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日本･韓國の道德敎育：モンゴル敎育に示唆するもの
Bayasgalan Oyuntsetseg*

〈要 約〉
モンゴルでは、道徳教育が教科指導に統合されていて、全教育活動を通じて行われることになってい
る。にもかかわらず、指導内容や指導方法に関する学年毎の指針も規定されていない。一方、日本や
韓国では、道徳教育の位置づけ、指導内容や指導方法について、より明確な方向性が示されている。
従って、本研究でモンゴルの教育スタンダード、日本の学習指導要領、韓国の国民共通基本課程にお
ける道徳教育の位置づけ、指導内容、指導方法に関する規定を比較検討し、モンゴルとの相違点を解
明することで、モンゴルの今後の課題を明らかにする試みをした。
キーワード: 道徳教育の目的、道徳教育の位置づけ、指導内容、指導方法

Ⅰ. 本研究の課題

本研究ではモンゴルの道徳教育の位置づけ、指導内容及び指導方法の三点について、
諸外国と比較する。比較の対象として、1958年から道徳の時間を特設している日本、
1973年から教科として道徳教育を行っている韓国を選んだ。その理由は、これらの国に
おいて初等学校から高等学校まで系統的に道徳教育が実施されているからである。具体
的にはモンゴルの「教育スタンダード」、日本の「学習指導要領」、韓国の「国民共通
基本課程」における道徳教育の位置づけ、内容、指導方法に関する規定」を中心に比較
する。それぞれで国の道徳教育の指針となっているこれらの参考資料から、モンゴルと
の相違点を解明することで、モンゴルの今後の課題を明らかにしたい。
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Ⅱ. 道徳教育の位置づけへの示唆
1.「教育スタンダード」におけるモンゴルの道徳教育の位置づけ
モンゴルの教育スタンダードではモンゴルの教育課程が教科指導と教科外指導の二つ
の領域から構成されている。教育スタンダードには初等中等教育スタンダード(Бага ду
нд боловсролын стандарт)、高等教育スタンダード(Бүрэн дунд боловсролын стандар
т)、特別教育スタンダード(Тусгай хэрэгцээт боловсролын стандарт)

(注1)

がある。それ

ぞれのスタンダードにおいて書かれている教育目標は次の通りである。
2004～2005年度から導入された、新しい教育スタンダートでは、個人の知識および能
力の成長をその人の道徳、価値観、美的感覚の成長と合わせて評価することの重要性を
うたっている。そして、「知識、美的感覚、精神的開発、自己実現力など各生徒の内面
的な資質が開発される環境を提供できるように教育環境や教育方法を改革すること」、
「児童生徒の道徳性の涵養」、「知育、徳育、体育に発展した人間の育成」、「道徳性
が児童生徒の評価の基盤になること」が強調されている(注2)。初等中等教育スタンダー
ドで、「初等教育における目標は、美的、道徳的な知識、伝統的習慣、健康管理、身体
発達に関する知識、自分と他者の労働を尊敬し、誠実と協調性を大事にする心、自然環
境や社会現象、環境保護に対する正確な認識、正しい言葉づかいと自己表現力などを育
(注3)

成することである」と、定義されている

。一方、高等教育スタンダードにおける目

標は、道徳的な知識と国民としての義務を認識し、自分の意見などを自由に表現し、誠
実さと思いやり、愛国心、遵法精神、民族および人類社会の伝統、文化を愛し、健全な
生活や家庭生活に関する知識、才能を伸ばし、自力で生活し、いかなる問題に対しても
正しい判断ができる人間を育てることにある(注4)。ただ、教育スタンダードには、道徳
教育に関する習指導要領というようなものは存在しない。また、道徳教育の単独の教科
や時間がなく、各教科指導の内容に分散して含まれており、特に社会科系教科(表1-1を
参照)を中心に、すべての教育活動を通じて行われている。

〈表1-1〉道徳的価値について学習する教科
初等学年

中等学年

高等学年

学年

1・2・3・4・5・6

1・2・3・4

1・2

関連教科

人間と社会
人間と環境

社会性

国民と社会Ⅰ
国民と社会Ⅱ

出所：2005年5月20日付けモンゴル教育文化科学大臣164号令添付資料2をもとに、筆者が作成
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2.「国民共通基本教育課程」における韓国の道徳教育の位置づけ
韓国の学校教育において教育の内容を教育課程上に定めているのは「国民共通基本教
育課程」である。韓国では、大韓民国教育部(日本の文部科学省に相当。以下、「教育
部」と略す)によって1997年に「第7次教育課程」(日本の学習指導要領に当たる)が告示
された。その基本理念は「21世紀の世界化・情報化時代を主導する自立的・創意的な韓
(注5)

