
２ 社会性の育成・・・・気づきを促し、コツを教えるた 

  めに、社会性と情動の学習「ＳＥＬ－８Ｓ」を意図的 

  計画的に位置づける 

   (Social  and  Emotional  Learning   of 8 abilities  at  School) 
 ○８つの能力 

    a ：自己への気づき   b：他者への気づき  

    c ：自己のコントロール  ｄ:対人関係  e：責任ある意思決定 

        ｆ：生活上の問題防止のスキル 

        ｇ：人生の重要事態に対処する能力 

   ｈ：積極的・貢献的な奉仕活動 

 
 ○授業の進め方 

 
               ・ねらいを確認する 

 

 
               ・ポイントの提示 

       

               ・教師がモデルを見せる 

 
               ・子どもがロールプレイをする 

               ・繰り返し練習する 

 
               ・ポイントの確認 

               ・自己決定、決意表明 

 
               ・「点から線へ」 

               ・日常場面での指導 

               ・賞賛、強化 

 

ワークショップ② まとめ    

鳥取市教育センター 研修企画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「温かい学級づくり」 
 ～ＳＥＬー８Ｓの活かし方～ 

【研修のねらい】 
■児童生徒理解に基づく社会性を育む具体的な取組について理解を深め、不登校や 
 問題行動等の未然防止に活かす。 

「魅力」ある授業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ファイル名 

実施日 口座番号（講座名）まとめ 

コラボ研修の場合は列記 

 
Exp.   R2.5.15_21001（授業づくり研修①）まとめ.pptx 

☆めあてを明確にする 

☆学び合いの時間の確保  

★ 

「Ｗｅｂ会議による遠隔講義」   講師 小泉 令三 氏（福岡教育大学 教授） 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

伝統的授業で目的が達成されない場合の対処 
教師主導型の否定➡アクティブ・ラーニング的    

         対話を導入することで改善 

・練り上げ過程をワークシートによるグループ 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

「徹底」による基礎学力の習熟 

☆  

★ 

  

◇授業改善の実践事例から学ぶ 
～全国学力調査の結果から見える 

    学力上位県と停滞県の特徴～ 

・低学力に危機感 

・他県を視察 

・授業改革に加えて学校経営改革  

・改革を推進するリーダーシップの存在 

・意識改革に焦点  

・学校経営改革の手段は校長面談と 

 ＰＤＣＡ 

■上昇県に共通すること 

・言い訳が多い  

・学力観が多元的  

・やっていることのみの主張で成果に言及せず  

・マネジメントの非効率  

・内に籠っている 

■学力停滞県に共通すること 

・小中学校ともに低下傾向  

・算数の授業が好き・よく分かる➡平均以下  

・導入に時間がかかり過ぎて適用題・振り返 

 りが不十分  

・教員が一方的に「めあて」や「まとめ」を 

 提示  

・「めあて」が抽象的で学習の見通しが持て 

 ない 

・「めあて」と「まとめ」が正対してない 

■本県の課題 危機感不足！ 

研修で 

 学校が 

  変わる 

まとめ    

     県立福祉人材研修センター

１ 人間関係能力（社会性）が学校適応の基礎部分にある 

３ 「ＳＥＬ－８Ｓ」展開のポイント 
 ①試行とそこでの教師の手応え 
 ②「点から線へ」の指導計画 
 ③組織的な取組と教育課程への位置づけ 

 

