を要とした教育活動全体での道徳教育の取組や学校全体の協力体制での道徳教育

の取組を通し、約束やきまりについての意義の理解とそれらを大切にする心の育成を図ること

によって規範意識が高まると考え、小学校では、道徳の時間と体験活動を関連させて約束やき

まりの意義を児童に実感させる視点から、中学校では、教員研修を活性化し、教員の意識を向

上させる視点から取り組んだ。

(1) 成果

○ 小学校低学年の実践では、取組の前後で規範にかかわる意識の高まりが見られた。道徳の

時間と生活科や休憩時の遊びなどの体験活動とを関連させ、約束やきまりは自分たちの生活

をよりよくするために必要なものであることや、押しつけられるものではなくて作り上げて

いくものであることなどを実感させる取組により、規範意識が高まる可能性を示せた。

○ 中学校の実践では、学校の道徳部がチームを組み、自校の実態を踏まえた着実なコーディ

ネートによる研修の充実等を通して、道徳教育への教職員の意識を高めるという、道徳教育

に取り組む体制づくりの方途の一つを明らかにできた。

○ 規範にかかわる児童の意識調査の各設問間の相関関係において、「きまりがあると仲良く

過ごせる」という約束やきまりの意義の理解にかかわる「意識」と「きまりを守ることが大

切だ」を含めた規範にかかわる様々な「意識」との相関が見られた。約束やきまりの意義や

大切さを考える取組の有効性が確認できた。

(2) 課題

○ 規範意識を高めるには、学校全体での取組が不可欠である。新学習指導要領において、道

徳教育推進教師がその推進役として位置付けられた。道徳教育推進教師の役割について、そ

の具体を明らかにしていかねばならない。

○ 意識調査からは、学年が上がると規範意識が低下する傾向が見受けられた。成長とともに

約束やきまりの意義を理解し、自己の生き方とかかわらせて考えを深められるような道徳教

育をいかに進めていくのが課題である。小学校低学年だけでなく、他の学年での道徳の時間

と体験活動を関連させた取組を研究し、児童生徒の発達の段階に応じた規範意識を高める道

徳教育の在り方を探る必要がある。

第３節 今年度の取組について

道徳の時間を要とした教育活動全体での道徳教育の取組や学校全体の協力体制での道徳教育

の取組を通し、約束やきまりについての意義の理解とそれらを大切にする心の育成を図ること

によって規範意識が高まるという昨年度の基本的な考え方を踏襲しつつ、下記の点に留意し、

今年度のプロジェクト研究を行った。

○ 道徳教育推進教師が中心となり学校全体で取り組む道徳教育の具体を明らかにする。

○ 小学校において、道徳の時間と体験活動を関連させ、約束やきまりの大切さを児童に実感

させる視点から、発達の段階に合わせた規範意識を高める道徳教育の在り方を探る。
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第２章 規範意識を高める道徳教育の取組（上牧町立上牧第三小学校の協力による取組の実際）