国人の育成」を目標としている

。

第7次教育課程で、初等学校1年から高等学校1年までの10年間を「国民共通基本教育課
程」と設定し、国民に対して基本的で重要だと考えられる教育内容を10年間にわたり計画
的に教育しようとしている(注6)。初等学校教育は、生徒の学習と日常生活に必要な基礎能
力の養成と、基本的生活習慣の向上を目標としている。つまり、①体と心の均衡を取りな
がら育つことができる多様な経験を持つ人間、②日常生活の問題を認識して解決する基礎
能力を伸ばし、自身の考えや気持ちを多様に表現する経験を持つ人間、③多くの仕事の世
界を理解できる幅広い学習経験を持つ人間、④我々の伝統や文化を理解して愛護する態度
を持つ人間、⑤日常生活に必要な基本生活習慣を育て、隣人や国を愛する心がけを持つ人
間を育てることが目標とされている。一方、中学校の教育は、初等学校の教育の成果を基
礎として、生徒の学習や日常生活に必要な基本能力と、民主的な市民としての資質を涵養
することを目標としている。すなわち、①心身の調和が取れた発達を追求し、自己発見の
機会を持つ、②学習と生活に必要な基本能力や問題解決能力を伸ばし、自身の考えや感じ
たことを創意的に表現する経験を持つ、③多様な分野の知識と技能を育て、積極的に進路
を探索する経験を持つ、④韓国の伝統や文化を発展させる態度を持つ、⑤自由民主主義の
基本的価値と原理を理解する人間を育てることが目標とされている(注7)。
国民共通の基本教育課程は教科、裁量活動、特別活動によって編成されている。教科
は国語、道徳、社会、数学、科学、実科(技術・家庭)、体育、音楽、美術、外国語(英
語)である。この構成から分かるとおり、国民共通基本教育課程で、道徳科の「教育課
程」もその一環としてその中に位置づけられている。道徳教育は道徳の授業だけでな
く、各教科と特別活動等を通じて構成されるようになっている。以下、表1-2で韓国の
道徳科の位置づけについて示した。
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〈表1-2〉韓国の道徳科の位置づけ
初等学校

中学校

高等学校

学年

1・2

3・4・5・6・7・8・9・10

11・12

道徳教育
関連教科

「正しい生活」

「道徳科」

「市民倫理」、「倫理と思想」
「伝統倫理」

出所：国立教育政策研究所「道徳・特別活動カリキュラムの改善に関する研究」2004年、p.9

道徳科は、「国民共通基本教育課程」の一つとして3～10学年に位置づけられている
が、教育活動全体を通じても行われることとされている。なお、1～2学年には道徳科と
国語科の統合教科である「正しい生活」が、11～12

学年には選択科目として「市民倫

理」「倫理と思想」「伝統倫理」が設置され、道徳科と密接に連携されている(注8)。1時
間の授業は45分を原則とし、道徳担当の教師が担当する。教科書は単一的な国定教科書
である。道徳科の「教育課程」が国民共通基本教育課程に組み込まれることで、より一
貫性の高い体系的な道徳教育のあり方が提示されている。すなわち、道徳科教育は初等
学校3学年からの8年間のスパンを基本としながらも、前段階である初等学校1、2学年の
「正しい生活」、そして後続する高等学校選択中心教育課程とも連携が図られること
で、初等学校から高等学校まで連続性と系統性のある道徳教育が構築されている(注9)。
しかし、2009年9月に入って韓国の教育科学技術部は未来志向の教育課程を打ち出し
た。ここでは、未来志向の教育課程として、道徳教育科目を廃止し、社会科に組み入れ
る構想が打ち出されている(注10)。このような韓国の道徳教育に関する動きはこれから注
目したいところである。