 
基盤となる社会性について 

 ○経験が乏しく、相手の気持ちを想像できない子ど 

  もが増えていることを実感している。人間関係能 

  力（社会性）が学校適応の基礎部分という意味で、 

  ＳＥＬ－８Ｓプログラムを繰り返し実施して社会 

  性を育てていきたい。 

 
８Ｓの習得に向けて 

 ○学級にも言葉遣いが悪かったり、思い込みやすれ 

  違いでトラブルになってしまうことがある。子ど 

  もたちのトラブルになりそうな場面を学級でソー 

  シャルスキルのような形で学習することで、人間 

  関係能力の向上につなげたい。 

 ○クラスの雰囲気が学力に直結することを実際に 

  データで確認して、より一層人間関係能力の育成 

  に力を注がなければと痛感した。「心の信号機」 

  等、一度児童生徒が自分の心を見つめなおす機会 

  をつくりたい。 

 ○昨年度研修を受けた。繰り返し受けることで、よ 

  り理解が深まった。自校はＳＥＬ－８Ｓプログラ 

  ムを取り入れており、各学年に応じたスキルの獲 

  得につなげている。子どもたちの実態に合わせな 

  がら継続して取り組んでいきたい。  

授業実践の具体化に向けて 

 ○小規模校ゆえに教員の手が入りすぎ、生徒自身で 

  トラブルを解決する力が弱い傾向がある。学んだ 

  プログラムは有効だと思うので、学級活動に取り 

  入れたい。 

 ○「心の信号機」の学習が、幅広い学年で実践でき 

  そうだと思った。中学生を対象に実践された「ト 

  ラブル解決学習」が応用できそうだ。 

令和２年６月25日（木）     

応用力 

基礎 基本 

規範意識 

行動 自尊心 

社会性 

 社会性が育まれることに
よって自尊心が高まり、規
範意識や行動が身につく。 

 それによって、基礎・基
本の学習が成立し、さらに
応用力を身につけ、学校生
活に適応することができる
ようになる。 

導入・説明 

話し合い 

振り返り・まとめ 

次の学習場面や日
常生活への展開 

活動    

モデリング 

ロールプレイ  

学校全体でＳＥＬ－８Ｓを取り組むことに向けて 

 ○「社会性の育成のためのコツを教える」ということ、今の 

  子どもたちをみていて、大いに納得した。継続して取り組 

  むために学校全体で取り組む必要がある。今までしてきた 

  ことを系統的に特別活動等にくみいれるようにしたい。 

 



特別支援教育主任研修（全） 
幼保小中連携研修 

鳥取市教育センター 研修企画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「UDLでつなげる幼保小中連携」 
     Web会議による遠隔講義 

【研修のねらい】 

■UDLについて学ぶことで、子供の育ちと学びのために日頃の保育活動に取り入れ、幼保小中連携に活か  

 す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 講師 高橋 あつ子 氏（早稲田大学 教授） 

令和２年６月２９日（月）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆  

★ 

 

 

４ 幼保小中連携  
○正しい目標設定を 実現可能な水準を 

 例：卒業までに言葉で特定の人に気持ちを伝える 

○いずれ社会で生きていく  

 どこでもだれでも困らない社会にしていくこと 

○いい実践は子どもを変え、教師を変える 

○多様なやり方があって当然な社会に 

  

■上昇県に共通すること 

・言い訳が多い  

・学力観が多元的  

・やっていることのみの主張で成果に言及せず  

・マネジメントの非効率  

・内に籠っている 

■学力停滞県に共通すること 

・小中学校ともに低下傾向  

・算数の授業が好き・よく分かる➡平均以下  

・導入に時間がかかり過ぎて適用題・振り返 

 りが不十分  

・教員が一方的に「めあて」や「まとめ」を 

 提示  

・「めあて」が抽象的で学習の見通しが持て 

 ない 

・「めあて」と「まとめ」が正対してない 

危機感不足！ 

研修で 

 学校が 

  変わる 

受講者の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ    

 ３ 学びのユニバーサルデザイン（UDL) 
多様なオプションの提供   選択 

○選択の効果  

・関心のあるものを学ぶ・自分に合っていると思える方法で学ぶ 

・脳が心地よいと思えていることは、学習効果が高い 

○表現方法を多様に・・・限定しない 

・口頭で 文字で 劇で 映像で 提示物で プレゼンで 

○学習方法が多様   評価力が試される 

 テスト、口頭試問 プレゼン 作品  

○肯定的な感情    学びの意欲に 

 

 

４、保幼小中連携 

 １ 今、求められる伸ばすべき資質・能力 

 

 

 

 
・目的を持ちやる気がある ・思いやりがある 

・色々な学習リソースを活かせる ・対話ができる 

・方略を選び自らの学びを舵取りする・自己決定力  

・社会生活技能 ・自分が好き ・行動調整力  

 