全国的に、児童生徒の規範意識の低さが教育課題の一つになっている。本校においても、廊下

歩行の乱れや相手の目を見てあいさつをする児童が少ないこと、友達の気持ちを思いやれずに相

手の心を傷つける言葉を発すること、結果を考慮せず、衝動的な行動をすることなど、規範意識

が希薄である実態がある。また、地域の行事に参加する社会体験など様々な体験が十分でない実

態もある。こうしたことから、学校全体で、規範意識の向上を中心に据え、他者への思いやりや

郷土に対する誇りや愛情などを養うことができるよう、道徳の時間を要とした道徳教育の研究に

取り組むこととした。

第１節 道徳教育推進教師を中心とした推進体制の充実

１ 推進体制づくり

(1) 推進体制

研究組織に「道徳教育推進部（教務主任・道徳主任・道徳教育推進教師）」を位置付け、

道徳教育の推進体制づくりを行った。道徳教育推進教師一人が役割を担うのではなく、チー

ムを構成し、研究部及び道徳教育推進部として企画・立案を行い、低・中・高学年ブロック

のまとまりにおいて研究を推進した。各ブロックにおいては、指導計画の検討や研究授業の

実施、環境整備などを行った。
校 長

教 頭

職 員 会 議

研究部・道徳教育推進部

（研究主任兼道徳教育推進教師・教務主任・道徳主任）

低学年ブロック（４名） 中学年ブロック（５名） 高学年ブロック（５名）

１年部・２年部・養護教諭 ３年部・４年部 ５年部・６年部・専科教員

図１ 校内道徳教育推進体制

(2) 道徳教育推進部の構成と役割

○構成 道徳教育推進教師（本年度は研究主任を兼務）・教務主任・道徳主任

○役割 ・道徳教育の全体計画や年間指導計画作成に当たり、校内各部会との調整。（教務

主任中心）

・職員研修や研究授業の日程及び時間割の調整。（教務主任中心）

・研究の内容や方法、授業や研究協議についての提案。（道徳教育推進教師中心）

・研究授業の事前検討への参加。（道徳教育推進教師中心）

・日常の道徳の時間の資料研究や授業の進め方についての助言。（道徳主任中心）

２ 道徳教育推進教師を中心とした学校全体の道徳教育の取組

(1) 道徳教育全体計画の作成

上牧町学校教育の基本方針及び学校の教育目標に基づき、各教科・領域等との関連をはか

り、道徳教育全体計画を作成した。全体計画は、学校の教育目標に常に立ち返りつつ、すべ

ての教職員で道徳教育の推進について共通理解をしたり、各学年の指導の重点を具体化した



- 5 -

りするものとして重要な役割をもっているものと考えた。

(2) 研修の充実

道徳教育推進教師として「全教職員が本気で取り組むことのできる道徳教育」を心がけた。

そのために、研修において、「見通しがもてること」と「今後につながること」の二点を具

体化し、教職員の道徳教育への理解の深化や道徳の時間の授業力向上を図った。

ア 見通しのもてる研修

研究通信（図３、４）を活用して長期や短期の研修計画や研修のまとめを教職員に知ら

せ、一人一人が自覚をもって研修に参加できるようにした。また、道徳教育推進体制を研

修組織に組み入れ、道徳教育推進教師を中心として各学年ブロックにおける意見のとりま

とめや連絡調整が密にできるようにした。このことによって、全教職員が情報を共有化し、

課題を共通理解することができた。

図２ 上牧第三小学校道徳教育全体計画

授業観察の方法と、研究協議の内

容を示し、焦点化された協議を目指

した。また、公開授業は学年ブロッ

クで取り組んだ。その際、それぞれ

の教員の役割を明確にし、各自が責

任をもって授業に臨めるようにした。

研修の流れを示し、時間の見通し

がもてるようにした。限られた研修

時間の中で、効率よく研修を進める

ことは、研修意欲の向上につながる。

図３ 研究通信①
公開授業後の研究協議の内容を整理

し、全教職員で共有したことによって、

授業の成果や課題が明らかになり、次

に授業を行う際の手がかりとなった。

公開授業の前後や全体研修、部会等

の日程に合わせて、年間１７号まで発

行したことで、研修に関する情報等を

全教職員で共有でき、道徳教育に対す

るの意識の高まりにもつながった。
図４ 研究通信②
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イ 今後につながる研修

(ア) 道徳の時間の特質の研修

道徳教育推進教師が年度当初に道徳の時間を校内研修で公開した。学習指導案の形式、

発問の工夫、板書の工夫などについて提案し、道徳の時間の基本的な考え方について確認

する機会を設けた。

(イ) 授業を通した研修の機会の確保

研修をより深めるため、全教職員が研修する授業だけでなく、学年グループで研修する

授業も設定し、道徳の時間の授業公開の機会を確保するように努めた。その際には、事前

協議や振り返る機会をきちんと設け、次につなげていくことを大切にした。

(ウ) 講師の招聘
へい

大学教授や研究指導主事を招へいして、研修を行った。ここでは、公開授業や研究協議

と並行して新学習指導要領の趣旨の理解を図る中で、研究の方向性がより明確になった。

(エ) 授業力向上を目指した研修

公開授業を通して、学習指導案をはじめ、発問や板書の方法について検討し、日々の授

業に生かすことができるようにした。このことは、道徳の時間を要として各教科・領域等

における学習指導を充実させるための基盤となり、研究を継続していくためも重要である。

研修の充実に向け、授業観察や研究協議の方法を提案し、協議内容の焦点化を図った。

a 授業観察の観点を示した「授業観察シート」

図５ 授業観察シート

話し合いで児童の思考を深めるために、

児童の発言のたびに板書をするのではなく、

数人の発言を類別し、短い言葉でまとめて

書いていく方法がある。そのためには、発

問に対する児童の意識を十分に予想してお

く必要がある。

公開授業では、「授業観察シート」を用いて、授業観察

を行った。その際、観察者も課題を明らかにして授業に

臨めるよう、「自己課題」を記入する欄を設けた。このシ

ートは、公開授業や研究協議の後、観察者から授業者に

手渡されるようにした。

「授業評価」は、

①児童の学びの様子（授業中の発言、ワークシートに

書いている内容、自分の生活への振り返り）

②指導者（資料の選定、発問、補助発問、板書、終末）

について評価し、研究協議における協議の中心とし

た。

付箋紙の活用について記載し、研究協議が効率
せん

よく進むように配慮した。
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b 付箋紙を活用したグループ協議
せん

ウ 道徳用教材の整備

授業において用いた資料や掲示物・学習指導案・ワークシート・板書の写真などを「資

料コーナー」に保管し、いつでも活用できるようにした。

エ 情報提供や情報交換

教職員みんなで、学校の児童をみていくことを１学期に確認した。縦割り活動や清掃時

間などにおいて目にした、児童のよいところを担任に伝えるなどの方法によって、意識的

に児童の情報交換を行った。また、その内容は、児童や保護者に伝えるとともに、学級に

おいても積極的に紹介するようにした。

オ 家庭や地域社会との連携

人権教育部と連携し、学校だより「ふれあい」を発

行し、学校における道徳教育の取組を家庭や地域へ発

信した。

「『規範意識』とは何か」ということや、「規

範意識の向上」に取り組む学校の姿勢を伝える。

＝規範意識とは、私たち大人が、身をもって子

どもたちに示すことはもちろんのこと、体験的

なことを通して学んでいったり、友達関係や人

と人とのかかわりの中で育っていくもの・身に

つけていくものと考えます。＝

付箋紙を用いて、「児童」「指導者」に分け、「良
せん

い点・疑問点・その他」の項目別に付箋紙を分類・
せん

整理したり関連付けたりしながらグループ協議を行

った。

各学年ブロックごとに話合いの内容を交流した後、

質疑応答の時間を設け、講師からそれらを総括した

指導を受けた。限られた時間の中で、教員がそれぞ

れの考えを発言し、それらを関連させ、意味付けし

ていくことが大切である。

各学級の実態に即して、だれもがいつでも資料を用い

て授業ができるように、資料を蓄積した。資料ごとにＡ

２版の袋などに入れて、学年ごとの棚に整理した。
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第２節 道徳の時間を中心とした取組