3.「学習指導要領」における日本の道徳教育の位置づけ

日本の学校教育において教育の内容を教育課程上に定めているのは「学習指導要領」
である。学習指導要領は、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の
各学校と各教科で実際に教えられる内容とその詳細について、学校教育法施行規則に依
拠して定められている。学習指導要領で「道徳」は、教科ではなく、特別活動(学級活
動、児童・生徒会活動、クラブ活動、学校行事)と同じように「領域」という位置づけ
になっている。道徳教育は「道徳の時間を要として」学校の教育活動全体を通じて行わ
れるとされており、道徳の時間の位置づけが強化されている。
学習指導要領で、道徳教育の目標を次のように定義している。「道徳教育は、教育基

- 178 -

日本･韓國の道德敎育: モンゴル敎育に示唆するもの

本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、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し、豊かな心
をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文
化の創造を図るとともに、公共の精神を尊び、民主的な社会及び国家の発展に努め、他
国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本
人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(注11)。さらに、
「指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い」には、「道徳教育の全体計画と道
徳の時間の年間指導計画を作成するものとする」と記されている(注12)。
学習指導から「道徳の時間」が重要な位置を占めていることが分かる。道徳の時間
は、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程には、年間あたり35単位時間(1単位時間
は、小学校45分、中学校50分)が設けられ、おおよそ1週間あたり1時間割り当てられ
る。また、高校には「道徳の時間」がなく、現代社会や倫理を中心にして、学校の教育
活動全体を通して実施するとされている。

〈表1-3〉日本の道徳教育の位置づけ
小学校

中学校

高校

学年

1・2・3・4・5・6

1・2・3

1・2・3

関連教科

道徳の時間

道徳の時間

現代社会、倫理

出所：文部科学省『学習指導要領道徳編』2008年、をもとに作成

日本の授業での道徳の時間の特質は、他の教科や特別活動とは区別して行われるも
のである。また、教科書を使用せず、その上、評価も行わないことを前提として学級担
任が指導することになっている。各学校においては、校長が示す方針の下に、道徳教育
の推進を主に担当する教師を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開する。そのた
め、道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画が作成される。さらに、「道徳教
育の全体計画の作成に当たっては(略)道徳の内容との関連を踏まえた各教科、外国語活
動、総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社
会との連携の方法を示す必要がある」と定めている(注13)。この規定は、教科等における
指導内容を整理し、道徳教育の全体計画に加えることを求めていると考えられる。

- 179 -

한국일본교육학연구(제16권 제2호)

Ⅲ. 道徳教育の指導内容への示唆
ここで、道徳教育の内容が、それぞれの国の教育課程の中でどのように明示され、分
類されているかを検討する。

1.「教育スタンダード」におけるモンゴルの道徳教育の内容

初等中等教育スタンダード(Бага дунд боловсролын стандарт)においては、各学年別
の強調される徳目や指導内容における領域に関する体系的で具体的な指針が規定されて
いないため、教育スタンダードで道徳教育の内容を、具体的に明示することは不可能で
ある。従って、ここでは、教育スタンダードの目標や社会科系教科の目次から見える内
容について纏めることとする。
初等中等教育スタンダードでは、教育の目標を「知的および道徳的、身体的に発達し
た人間、人道主義を尊重するとともに自立して学び、生活し、労働できる人間を育成す
ることにある」と定義している(注14)。また、四つの学習目標(「知の学習」、「実践の
学習」、「生の学習」、「存在の学習」)を挙げている。それぞれの中で学校教育にお
いて育てるべき資質について、「仕事をするために必要な能力、情報を所有し、伝達す
る力、新しい状況に柔軟に適応できる力、身体的、精神的、感情的、美的、道徳的な感
覚、すべての利害関係者の関心を考慮して解決し、他者の権利を尊重し、同じ地域で生
(注15)

活し、学習する力などを養うことが目標とされている

。

従って、教育スタンダートにおいては、「人道的および民主的社会における政治や経
済競争などの本質を理解し、実生活に活用できる力、民主的社会の法令を尊重する習慣
や精神、あらゆる問題に対し、道徳的および科学的な立場で解決する力、年長者、兄
弟、友達を尊重し、彼らの話を聞き理解する力、人間および国民の権利を行使し、一国
民としての義務および責任を果たす力、祖国および人類の進歩的習慣を尊重する精神、
他の民族および国家の文化的価値観を尊重する精神等」が重要な資質として挙げられて
いる(注16)。これらの学習目標で取り上げている資質は学校教育における、道徳教育の内
容といえる。このような規定に基づき、自然を大事にし、子どもの時から健康的に生活
できる習慣を身につけるように指導する「健康」科、人間の行動の善悪の判断について
「人間関係」、「私たちの関係」、「道徳律」などの領域を設けて教授する「人間と社
会」、「人間と環境」、「社会性」などの教科が創設されている。次に、表1-4で社会
科系教科の中で学習する主な道徳的価値についてまとめた。
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〈表1-4〉社会科系教科の各領域で扱っている主な価値徳目
教科・学年