・学びに向かう力・人間性 

・粘り強い取組を行おうとする側面 

・自らの学習を調整しようとする側面 

 ２ 主体的に学ぶためには 

   古い指導観とUDLとの決定的な違い 

与えている！ 託している！ 

・発問 

・こう考えよう 

・答えは？ 

・正解です！ 

・まとめを板書 

・不足は宿題 

・学習問題 

・どう考える？ 

・答えはどう？ 

・自分の言葉でまとめ  

 てみてどう使う？ 

・必要だったらやる？ 

・教材と向き合い問  

 いが生まれる 

・思考力を使って考   

 えが見える 

・答え・自己評価、  

 他者評価、 

・自分なりのまとめ 

・自分に必要な宿題 

○指導観の見直しを行った。「答え」を与えていた昭和型  

 の保育で、守れない約束を繰り返し伝えていた。約束が  

 守れない現状を変える方法は、繰り返し保育者が伝える  

 ことではなく、子供が決めた 提案を受け止め、実践でき    

  るようにサポートすることではないかと考えた。【園】 

○子供達がこの一時間で何を学ぶのか目的意識を持ち自分  

 に合った方法を選んで取り組めるような授業づくりをし、  

 授業を変えていけるようにしたい。【学校】 

○多様性、相互承認の時代がすでに到来している。昭和型   

 授業からの転換を図りたい。 

 

 

 

 
○子供自身が自分で選んで考えて、遊びの中で様々なこと  

 を学んでいくことの大切さを改めて感じる。子供が遊び  

 の中で、意欲を持って自己選択し、主体的な遊びが展開    

 していけるような保育実践をしていきたい。【園】 

○子供が、自ら主体的に学べるような選べる環境作りを提  

 供していくことで個々が生き生きと学び、また学び方で 

  自己決定の力が育つことを聞き、個々の興味関心を高め  

 ていきたい。【学校】 

 

 
 
 

○やり方は一つではない。着地点も一つではない。以前の  
 固定概念に捉われるのではなくその子なりの能力が発揮  
 できるよう環境を様々用意し、選ぶことが普通にできる  
 といった保育、接し方を心がけていきたいと改めて気づ  
 かされた。【園】 
○児童の中に読み書きが苦手な子供がいる。教えていただ  
 いた支援方法を使っていきたい。口頭テストは、時々っ  
  ていたことであり、良いと分かり、安心した。劇や映   
 像等の表現方法も模索していきたい。【学校】 
○多様な方法を設定し、学習内容をチョイスできるように  
 し、学習意欲を高めたい。【学校】 

学びを活かす 

 
 
○幼保の姿が、小中での学びにつながることを意識し、実際  
 の子供の姿や保育士の関わりを通して、主体的な姿とは、  
 どういう姿をいうのか考えていきたい。【園】 
○小学校との引継ぎにおいて個々に応じたよりよい関わり方  
 や目標設定を共に考え合っていきたい。【園】 
○教育支援計画作成時には、目標は「いつまでに」「実現可  
 能な水準」を明確にして作成することで、幼保小中連携を  
 進めたい。【学校】  
 

大事なこと 

受講者のプラン 私は学びをこう活かす  

学びを活かす 

学びを活かす 

今すぐ活かせるものが多い 



教務主任研修まとめ

「カリキュラム・マネジメント with コロナ」

【研修のねらい】
■鳥取市のめざす子ども像の実現に向けたカリキュラム・マネジメントについて理解を深め、教務主任と
しての学校運営に活かす。

講師 村川 雅弘 氏（甲南女子大学 教授）

令和２年７月３日（金）
Web会議による遠隔講義

指導要領改訂の背景➡先行き不透明な時代：災害・少子高齢化・一極集中・仕事の変化・・・・・・そして感染症
育成すべき資質・能力を踏まえたカリキュラム・デザイン➡どのように学ぶか（ＡＬの視点）