１ 第３学年の取組

(1) 規範にかかわる実態

中学年の時期には、仲間できまりをつくり、自分たちで決めたことを大切にするようにな

る。この時期には、約束やきまりは何のためにあるのかや、どうして約束やきまりを守るの

かということを、児童自らの行動を振り返って考えることができるように指導することが大

切である。そのために、遊びのきまりを客観的に判断するような機会などを設け、きまりの

意義や、きまりがあるからみんなと楽しく過ごせるのだということを体験的な活動を通して

実感させることが必要となる。

図６ 規範にかかわる意識調査の結果（第３学年）

学校全体で９月に行った「規範意識にかかわるアンケート」（図６）結果から、第３学年

の児童の規範にかかわる意識の実態が明らかになった。

「学校のきまりを守ることは大切だ。」（そう思う）と90.5％の児童が答えているが、「あ

なたの学級ではきまりを守る人が多い。」（そう思う）と答えた児童は、47.6％にとどまっ

ている。さらに、「学校のきまりを守っている。」（そう思う）と答えた児童は、38.1％であ

る。このことから、「きまりを守ることは大切だ」という意識と、実際に守ることができて

いるという意識との間にずれがある。また、「約束やきまりがあるからみんなと仲よくすご

せる。」（そう思う）と答えた児童は76.2％である。きまりを守ることは大切であるという

意識と、みんなと仲よく過ごせるという意識とが十分に結びついていない。この原因の一

つとして、「きまりを守ってよかった。」「きまりがあったからみんなと仲良く過ごせた。」

という実感を伴った体験が十分ではなかったということが考えられる。

また、約束やきまりを守ることについて、その理由をたずねると下記のとおりであった。

○「学校のきまり守ることは大切だ。」と思う理由

・きまりを守らなかったら、ぶつかったりこけたりしたら危ないから。（危険である）

・人に迷惑をかけるから。・たいへんなことになるから。（他者に迷惑をかける）

・みんながきまりを守らなかったらけんかをすることになるから。（けんかが起こる）

きまりは危険を回避するためや、人に迷惑をかけないためにあるという意識がうかがえた。

○「約束やきまりがあるからみんなと仲良く過ごせる。」と思う理由
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・安全に遊べて、危険なことがないから。（安全に過ごせる）

・約束ごとがなかったらごちゃごちゃになる。（秩序を保てる）

・約束がないと遊びとかが楽しくできないから。（楽しく遊ぶことができる）

・みんなに信用してもらえるし友だちが増えるから。（信頼関係ができる）

様々な考えが出されたものの、危険なことやけんかなどの安全面についての考えが多く、

約束やきまりがあると楽しく過ごせるなど、よりよい人間関係になることについて気付い

ている児童は、少なかった。

(2) 具体的な取組

以上のような状況の中、具体的な取組を始めた。

児童の意識の把握 ９月

体験活動（学級お楽しみ会、体育の学習におけるルールづくり） 10月

道徳の時間「きまりを守って」の学習 10月24日

事後の指導（心のノート、理科の時間での体験、第２回学級お楽しみ会）10月～12月

児童の意識の変容の把握 12月

ア 体験活動を通して

(ア) 学級活動「学級お楽しみ会をしよう」を通しての取組

学級会では、より楽しい学級にするため、自分たちでルールを決めてお楽しみ会をするこ

ととなり、２種類の「宝探しゲーム」をした。担当になった児童がルールを決めて実施した。

児童は、これまでの経験を生かして仲良く遊ぶことができるルールを考えた。

【児童の作文から】きょ年、たからさがしをしたとき、ペアがばらばらになってけんかになった

ので、「手をつないでさがしていないと、見つけても数に入れない」というルールをつくりまし

た。そうしたら、みんながそれをまもってくれたのでうまくできました。

ルールをつくるだけで終わらず、それをみんなが守ったので楽しかったという体験ができた。

(イ) 体育「ポートボール型ゲーム」を通しての取組

「ポートボール型ゲーム」においても、自分たちできまりをつくってゲームを行った。は

じめに担任から必要最小限と思われるきまりが提示され、それを基に毎時間、より自分たち

の学級に合ったきまりを児童はつくり出した。きまりをつくる過程においては、その時間に

行ったゲームの中で不都合な点を出し合ったり、それを改善するための方法を話し合ったり

した。このとき、ゲームに負けたチームが勝つための方法を考えるということばかりではな

く、どのチームも公平にゲームができる視点も大切にして話合いを行った。

【児童の作文から】○けんかがなくなったし、さいしょのゲームよりパスをつなげられるように

なったので、おもしろいと思いました。

○「みんなでゴール」でよくなったことは、ルールがふえて、やりやすくなったことです。新し

いルールができたので、ゲームがやりやすくなりました。

「ルールがあるから（つくったから）楽しかった。」という実感をもつことができている。
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イ 道徳の時間を通して