関連テーマと価値徳目

「人間と社会」 普遍的人間関係のルール(学校、社会、文化の環境を事例として)、地域の文
化・習慣の尊重、労働愛、愛郷、挨拶、感謝
(4～5年生)
「社会性」
(6～9年生)
「健康」
(4～11年生)
「人間と環境」
(1～3年生)

優しさ、謙虚、慎重さ、我慢強さ、誠実、公正、協調性、真面目、他者への
手伝い、他者への世話、思いやり、(他者のものを盗み、嘘をつき、悪口を言
い、誤った思想を守らないこと)、道徳律上の権利と義務、名誉とその大切
さ、国内および国際文化に対する尊重
他者を理解し大事にする意味、他者のよい資質を尊重する意味、反社会行動
に対する批判的態度
家族がお互いに気を配り共同で生活する意味、家族と年長者、他者を尊敬す
る意味、仲間(団体)の意味、お互いに協力し尊敬し手伝う意味、家族と友達
との友好関係の意味

出所：①2006年8月16日付け教育研究所長の『教科基準の制定に関する15号決定』添付資料1、
2)、②教育研究所『11年制学校の教育プログラムの実施手引き(2006～2007年、2007～
2008年)』Od sbit 出版、2006年、pp.32-33,p.45,p.70)をもとに、筆者が作成

2.「国民共通基本教育課程」における韓国の道徳教育の内容

韓国の道徳科の目標は、韓国人としての望ましい人生を送るために必要な道徳規範や
礼節を身に付け、日常生活で直面する道徳的問題に対して望ましく合理的に解決してい
くのに必要な道徳的判断力を育成し、同時に市民意識と国家·民族意識を培わせること
にあるとされている(注17)。道徳科の各学年の内容は、項目別に表記されており、内容項
目は①個人生活、②家庭・近隣・学校生活、③ 社会生活、④ 国家・民族生活の視点で
分類されている(注18)。この四つの視点をもとに、道徳科の各領域で扱っている主な徳目
について、次の表1-5で示した。

〈表1-5〉道徳科の各領域で扱っている主な価値徳目
区別

個人生活

家庭・近隣・学校
生活

社会生活

国家・民族生活

主要な 生命尊重、誠実、 敬愛、孝道、礼節、 遵法、他者配慮、環境保 国家愛、民族愛、安
保意識、平和統一、
徳目 正直、自主、節制 協同、愛郷、愛校 護、正義、共同体意識 人類愛
出所：日本社会科教育学会『東アジアにおけるシティズンシップ教育』明治図書出版、2008年、p.59。
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この枠組みに沿って第3学年から第10学年までに特定の徳目が設定されている。そし
て、指導内容の系列性や連携性、児童生徒の発達段階が考慮され、学年に応じた重点的
な教育がなされている。例えば、初等学校の3・4学年では「個人生活」や「家庭・近
所・学校生活」に関する内容が多く扱われているが、5・6学年では「社会生活」や「国
家・民族生活」の徳目が多く扱われている。以下、表1-6で、小学校(1～4学年)の道徳
科の目次の一部をまとめた。
〈表1-6〉小学校の道徳科の目次
1学年 目次

2学年 目次

3学年 目次

4学年 目次

新しい我らの学校、
挨拶、正しい姿勢、
おとなしい子ども、
時間を守ること、仲
の良い友達、幸福な
わが家
端正な態度、ありが
たい心等

自分の力でやらなく
ちゃ、才能の自慢、約
束、ありがたいお方た
ち、正しく美しい言葉、
我らの國土、祖父の経験
したこと、お盆の日
親友の手となって等

私の希望、清潔で美し
く、美しい心、大切な
時間、慎重な行動、仕
事のやり甲斐、我らの
文化財、親切な國民
団結された力等

素直な人
公正な行動、國を守っ
た人たち、大事な自
由、國の発展と私、仲
のよい我が家、学校
愛・郷土愛
公衆道徳、我らの文化等

出所：杉原誠四郎『日本の道徳教育は韓国に学べ 道徳教育教科化への指針』文化書房博文社、
2007年、pp.93-97をもとに、筆者作成

2.「学習指導要領」における日本の道徳教育の内容
学習指導要領では、小学校から中学校を通じて、道徳の時間を要として学校の教育活
動全体を通して推進される道徳教育の内容の全体構成および相互の関連性と発展性を明
確にするために、次の四つの視点に分類している(表1-7を参照)。
〈表1-7〉四つの視点と主な道徳的価値(内容項目)
視点
1
2
3
4