➡カリキュラム・マネジメントの充実

カリキュラム・マネジメントの大前提 ➡自校の児童生徒の実態把握・具体的な手立て
➡日々の授業が変わること・子どもに力をつけること

・日々の授業改善(pdcaサイクル)が一年を通じてカリキュ
ラム・マネジメントにつながることを校内で再度確認し
たい。
・カリマネは日々の授業の上に成り立っているのだからこ
そ、学びの姿を引き出す手立ての共有や共通実践が大切
だ。プロジェクトチームで現状を把握し成果や課題を洗
い出していきたい。また、この時期を順風ととらえ、行
事や活動について児童自身が考えることで自己の学びへ
繋げていきたいと思う。
・それぞれの教員が授業と家庭学習をリンクさせたり、授
業が終わってもまだ学習したいと思えるような授業をつ
くったり、ひとりでも学習できるスキルを教えたりして
いきたいと思う。

【受講者のプラン・・・私はこの学びをこう活かす】～部分抜粋～

・「一人学びができる子どもを育てる」ために、学びの手引きを作成するなどの具体的な方法を示してくださったことが心に残っ
た。
・自己の学びのカリキュラム・マネジメントを実現するために、本校の研究テーマである学級活動・話し合い活動で子どもたちと
共に考える時間を充実させていきたい。
・一人学びの力の育成は授業だけでなく家庭学習での予習や主体的に学ぶ姿勢にもつながってくると思う。授業研究や授業改善の
一つの視点として取り組んでいきたい。
・一人学びの育成について、本校でも家庭学習の取り組みが課題となっている。ただの宿題にならないように、授業との関連を図
るなど、校内研究、教科会、学年会でも取りあげ、これからの取り組みを工夫していきたい。
・本校は教科学習で必要な力を、特設教科の学習で身につけさせるにはどうすればよいか、研究をしている。先生のお話から、こ
の研究が一人学びができる生徒の育成につながる可能性が十分にあると感じた。校内研究や研究授業を通して、一人学びができ
る生徒を育成したいと思う。
・自己の学びについてのマネージメント力をつけるために、その環境となる学級の人間関係をつくっていく手だてやポイントを、
子どもたちと共につくりたいと思う。

・外部講師の方に自分の生き方を語っていただいたりして、
キャリアモデルとしても関わってもらうことができると
いう示唆をいただいた。先行き不透明な時代を生き抜く
ための資質、能力を育むことを常に念頭において実践し
ていきたい。
・限られた時間や人材を有効に活用して、生徒を成長させ
るために、学校運営協議会やPTAと連携したカリキュラ
ム・マネジメントを取り入れたい。

カリキュラム・マネジメント
学習指導要領・学校教育目標の実現のための教育課程編成

➡実施・評価改善のＰＤＣＡサイクル

カリキュラム・マネジメントの３側面
ⅰ）教科等横断的な視点による教育内容の組織的配列
ⅱ）実態把握に基づく教育課程の編成とＰＤＣＡサイクルの確立

ⅲ）校内外の人的、物的資源の組み合わせによる効果的な活用

カリキュラム・マネジメントのレベル

①学校のカリマネ ②教科・領域のカリマネ

③学年のカリマネ ④学級のカリマネ ⑤自己の学びのカリマネ

withコロナにおける外部のキャリアモデルの活用（遠隔を含む）

Ｄの中の小さなpdcaサイクル（日々の授業改善）

カリキュラム・マネジメントの最終目標

「一人ひとりの自己の学びのカリキュラム・マネジメント」の実現

一人学びができる子どもの育成

このワードが受講者の振り返りの中で最多でした
２４名/５６名

with コロナの時代
協働的に新たなものを創出
するために求められる資質・
能力の育成が重要性である



情報化推進リーダー研修 まとめ    

鳥取市教育センター 研修企画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「魅力」ある授業   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ファイル名 

実施日 口座番号（講座名）まとめ 

コラボ研修の場合は列記 

 
Exp.   R2.5.15_21001（授業づくり研修①）まとめ.pptx 

☆めあてを明確にする 

☆学び合いの時間の確保  

★ 

情報活用能力 
  とは、 

「Ｗｅｂ会議による遠隔講義」   講師 中川 一史 氏（放送大学 教授） 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結びつきとしてとらえて把握し、情報および情報 

           技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したり 
           していくために必要な資質・能力のこと 