(ア) 授業の実際

○ 主題 きまりを守って （指導内容 中４－(1) 規則の尊重）

○ 資料名 「決まりのない国」

（出典『どうとく３年 きみがいちばんひかるとき』光村図書 H21年度版）

○ 価値について

きまりは、社会や集団に積極的に参加していくためのものであり、それがあるからみん

なで楽しく円滑に生活できる。本資料では、きまりを守るのが苦手なけんたさんが、妖精

に「きまりのない国」に連れて行ってもらう話である。しかし、「きまりのない国」の無

秩序な遊園地では結局遊ぶことができず、つまらない思いをする。また、「きまりのない

国」なので、交通ルールもなく、危険な目に遭う。このような経験から、けんたさんは、

きまりの大切さに気付き、きまりのある教室へ戻る。

本資料を通して、児童がきまりの意義について考え、自分たちでルールをつくった体験

などと重ね合わせて、改めてきまりの必要性を実感し、それを守るからこそみんなと楽し

く、安心して生活ができるのだということに気付けるようにしたい。

○ 本時のねらい

約束やきまりがあるからみんなと仲良く生活できるという約束やきまりの意義を理解

し、進んで守ろうとする心情を養う。

○ 展開

学習活動 主な発問と児童の意識 ○指導上の留意点 備考
◆評価の観点

導 １ 自分が知って ○学校や学級にはどのようなきまりがあります ○普段の生活におけるき

いる、学校や学 か。 まりを思い起こすよう

入 級のきまりを思 ・廊下の右側を歩く。廊下で遊ばない。 にし、本時に考える道

い起こす。 ・学校のものを大切にする。 徳的価値への方向付け

・雨でなければ、中間休みか昼休みのどちらか をする。

は必ず運動場で遊ぶ。

展 ２ 資料「決まり ○どうしてけんたさんは、「きまりのない国って、○けんたさんの気持ちを 資料

のない国」の読 ないのかな。」とつぶやいたのでしょうか。 考えることを通して、 配布

開 み聞かせを聞 ・けんたさんは、ルールを守るのが苦手だった 「きまりのない国」に

き、話し合う。 から。 スムーズに入ることが 挿絵

・いつも、みんなに注意されているから「きま できるようにする。

りがなかったらいいな」と思った。

・学校のきまりを守りきれないから。

○「きまりのない国」に行って、けんたさんは、 ○はじめは、きまりがな

どんなことを思ったのでしょうか。 くて楽しいと思ってい

・ルールを守らなくていいから、いい所だ。 たが、だんだんと楽し

・だれにも注意されない。 くなくなっていったこ

・廊下を走ったり遊んだりしてもいい。 とを確認する。

・ルールがないから独り占めできる。 ◆けんたさんの気持ちに

・遊園地に行けると喜んだけど、遊園地に入れ 共感できたか。（発言）
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なかった。

・きまりがなかったらだめだと思った。

◎だまってじっと考え込んでしまったけんたさ ○安全が守られたり、気

んは、どのようなことを考えていたのでしょ 持ちよく過ごせたりす ワーク

うか。 るなど、みんなで仲よ シート

・また、きまりのある国にもどりたいなあ。ど く生活するためにきま 配布

うすれば戻れるんだろう。 りがあるという、きま

・なんでルールを守らなかったら、痛い目にあ りの意義を考えられる

ったりけんかになったりするのかな。ルール ようにする。

がある方が安全に仲良く暮らせる。 ◆きまりの意義について

・きまりがなかったら、けがをしたりするんだ 考えることができた

な。きまりがある国にもどりたいな。 か。 （ワークシート）

３ きまりについ ○約束やきまりがあってよかったと思ったこと ○体育の時間や学級会の

て考えた経験を はありますか。 お楽しみ会などでルー

振り返る。 ・体育で、はじめにルールがなかったときは、 ルをつくった時、どの

ボールの取り合いになって危なかった。取り ようなことを考えてつ

合いになったらじゃんけんをするというルー くったのか、それを守

ルを決めてゲームをしたら、危なくなくなっ ったり、逆に守れなか

たし、そのあとはもめごとが起こらなかった。 ったりしたときには、

・お楽しみ会で、ルールを作って、それを守っ どのような気持ちだっ

てくれたので楽しくできた。 たのかを考えさせる。

終 ４ 教員の説話を ○教員の経験を話す。

末 聞く。

○板書

(イ) 授業を振り返って

ａ 導入の工夫

「学校のきまり」を思い起こし、自分たちが多くのきまりの中で生活していること確認さ

せた。このことは、「きまりのない国ってないのかな」とつぶやくけんたさんの気持ちに共

感する上で効果的であり、「きまりのない国」における「よいこと」を考え、そのあとのけ

んたさんの気持ちの変容について考えることにもつながった。
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ｂ 資料提示の工夫