主として自分自身に関す
ること
主として他の人とのかか
わりに関すること
主として自然や崇高なもの
とのかかわりに関すること
(4)主として集団や社会との
かかわりに関すること。

内容項目
①健康や安全、規則正しい生活 ②粘り強さ、希望や勇気 ③善
悪の判断、自主自立 ④誠実、明るさ、素直 ⑤自分のよさを伸
ばし悪いところを改める など
①真心 ②思いやり・親切 ③信頼・友情、男女の協力 ④尊
敬・感謝 ⑤謙虚・寛容 など
①生命の尊さ、自他の生命の尊重 ②自然保護・動物愛護 ③
感動・畏敬の念 など
①約束や社会のきまりを守る、公徳心 ②権利・義務
③公正・公平 ④役割の自覚・責任 ⑤奉仕の精神 ⑥家族愛
⑦愛校心 ⑧郷土愛・愛国心 ⑨国際理解・世界平和 など

出所：文部科学省『小学校学習指導要領解説 道徳編』第3章第2東洋館出版社、2008年、 をもとに作成
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内容項目の全てが、道徳の時間の内容として計画的、発展的に取り上げるべきもの
であり、教育活動全体でも、各教科等の特質に応じて指導するものとして明示されてい
る。この内容項目は、学年により異なる。具体的には、小学校1・2年では15、小学校
3・4年では18、小学校5・6年では22、中学校では23項目になっている。以下、表1-8
で、それぞれの視点のねらいを示した。

〈表1-8〉四つの視点とそのねらい
視点

ねらい

1

自己の在り方を自分自身との関わりにおいて捉え、望ましい自
主として自分自身に関す
己の形成を図る。つまり、外に表れている自己と内なる自己と
ること
の対話をさせる。

2

自己を他の人との関わりの中で捉え、望ましい人間関係の育成
主として他の人とのかか
を図る。つまり、自分が他の人との関わりの中で存在し、生か
わりに関すること
されていることを理解する。

3

主として自然や崇高なもの 自己を自然や美しいもの、崇高なものとの関わりにおいて捉
とのかかわりに関すること え、人間としての自己の在り方の自覚を深める。

4

(4) 主として集団や社会 自己を様々な社会集団や郷土、国家、国際社会との関わりの中
とのかかわりに関するこ で捉え、国際社会に生きる日本人としての自覚に立ち、平和的で
と。
文化的な社会及び国家の一員として必要な道徳性の育成を図る。

出所：文部科学省『小学校学習指導要領解説道徳編』第3章「道徳」第2「内容」、2008年、をも
とに作成

この四つの視点をもとに、子どもの発達段階を踏まえ、小学校と中学校の時期にふさ
わしい指導の目標を明確にし、指導内容に沿って計画的に道徳教育を進めている。例え
ば、低学年では、挨拶などの基本的な生活習慣、社会生活上のきまりを身に付けるこ
と、中学年では、集団や社会のきまりを守り、身近な人々と協力し助け合う態度を身に
付けること、高学年では、法やきまりの意義を理解することを重点的に学習している。
すなわち、低学年では挨拶などの基本的な生活習慣、社会生活上のきまり、善悪の判
断、中学年では集団や社会のきまりや身近な人々と協力し助け合う態度、高学年では法
やきまりの意義、相手の立場を理解し、支え合う態度、集団における役割と責任などが
重視されている(注19)。2008年に改訂された新しい学習指導要領では、道徳の時間に取り
上げられる「内容」について、「学年ごとの内容項目については、相当する各学年にお
いてすべて取り上げること」という記述が追加され、内容の指導に取りこぼしがないよ
う強調されている。また、各教科等においては、その道徳の内容について、それぞれの
項目に応じて適切に指導すること等も、明確に記載されている。
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Ⅳ. 道徳教育の指導方法への示唆