伝統的授業で目的が達成されない場合の対処 
教師主導型の否定➡アクティブ・ラーニング的    

         対話を導入することで改善 

・練り上げ過程をワークシートによるグループ 

 協議に代替して議論をさせる 

・教師の一方的講義ではなく生徒同士の対話を 

 入れる 

「徹底」による基礎学力の習熟 

☆  

★ 

  

◇授業改善の実践事例から学ぶ 
～全国学力調査の結果から見える 

    学力上位県と停滞県の特徴～ 

・低学力に危機感 

・他県を視察 

・授業改革に加えて学校経営改革  

・改革を推進するリーダーシップの存在 

・意識改革に焦点  

・学校経営改革の手段は校長面談と 

 ＰＤＣＡ 

■上昇県に共通すること 

・言い訳が多い  

・学力観が多元的  

・やっていることのみの主張で成果に言及せず  

・マネジメントの非効率  

・内に籠っている 

■学力停滞県に共通すること 

・小中学校ともに低下傾向  

・算数の授業が好き・よく分かる➡平均以下  

・導入に時間がかかり過ぎて適用題・振り返 

 りが不十分  

・教員が一方的に「めあて」や「まとめ」を 

 提示  

・「めあて」が抽象的で学習の見通しが持て 

 ない 

・「めあて」と「まとめ」が正対してない 

■本県の課題 危機感不足！ 

研修で 

 学校が 

  変わる 

まとめ    

     県立福祉人材研修センター

３ 「ＳＥＬ－８Ｓ」展開のポイント 
 ①試行とそこでの教師の手応え 
 ②「点から線へ」の指導計画 
 ③組織的な取組と教育課程への位置づけ 

令和２年7月6日（月）     

振り返り・まとめ 

次の学習場面や日
常生活への展開 

「教育の情報化を 
 リーダーとして推進する」 

【研修のねらい】 
■児童生徒の情報活用能力に向けたカリキュラム・マネジメントや校内研修の進め方 
 について理解し、各学校における実践力を高める。 

どんどん学校差が激しくなってくる 

あなたの学校は大丈夫？？ 

これからの学校の当たり前の姿 

授業内でデジタル機器を使う頻度・・・日本は最下位 

（世界５３か国・地域中  ＰＩＳＡ2018調査結果） 

今の多くの学校の状況 

 