一つの場面に１枚程度の挿絵を黒板に提示し、読み聞かせをした。このことによって、ほ

かの部分に気を取られることなくその場面に集中して考えることができた。

ｃ 体験活動との関連

お楽しみ会や体育でのルールづくりを行い、その中で「きまりがあるから仲良く楽しく活

動ができる」ということを体験させた後に「決まりのない国」の道徳の時間の学習を行った。

「きまりの大切さ」を実感する体験をしているため、主発問におけるけんたさんの気付きを

通して、自分たちの生活を振り返り、「きまりの意義」について考えることができた。

ｄ 指導者の授業力

児童の発言に対して「なぜ、そう考えたの。」「主人公がどう考えたとあなたは思うの。」

などの問い返しをすることによって、児童の考えをより深めることができる。例えば、「ル

ールのある国にもどりたい。」という発言に対して「どうしてもどりたいと思ったの。」と

問うことによって、児童は、きまりの大切さやきまりがあるからみんなが仲良く過ごせてい

るといった、きまりの意義を考えていく。ただし、今回、適切に問い返しができず、次の展

開へと進んでしまった場面があった。児童の発言を受容するだけでなく、ねらいが深まる方

向へ適切に問い返すことのできる力量を身に付ける必要がある。

(3) 事後指導

道徳の時間の後も、児童が「きまりを守ってよかった」「きまりがあったから楽しかった

・うまくできた」と思えた行動を注意深く見取り、共感的に理解していくことに努めた。あ

る児童は、グループ活動において、「最初に順番を決めて、順番を守ってやりました。けん

かをしなかったのでとても楽しかったです。」という感想を述べた。また、休憩時間に教室

配架の本を整理する児童を見付けたとき、「そろえてくれて、ありがとう。」と声をかける

と、「本の題名が、きちんと見えていたらすぐにどの本か分かるし、本を番号順に並べると、

みんなが見やすくなるんだよ。」と返答があった。そのようなときは、その場で学級のみん

なに紹介するよう心がけた。

２ 第６学年での取組

第６学年においても、道徳の時間と体験活動を関連させた取組を行った。

(1) 規範にかかわる実態

高学年の規範意識にかかわる内容項目として、「公徳心をもって法やきまりを守り、自他

の権利を大切にし進んで義務を果たす。」が記されている。法やきまりの意義の理解ととも

に、自他の権利を大切にし、義務を果たすという社会の一員としての基本的ルールの大切さ

の自覚が求められている。ルールを守ることと自分の生き方を関連させ、人間として、社会

の一員として主体的に生きていくことの自覚を図っていく時期である。

９月の「規範意識に関するアンケート」では、「学校のきまりを守ることが大切だ。」「い

じめはどんな理由があってもいけない。」など、意識面の項目での数値は高かった。しかし、

行動面の項目「学校のきまりを守っている。」で「そう思う」と答えた児童は０％であった。

その主な理由として、「用事などで急いでいるとき、つい廊下を走ってしまう。」「気分が盛

り上がってまわりのことを気にせず、人の迷惑になっていることがある。」などがあった。
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自らの行動を振り返り、各自が守らなければならないと考える基準に十分に到達できていな

いと、自己を厳しい目でとらえていることの表れとも考えられるが、自分一人ぐらい守らな

くても大丈夫と考え、まだまだ全体をおもんぱかったり、自分の生き方と関連させてとらえ

たりできない実態がある。

(2) 具体的な取組

ア 体験活動を通して（修学旅行）

公共の中での約束やきまりの意義を児童がより実感するよう、自主的で主体的な行動をす

る体験活動として広島方面の修学旅行を位置付けた。事前に様々な状況におけるルールやマ

ナーについて、児童に考えさせた。

【集団活動にかかわるもの】

・集合するとき：時間を守り、素早く決められたところに集まる。

・バスの中：しゃべるときは、周りの人に迷惑をかけない。

【社会における、他人とのかかわりとしてのルール】

・駅で：周りの人に迷惑をかけないように、先生の話を聞いて、素早く行動する。

・ホテルに着いたら：一般の人もいるので、さわがない。

・部屋を出るとき：来たときよりも、きれいにする。

修学旅行を終えて、自分たちで決めたルールを守ることができたかどうか相互評価と自己

評価を行ったところ、次のような記述が見られた。

【友達の行動について】

・Ａさんは、ホテルの中でのルールで「さわがない」というのがあったけれど、ほかの人が騒

がしくしていたら、「しずかにしよう」など自分から進んで言ったり、「もう○時やから寝よ

う」と言ったりしていました。そのおかげでみんなが静かに寝られたと思います。

・Ｂさんは、班活動のときにずっと時間を気にしていて、５分前に集合場所に着けるように心

がけていたことがすばらしいと思いました。

【自分の行動について】

・駅で、人に迷惑をかけずに行動できて良かったと思います。

・ホテルのルールを守れたと思います。一般のお客さんに迷惑をかけずにできたと思います。

修学旅行での取組で、ルールを守ることの大切さや、自らそれを守ろうとすることの大切

さを実感することにつながったのではないかと考えられる。

イ 道徳の時間を通して

「ここを走れば」（指導内容 高４－(1) 公徳心、遵法、権利・義務 出典『道徳６年

きみがいちばんひかるとき』光村図書 H21年度版）を活用した。

「主人公の祖父が倒れ、入院したという知らせを受ける。家族で病院へ向かうが、高速道

路で渋滞に巻き込まれる。路側帯を走れば早く行けるが、父は規則を守り、路側帯を走らず

その結果、祖父の死に目には会えなかった。祖父に会いたくなかったのかと主人公は疑うが、

父の目からこぼれた涙に『はっ』と気付く。」という内容である。自分一人くらいはいいだ

ろうという自分勝手な考えではなく、ルールを守り社会の一員としての義務を果たす父の生

き方に主人公を通して児童が気付き、きまりを主体的に守っていく生き方をとらえることを

ねらった。授業では、ルールを守ることの是非や社会の一員として義務を果たす生き方につ

ながる発言が見られ、約束やきまりを守ることの意義について考えるきっかけとなった。
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第３節 成果と課題

１ 道徳教育推進教師を中心とした推進体制について

今年度の研修を受けて、教職員から、次のような感想が寄せられた。（下線は筆者による。）

○道徳教育推進に関する事柄

・全体計画の作成、道徳教育の推進体制づくり、校内研修等に取り組めたため、道徳を常に意識し

た実践を行うことができた。また、規範意識が高まるよう、心がけて実践をすることができた。

・昨年度の資料が活用でき、役に立った。

○研修の内容に関する事柄

・研修で、大学教授や研究指導主事から学ぶことができ、道徳教育の入り口に立てたのではないか

と思う。具体的な取組や進め方が実感できた。

・校内研修で、普段の取組を交流する時間があり、ありがたい。貴重な時間である。

○道徳教育推進教師の役割に関する事柄

・道徳教育推進教師から、道徳に関する情報提供やアドバイスがあり、大変助かった。

・詳細な報告、予定の連絡など、参考になった。

「子どもたちの規範意識を高めるための準備などをもっと知るため、いろんな取組を学んで

いきたい。」「授業研究だけでなく、子どもたちが活動してルールを作っていくことが『自分

たちの約束事』としてルールを守る意識につながっていくと思う。そのような活動を積極的に

取り入れたい。」という今後に向けての意見もあり、教職員の意識の高まりがうかがえた。

２ 道徳の時間を中心とした取組について

図７ 第３学年 規範にかかわる意識等の変化（９月と12月）

(1) 児童の意識の変容

図７にあるように、「11 学校のきまりを守ることは大切だ。」（そう思う）と答えた第３学

年の児童は、９月には90.5％であったが12月には97.6％になっている。また。「19 学校のき
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まりを守っている。（そう思う）」と答えた児童は38.1％であったものが47.6％となっている。