1.「教育スタンダード」におけるモンゴルの道徳教育の指導方法

既に述べた通り、モンゴルでは、従来の暗記中心の指導方法から、子どもの発想な
どを大切にする児童中心型教育への転換が図られている。これに伴い、新しい指導方法や
教材を作成し、全国に普及するために初等教育教授学研究センターなどが設置された。今
までの学習は、教師の指示する方法に沿って進むのが一般的であった。児童生徒の興味や
関心に基づき、自ら学び、課題を追究する主体的な学習の工夫が不十分であった。これ
は、序論で指摘した通り、先行研究で指導方法の問題として、多く取り上げられてきた問
題である。また、授業実践として、単に知識を与える指導方法が一般的で、学習内容を十
分に認識させたり、児童生徒の考えを深めたりするための学習活動の工夫が不十分である
と指摘した。現行の教育スタンダードが、教科の種類や授業時間、各学年の学習内容を定
めている。その中で、「創造的学習、協力型学習、グループ学習、自主的学習が重要であ
(注20)

る」と、述べられている

。だが、指導方法に関する詳細な記述はない。

ここでは、「社会科」や「健康科」の教師用参考書で述べている指導方法について検
討する。この参考書を選んだ理由は、多様な指導方法が記述されているからである。ま
ず、『社会科系教科教師用参考書』で述べている指導方法、具体的には、7学年の指導
方法についてである。ここでいう7年生は、日本の中学校の1年生に当たる。この教師用
参考書では、児童生徒の興味や関心を学習内容の中心に据えることが求められている。ま
た、学習の過程において、児童生徒の心身の発達段階に応じた追究活動や体験活動の重視
が示されている(注21)。そのほか、教材としてラジオ、テレビ、インターネット、歌、絵、
指導方法として役割演劇、作文、感想文、詩を書かせる指導方法が挙げられている。ここ
に述べられている指導方法は、社会科系教科で求めらている指導方法であると考えてよ
い。次に、「健康」科(注22)における方法についてである。モンゴル教育研究所(2005)『教
育プログラム実施手引き』を参照する。この手引きで児童生徒の「自発的学習」の重視が
指摘されている。自発的学習を促す方法として、以下の三点が挙げられている。
(1) 生徒自身が模索し、取り組む機会を提供すること
(2) 自力で、あるいはグループで取り組んだ課題を与えること
(3) 授業で獲得した知識を応用する方法について考える場を設定すること(注23)
このように、これらの教師用参考書では、各教科の指導方法について定めているとこ
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ろ、これらの教師用参考書の規定から、児童生徒の発達段階に合わせて指導方法を工夫
することが重要だと考えられている。また、参加型学習、体験学習、グループ学習、さら
に、問題解決学習など、様々な学習形態の工夫・改善が試みられていることも分かる。

3.「国民共通基本教育課程」における韓国の指導方法

韓国では道徳科の教授方法及び学習方法が数項目にわたって明示されている。先ず、
正しい生活科の指導では生活態度と基本的な礼儀の習慣化を強調しており、指導すべき
具体的事項を反復し持続的に指導すること、子どもとの自由な対話の機会を設けるこ
と、また家庭生活との連携指導などを強調している(注24)。
そして、教師の日常生活における言行及び態度・考え方などの重要性を教師自身が認
識し、体験の場を設けて指導すること、多様な資料を用いて指導すること、また学校･
地域の特性及び子どもの興味などを考慮して指導することなどを提示している。
さらに、道徳科指導においては認知的領域と共に情意的な領域を重点的に指導して行
動への実践を指導することが提示されている(注25)。
具体的には、道徳科の教授法について次のように定めている。
(1) 道徳科の授業では、道徳的知識や判断力のような認知領域とともに道徳的価値と態
度、行動性向の情意的領域を中心として扱うよう努力する。
(2) 価値判断力と選択能力を伸ばすためには、主題別の探究式討議法が適切である。ま
た、自己主導的に探究できる機会を持てるようにする。
(3) 地域の特性や時事性が強い内容は、その地域や時期に合うよう再構成し指導するよ
うにする。
(4) 教師は道徳的役割モデルの対象となるので、学校の内外を通じて責任ある行動をと
らなければならない。
(5) 学生の知識・道徳的発達水準に合った様々な指導方法を考慮すべきである。
(6) 学生たちの健全な道徳性を形成するためには、道徳科授業を内容があるように運営す
る一方、家庭教育や他の教科でも扱う価値問題、校内行事、学校で日常的に行われる
教師と学生間の相互作用等を道徳科授業に適切に関連させることによって、学生たち
が道徳規範を内面化させ、道徳的実践性向を高めることに寄与するようにする(注26)。
従って、学習の展開は、①知的側面の理解、②情意的側面の理解、③行動・実践的側
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(注27)