情報化推進教師の資質・能力の４観点 1 理念・理論に関する知見 

3 カリキュラムコーディネーション   

①３つの観点や教科・領域等に配慮した 

 情報教育カリキュラムが計画できる 

②情報教育の段階性を意識できる 

③教員や児童生徒の実態に合ったカリキ 

 ュラムの評価・改善ができる 

4 校内マネジメント 

①同僚を良い意味で巻き込むことができる（ひと） 

②研修、研究の機会を企画・運営・推進している（こと） 

③人材、ハード、ソフト、予算等の確保・管理をしている（もの） 

 
○情報化推進リーダーとして、校内マネジメントの大切さを学んだ。役割分担をしながらキーパーソンを育てていきたい。 

 また、プログラミング教育に関して前期課程の実践においてＮＨＫの「テキシコ」等の教材を紹介していただいたので、 

 研修に活用したい。 

○情報化推進リーダーとして、職員研修でＧＩＧＡスクール構想について知らせ、児童がＩＣＴを効果的に選択しながら 

 学習に取り組める力を身につけさせなければならないことを伝え実践化につなげたい。授業研にＩＣＴを活用した場面 

 を組み込んでもらうなど、普段から実践化を図りたい。 

○学習者用デジタル教科書全般について情報化推進リーダー自身が早めに理解を深め、校内をリードできるようにしたい。 

○どの教科でも横断的にプログラミングの内容を取り入れ、思考力を高めさせるようにしていきたい。 

2 授業デザインとアチーブメント 

①教科・領域のねらいと情報教育のねらいをうまく融 

 合している 

②ＩＣＴと非ＩＣＴの選択・組み合わせが絶妙である 

③形成的評価を行い、授業の改善点を明確に語れる 

 ○ＩＣＴを毎日ふつうに使っている学校 

 ○オンラインを積極的に活用している学校 

 ○情報活用能力を計画的に育成している学校 

○ＩＣＴ活用等、教師の苦手意識の払拭のための手立てを講じたい。具体的には各先生が実践されていることを気軽に話 

 せる場をつくり、他の先生もしてみたり改善点を出し合ったりできるように、得意な先生をうまく生かしていきたい。 

○タブレットを主体的に子どもが使ってみる授業に挑戦したい。 

○タブレットを調べる学習だけでなく、プレゼンや意見の交換などの表現の場で使いたい。 



道徳教育推進教師研修（全）

「子どもの評価の考え方を生かした
道徳科の授業づくり」

【研修のねらい】
■指導に活かされる評価を大切にした「特別の教科 道徳」の授業づくりについて理解する。

講師 浅見 哲也 氏（文部科学省 教科調査官）

令和２年７月１４日（火）

まとめ

Web会議による遠隔講義

【受講者のプラン・・・私はこの学びをこう活かす】～部分抜粋～

道徳的諸価値を理解する
➡３つをもって授業を進める

(1)価値理解
人間としてよりよく生きる上で大切なことであると理解すること

(2)人間理解
道徳的価値は大切であってもなかなか実現することができない人間の弱
さなども理解すること
(3)他者理解

道徳的価値を実現したり、実現できなかったりする場合の感じ方、考え
方は一つではない、多様であるということを前提として理解すること

○道徳科ばかりに気をとられていて、教育活動全体で道徳教育をするところまで意識
がなかなかいってなかった。道徳教育推進教師として学校全体を見わたしながら、
職員と道徳的価値を共通理解して、全校の児童の様子や取り組みを通して道徳教育
を推進していきたい。

○校内研修等で、道徳科の評価のとらえ方を伝え、日々の道徳科の評価に役立ててい
きたいと思う。また、毎週の道徳科の授業を構想するにあたって、ねらいに対する
児童の実態を踏まえながら授業を構成し、考え、議論する道徳になるように校内に
広めていきたい。

○どの授業でもそうだが、授業を組み立てるにあたって大事なことは児童の実態であ
り、そこからねらいや発問の長所・短所について考えることが大切であること、ま
た、児童が一番成長するのは、信頼できる先生に褒められることだということから、
教師と児童の信頼関係を築くことの大切さを職員に伝えたいと思う。
○考え議論する道徳とするために、児童の実態や何を考えさせ、どんな力をつけてい
きたいのか明確にして、授業をみんなで作りながら（模擬授業等）、評価のできる
授業づくりをめざして学校全体の授業力向上を図っていきたい。

よりよく生きるための基礎となる道徳性を養う

道徳教育

道徳教育の道徳科

共通の目標

道徳的な判断力・心情
実践意欲・態度

道徳科
善悪の判断 善を行うことを喜び

悪を憎む感情

道徳的価値を実現
しようとする意志

擬態的な道徳的行為
への身構え

成長を受け止めて認め、励ます個人内評価、数値ではない

👇

教師はねらいを設定し授業に臨むが、そのねらいをゴー
ルとした評価を行わない

学習状況や成長の様子を評価する

道徳性を養うことがねらい ➡ 道徳性を評価するのではない

子どもたちが学んでいる姿を継続的に見取って、
一定の期間の中で評価する

👇

児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか
道徳的な価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているか

👇
自己の（人間としての）生き方について考えを深める

授業の中だけで評価することは困難

道徳科の評価の基本的態度

道徳科の授業構想

教 材

児童生徒
の実態

内容項目

実態によって授業
のねらいや展開が
変わる

道徳教育推進教師に期待すること
学校独自の道徳教育を分かりやすく推進す
るためのカリキュラム・マネジメント

学校教育目標➡育てたい子ども像
👇

目標設定➡計画立案
👇

共通理解・共通実践

道徳科における
主体的・対話的で深い学び
「考え、議論する道徳」

○問題意識をもつ
○自分との関わりで考える
○多角的・多面的に考える
○自らを振り返る
○自己の（人間としての）生き方について考えを深める

長期的な展望と綿密な計画に基づいた丹念な指導がなされ道徳的
実践につなげていくこと

評価の考え方を生かした
道徳科の授業の質的転換