児童にとって、きまりが大切であるという意識や、きまりを守っているという意識に高まり

が見られた。さらに「12 約束やきまりがあるからみんなと仲よくすごせる。（そう思う）」

と答えた児童は、76.2％から81％になっている。微増ではあるが、道徳の時間と体験活動を

関連させた取組を通して、きまりの大切さときまりを守ることの良さや、きまりがあるから

仲良くできるといった実感を得たことにより、約束やきまりを意識することにつながったの

ではないだろうか。

第６学年のアンケート結果では、「12 学校のきまりを守ることは大切だ。」（そう思う）と

答えた児童は、71.8％であったものが79.5％となっている。また、「21 学校のきまりを守っ

ている。」（そう思う）と答えた児童は、０％から15.4％となっている（図８）。きまりの大

切さを自覚し、それを実行できたと思えている児童が増えている。第３学年の取組同様、道

徳の時間と体験活動の関連を図った取組によって児童の意識が高まったのではないかと考え

る。

二つの取組において、規範にかかわる意識の高まりがうかがえた。道徳の時間と体験活動

と関連させた取組によって、規範意識が高まる有効性が感じられた。そして、その土台とし

て、道徳教育推進教師を中心に学校全体として道徳教育に取り組んだことによる、教職員の

意識の高まりがあったことは忘れてはならない。

さらに、今回の研究ではほとんど取り上げてこなかったが、こうした取組は、家庭や地域

との連携が何より大切であることはいうまでもない。学校からの通信や公開授業、講演会な

どを通して学校からの発信を継続するとともに、家庭や地域の方々と互いに対話をしながら

規範意識の向上に努めることが肝要であると考える。

図８ 第６学年 規範にかかわる意識等の変化（９月と12月）
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第４節 規範にかかわる意識の調査について

１ 調査の概要

(1) 調査の目的

「児童の規範にかかわる意識」と「規範意識を高める指導についての教員の意識」の調査

から児童の規範意識やその指導にかかわる実態を把握し、規範意識を高める道徳教育の在り

方を探る参考とする。

○児童：「体験」、「規範」、「行動」という三つの視点から、規範意識の実態や、取組を通し

た意識の変化、設問間の相関関係を調べ、今回の取組の有効性や方向性を探る。

○教員：規範意識を高める指導についての教員の意識を調べ、校内の教員研修に生かし、指

導の充実につなげる。

(2) 調査について

調査対象 上牧町立上牧第三小学校児童 上牧町立上牧第三小学校教職員

調査人数 第１学年32名、第２学年28名、第３学年42名 15名

第４学年47名、第５学年46名、第６学年39名

調査時期 ９月上旬（全学年）、12月中旬（第３、第６学年） ９月下旬と12月中旬

調査項目 下記のグラフ及び本章第３節を参照。 本章第４節の３を参照。

２ 児童の規範にかかわる意識の調査の結果と考察

(1) 「体験」「意識」「行動」の各設問の調査結果（９月）から

ア 「体験」の設問の調査結果から

・「家の人や先生に、ほめられた」

という体験は、学年が上がるほど

少ない。

・学年が上がるほど地域の行事に参

加しているが、今住んでいる地域

を調べる体験は少ない。

・中学年は、「自分たちでルールを

決めた」体験が多いと回答してい

る。

イ 「意識」の設問の調査結果から

・「きまりが大切だ」と「約束やき

まりがあるからみんなと仲良く過

ごせる」のきまりにかかわる二つ

の項目の割合は、中学年、低学年、

高学年の順に低くなっている。

・学年が上がるほど「ゴミが落ちて

いること」を気にしない傾向にあ

る。

図10「意識」の設問で、「そう思う」と回答した児童の割合（％）

図９「体験」の設問で、「何度もある」と回答した児童の割合（％）
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ウ 「行動」の設問の調査結果から

・「学校のきまりを守っている」と

思う児童の割合は学年が上がるほ

ど少なくなる。

・全体的に、学年が上がるほど「そ

う思う」と答える割合が少なくな

っている。

学年が上がると意識が低下する傾向が全体的に見受けられ、昨年度の調査校と同様の傾向

が見られた。成長とともに自らの生き方を確立していくことを考えたとき、規範意識をいか

に自らの生き方として確立できるかが、やはり重要な課題である。

(2) 「体験」「意識」「行動」の各設問間の相関関係（９月）から

各設問で、「よくある」、「そう思う」と回答した児童のデータを基に、各設問間の相関の

有無を調べた。スピアマンの順位相関係数を用い、0.4以上を相関関係があることの目安と

した。調査人数が少なく、統計学的には一般化しにくいが、アンケートを行った集団の実態

から導き出されたものであり、指導の方向性を探る手がかりになると考え「可能性がある」

という表現でまとめた。

0.0～0.2 相関関係はない。 0.2～0.4 やや相関関係がある。

0.4～0.7 かなり相関関係がある。0.7～1.0 強い相関関係がある。

ア 「きまりを守ることが大切だ」と「きまりがあると仲良く過ごせる」との相関

規範意識を

高 め る た め

に、道徳の時

間と体験活動を関連させて約束やきまりの意義を児童に実感させる視点から取り組んだのが

今回の研究である。「きまりを守ることが大切だ」と「きまりがあると仲良く過ごせる」（約

束やきまりの意義の理解）との相関を見たが、0.3前後で学年のばらつきもあり、二つの意

識の相関は、ややあるという程度で、明確にあるとはいえない。

イ ルール作りや協力する体験と「きまりを守ることが大切だ」との相関

ルール作り

の「体験」と、

きまりを守る

「意識」や「行

動」の項目と

の相関は、明

確には見られ

ないが、協力

することの「体験」とは、高学年で相関が見られる。

表３ 「意識」と「意識」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 意識 ： きまりがあると仲良く過ごせる