面の理解という展開過程をたどっている

。 (表1-9を参照)

〈表 1-9〉韓国の道徳教育の指導上の展開
①認知的側面の理解

③行動・実践的側面の理解

②情意的側面の理解

(知ること)

(信じること、感じること)

(行うこと)

・行動遂行能力
・道徳的規則、規範の合
・良心、感情、善を求める心
理性等を判断・選択
・実践力
・道徳的感情
・意思決定
・習慣形成能力
出所：国立教育政策研究所「道徳・特別活動カリキュラムの改善に関する研究」2004年、p.15

第1段階は、単元で取り上げる事象と自分の生活との関わりについての理解から探求
し、その意義を把握させる。第2段階は具体的な事例の展開を辿る中で、登場人物の経
緯や背景を知り、共感的に情意的側面の理解を深めさせる段階となっている。第3段階
では、対象や事象に関わる具体的で現実的な状況についての例をあげて自分の問題とし
て考えさせ、あるべき姿や改革・改善の方策を自覚的に認識させるとともに、さらに今
後自分が直面した場合に取るべき行動や態度を考察させている。発展課題では、ある場
面状況に置かれた場合の自分の考えをまとめさせ、その後、「一度はじめたのなら、終
わるまで誠実に行いなさい。」という、一つの教訓的な行動指標が示されて単元が終
わっている(注28)。
このような展開過程は、子どもの日常生活に関わる社会的・道徳的な問題について、
それらを客観化・対象化して事実的な知識として理解した上で、次に事例的な問題につ
いて多角的に心情的理解を試み、最終的にはそれらをもとに自分たちの課題として如何
(注29)

に行動・実践すべきかを考えさせる構成となっている

。また道徳的判断力の向上の

ための探求式討論の活用、目標と内容による特徴のある道徳科授業の実施(例えば、道
徳室の活用)など、子どもの道徳性の内面化と道徳実践力の向上に重点を置いて指導す
(注30)

ることが提示されている

。

4.「学習指導要領」における日本の指導方法
日本の学習指導要領での道徳の時間の目標は、「児童生徒の道徳的心情を豊かにし、
道徳的判断力を高め、道徳的実践意欲と態度の向上を図ることを通して、道徳的実践力
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を育成する」ことであると示されている。この道徳の時間に採用されてきた指導方法に
は、「話し合い」、「読み物の利用」、「視聴覚教材の利用」、「役割演技」などがあ
る。これらの方法は、いずれも『小学校指導書道徳編』に示されている。なお、小学校
学習指導要領に、道徳の時間で配慮する事項について、次のように述べられている。
・集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動などの体験活動を生かすなど、児
童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
・先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなどを題材とし、児童が感動を覚えるよ
うな魅力的な教材の開発や活用を通して、児童の発達の段階や特性等を考慮した創
意工夫ある指導を行うこと。
・自分の考えを基に、書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充実し、自分
とは異なる考えに接する中で、自分の考えを深め、自らの成長を実感できるよう工
夫すること。
・児童の発達の段階や特性等を考慮し、指導要領に示す道徳の内容との関連を踏ま
え、情報モラルに関する指導に留意すること(注31)。
さらに、児童の発達の段階に応じた道徳性の育成について、低学年から高学年まで詳
細に定義している。その中では、道徳性の捉え方について、道徳性の発達は「他律から
自律への方向をとる」と示されている。さらに、「結果を重視する見方から動機を重視
する見方へ、主観的な見方から客観的な見方へ、一面的な見方から多面的な見方へ、な
どの判断能力の発達により促進される」としている。
以下、道徳に関する主要な用語の定義は、以下のとおりである。
道徳的判断力とは、様々な場面での行為の善し悪しを判断する能力のことである。道
徳的価値の大切さを知り、行為においてそれが望ましいことなのか否かを判断すること
である。道徳的心情とは、道徳的価値を望ましいものとして受け入れ、道徳的に善い事
をすることとし、人間として望ましい生き方をしていこうという感情である。道徳的実
践意欲と態度とは、道徳的心情や道徳的判断力によって選択された、より望ましい行為
をしようとすることである。道徳的実践力とは、一人一人の児童が道徳的価値を自分の
内面から自覚し、様々な場面や状況においても道徳的価値を実現するための適切な行為
を主体的に選択し、実践することができるような内面的な能力である(注32)。
次に、道徳の時間で行われることを具体的に示す。
①体験などから感じたこと、考えたことをまとめ、発表し合ったり、討論や討議など
により、意見の異なる人の考えに接し、協同的に議論したり、意見をまとめたりするこ
と、②学校の内外での様々な体験を通して感じ、考えたことを話し合うこと、などであ
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る。このように、道徳の時間は道徳的実践力の育成を目指すものである。しかし、道徳
の時間においては、子どもの体験する問題を解決していく道徳的実践方法を直接指導し
たり、子どもたちの道徳的価値に関する目にみえる変容を期待しているわけではない。
むしろ、様々な資料を通してある個別的な場面を取り上げることによって、その資料の
中に現れた価値について気づかせ、また深く考えさせることが、道徳の時間の狙いとさ
れている。