９月 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守ることは大切 0.36 0.39 0,07 0,42 0.34 0.26

図11「行動」の設問で、「そう思う」と答えた児童の割合（％）

表４ 「体験」と「意識」・「行動」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 体験 ： ルール作り

９月 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守ることは大切 0.03 0.31 0.04 0,34 0.06 0.32

行動 きまりを守れている 0.53 0.46 0.14 0.40 0.09 0.32

表５ 「体験」と「意識」・「行動」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 体験 ： 目標をもってみんなと協力して取り組んだ

９月 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守ることは大切 0.10 0.30 -0.03 0.22 0.41 0.06

行動 きまりを守れている 0.19 0.49 0.27 0.51 0.33 0.41
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ウ あいさつや学級の仕事への意識と「きまりを守ることが大切だ」との相関

「きまりを守

る こ と は 大

切」という「意

識」と「あい

さつは大切」

という「意識」

は、６学年中

４学年に相関

が見られ、「学級の仕事は大切」という「意識」とは６学年中５学年で、さらに、「きまり

を守れている」という「行動面」とは３学年で相関が見られた。あいさつや学級の仕事が大

切だと思っている児童、つまり、自分が属する集団を意識し、肯定的にとらえている児童は、

きまりも大切だと思い、きまりを守っていることがうかがえる。あいさつや、係などの学級

での役割を果たしている児童を認めるとともに、学級への所属感が実感できる取組や対応が

規範意識を高める可能性がある。

(3) 第３学年の取組による「体験」「意識」「行動」の各設問間の相関関係の変化

ア 「きまりを守ることが大切だ」と「きまりがあると仲良く過ごせる」との相関

取組を通して、「きまりを

守ることは大切だ」と「きま

りがあると仲良く過ごせる」

の相関係数が0.4に近付いた。

きまりの意義を主体的に理解

することが、「きまりが大切

だ」と思うことにつながって

いることがうかがえる。また、

「きまりがあるから仲良く過

ごせる」とほかの規範にかか

わる意識との相関も高まっている。

イ 第３学年の「意識」と「行動」の相関

取組によって、「きまりを守れている」と「き

まりがあると仲良く過ごせる」との相関が高

まった。きまりの意義を理解した児童が、「き

まりを守ろう」としたことがうかがえる。ま

た、「きまりがあると仲良く過ごせる」という

項目と「行動」のほかの項目との相関の高ま

りも増え、きまりの意義を主体的に理解する

ことが規範にかかわる意識全体の高まりにつ

ながる可能性を示している。

取組を行うことによって、第３学年では、「きまりを守ることが大切だ」を含めた規範にかか

表８ 第３学年「意識」と「意識」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 意識：きまり大切 意識：きまり仲良し

（第３学年） ９月 １２月 ９月 １２月

自分は役に立っている 0.16 0.21 0.39 0.39

よいところ分かってくれている 0.02 0.23 0.35 0.21

人の命は大切 -0.04 1 0.28 0.38

きまりを守ることは大切 0.07 0.38

意 きまりがあると仲良く過ごせる 0.07 0.38

学級の仕事をすることは大切 0.07 0.40 0.27 0.67

識 いじめはいけない -0.07 0.59 0.47 0.60

あいさつすることは大切 0.27 0.47 0.27 0.77

学級できまりを守る人が多い 0.15 0.27 0.26 0.24

ゴミが落ちていると気になる 0.58 0.35 -0.03 0.34

次のことを考えた行動は大切 0.03 0.37 0.28 0.65

表９ 第３学年「意識」と「行動」の設問の相関関係
「行動」と「意識」の設問 意識：きまり仲良し

（第３学年） ９月 １２月

きまりを守れている 0.17 0.45

係の仕事や掃除している 0.19 0.34

行 あいさつをしている 0.22 0.44

友達との約束を守る 0.04 0.32

動 友達へやさしい声かけをする 0.24 0.55

ゴミをゴミ箱に捨てる 0.25 0.32

次のことを考えて行動している 0.29 0.53

表６ 「意識」と「意識」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 意識 ： あいさつは大切

９月 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守ることは大切 0.92 0.52 0.27 0.48 0.34 0.53

表７ 「意識」と「意識」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 意識: ： 学級の仕事は大切

９月 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守ることは大切 0.86 0.45 0.07 0,67 0.40 0.51

行動 きまりを守れている 0.36 0.43 0.38 0.59 0.42 0.15
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わる様々な「意識」と「きまりがあると仲良く過ごせる」という約束やきまりの意義の理解にか

かわる「意識」との相関が高まった。さらに、規範にかかわる様々な意識もつながりを深めてい

くことも確認できた。これらのことから、道徳の時間と体験活動とを関連させ、約束やきまりの

意義やその大切さを考える取組を行うことが規範意識を高めることが期待できると言える。

３ 規範意識を高める指導についての教員の意識調査の結果から

(1) 教職員がとらえた児童及び規範意識を高める手立てに対する意識の変化

図12から、９月よりも12月の方が、

児童全体について、学校のきまりや時

間が守れていない、進んであいさつで

きていないと教職員はとらえているこ

とがうかがえる。

また、図13から、「学校全体で取り組

むこと」「道徳の時間を充実させること」

「約束やきまりの意義を理解させる学

習が大切」など、教職員の意識の高ま

りがうかがえる。

児童全体の様子のとらえについて、

「学校のきまりを守っている」や「時

間を守っている」等の項目が低下して

いるが、第３学年や第６学年の取組に

見られる児童の意識の高まりと併せて

考えると、取組の中で教職員の見方も

厳しくなったと考えられるのではない

か。

道徳教育の大切さ及び約束やきまり

の意義を理解させる学習の大切さなど、

規範意識を高める指導についての教職

員の意識は、研修等を通して着実に高まっており、各学年の取組を支える土台となったよう

である。

図12 児童の様子の設問で、「そう思う」と答えた教職員の割合

0

0.5

1

1.5

2

1学校全体で道徳教育に取

り組むことが大切だと思う。

2 「道徳の時間」の指導を充

実させることが大切だと思

う。

3自然体験や社会体験の充

実が大切だと思う。

4約束やきまり、法の意義を

理解させる学習が大切だと

思う。

5遊びや生活の中でルール

をつくる体験が大切だと思

う。

6授業の中に生徒の主体的

な活動を取り入れることが大

切だと思う。

7読書活動などで想像力を

養うことが大切だと思う。

8 児童の長所を認め、ほめ

ることが大切だと思う。

9児童の模範となるよう教員

が常に心がけることが大切

だと思う。

規範意識を高める手だてとして、あなたの考えに近いもの

９月

１２月

図13 高める手立ての設問で、「そう思う」と答えた教職員の割合
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第３章 まとめ

本プロジェクトは、昨年度に続き、規範意識を高めるための道徳教育の在り方について実践的

研究を進めてきた。道徳の時間と体験活動とを関連させ、約束やきまりの意義を主体的に考えさ

せる取組とともに、道徳教育推進教師が中心となった道徳教育の推進体制づくりの方途を示し、

規範にかかわる意識調査で取組の有効性を確かめた。今年度と昨年度の研究から見えてきた規範

意識を高める道徳教育の在り方を記したい。

１ 道徳の時間と体験活動を関連させ、約束やきまりについての意義の主体的理解を図る。

昨年度は小学校低学年、今年度は小学校中学年及び高学年において、道徳の時間と体験活動

を関連させる取組を行った。いずれの取組においても、取組後の意識調査の結果から「きまり

を守ることは大切だ」という児童の意識の高まりが見られた。ルールを自分たちでつくるなど

の体験活動を意図的に設定するとともに、そこで気付いた道徳的な価値の自覚を深める道徳の

時間を大切にする取組によって規範意識が高められる可能性が見えてきた。

その際、発達の段階に応じた取組を行うことが肝要である。２年間のプロジェクト研究では、

次のように取り組んだ。低学年では、道徳の時間と遊びを中心とした体験活動を関連させ、約

束やきまりがあるからより楽しく過ごせることの実感を図った。中学年では、学級活動や体育

の時間に自分たちでルールを考えるという体験活動と関連させ、約束やきまりの意義を振り返

って考える機会を大切にした。高学年では、公共の中で過ごす約束やきまりを自分たちで考え

修学旅行で実践するという体験活動と関連させ、社会の一員として主体的に生きる生き方につ

いての理解の深化を図った。発達の段階に応じたこれらの取組によって、約束やきまりの意義

の主体的な理解が規範意識の向上につながる可能性が見えてきた。

課題としては、○さらに、中学校段階での検証を行い、発達の段階に合わせた道徳教育の在

り方を探ること、○調査人数を増やし、相関関係について統計学的に一般化できるようにする

こと、○年に１回だけの取組ではなく、道徳教育の全体計画や年間計画に基づいたより計画的

・発展的な取組にしていくこと、が挙げられる。

２ 道徳教育推進教師を中心に、学校全体で取り組める道徳教育推進体制づくりをする。

児童の意識調査の結果で、「き

まりを守る人が多いと感じる」

意識と「約束やきまりがある

と仲良く過ごせる（きまりの意義）」意識との相関が４学年中２学年で見られ、第６学年でも0.

36と、相関があると考えられる0.4に近かった。児童は、自分が属する集団の約束やきまりを

守る雰囲気を、約束やきまりの意義の理解とつなげている可能性がある。児童一人一人が自ら

の生き方として規範意識を確立できるように取り組むこととあわせ、児童の周囲の学級、学年、

学校の意識を高めることも規範意識を高めることにつながると考えられる。

そのためにも、全教職員が共通の問題意識や方向性をもって学校全体がチームとして進むこ

とが重要となる。その中心的役割を担うのが道徳教育推進教師である。今回、校内の推進体制

づくりでは、道徳教育推進部を道徳教育推進教師、教務主任、道徳主任の３名で構成した。道

徳教育推進教師がその役割を一人で抱え込むことなく、常に相談をしていく中でよりスムーズ

な推進につながると考えたからである。研修の充実を目指し、グループを生かした研究協議を

表10 「意識」と「意識」の設問の相関関係

「意識」と「意識」の設問 意識 ： 約束やきまり仲良く過ごせる

９月 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

意識 きまりを守る人多い 0,26 0.44 0.43 0.36
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行ったりするなどの具体的な取組を通して教職員の意識の高まりが見られたのは、その成果の

一つであろう。このことは、昨年度の取組でも、同様の報告がされている。教職員の意識が高

まり、学校全体として規範を大切にする雰囲気が、児童の規範意識向上にもつながると考えら

れる。規範意識を高めるためには、道徳教育推進教師を中心にチームとなった一人一人の教職

員の意識が大切である。

課題として、○規範意識をより高めるために、家庭や地域との連携の在り方を探ること、

○道徳教育推進教師の役割の更なる具体化を探ること、が挙げられる。

規範意識が低いという奈良県の課題の解決を目指し、規範意識を高める道徳教育の充実の在り

方について、今後も研究を深めていきたい。

規範にかかわる意識調査の分析協力

教育測定研究所主席研究員、東京工業大学 客員教授 吉川 厚

奈良県立教育研究所教科指導部 研究指導主事 吉岡 淳
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