Ⅴ. まとめ

日本、韓国との比較検討の結果、以下の点が、モンゴルの参考になると考える。
道徳教育の位置づけについて、次の二点を指摘できる。
第1は、日本と韓国で、道徳教育の基本的な枠組みが、それぞれの国の教育課程に位
置づけられていることである。韓国の場合、道徳を一つの教科として扱い、点数評価を
行っている。一方、日本の場合、道徳を他の教科や特別活動と並ぶ領域の一つとして位
置づけていること、点数評価を行わないことを前提としていること、道徳の時間を、学
校の教育活動全体を通じて行われる道徳教育の要として捉えた点が画期的である。それ
に伴い、学習指導要領に、道徳編が設けられている。
道徳の「教科」についても、特設の「時間」についても、これらの国の教育制度は、
より一貫性の高い体系的な道徳教育のあり方を提示しているといえる。この視点から、モ
ンゴルの学校教育全体の中に占める道徳教育の位置づけについて再考する余地がある。
第2は、人材の配置についての配慮である。
韓国においては、道徳教科があり、国定教科書が用いられているので、その教科を専
門にしている担当教師がいる。一方、日本では、道徳を、教科書を使用しないが、学習
指導要領で、各学校に道徳教育推進者をおくことになっている。道徳の時間を学級担任
が行うことにより、教師の責任と立場を明確にしている。
いずれにしても、これらの国においては、道徳教育を充実するために制度的、組織
的、人的な行政上の措置が取られている点が大きな特徴である。この点が、道徳を独立
した教科として位置づけていないモンゴルの場合の学校制度の在り方について、改善す
べき方向を示すものといえる。
道徳教育の指導内容については、以下のことを指摘できる。
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日本と韓国で、指導内容の共通性によって、指導の方向づけが明らかにされ、道徳
の理念が明確に示されている。道徳教育の内容が「個人に関するもの」から「社会との
かかわりに関するもの」まで、それぞれ四つの視点から分類・整理されている。この四
つの視点が、日本では、小学校から中学校まで(高等学校の教育課程上「道徳」という
領域がないため)、韓国では、小学校から高校まで共通している。この共通性が、小中
学校の道徳教育の一貫性を図る上で、極めて効果的である。また、それぞれの項目は、
低学年から上級学年へと発展・統合される形になっている。
さらに、日本の場合、教科等における道徳の「内容」について、それぞれの特質に
応じて適切に指導することも、明確に記載されている。この点が、道徳教育の指導内容が
詳細に提示されていないモンゴルの道徳教育の内容を見直す場合に、重要な参考となる。
道徳教育の指導方法については、三点を指摘できる。
第1に、指導方法に関する基本的な考え方が確立されていることである。
日本の学習指導要領には、道徳の授業づくりの基本ポイント、指導上の注意点が明
確に示されている。韓国も同様であり、道徳科を指導する教師の姿勢や態度についても
触れている。さらに両国では、地域の特性に応じた弾力的な運用が規定されている。
第2に、計画的な指導体制が確立していることである。
日本及び韓国では、道徳教育の基本方針を示す全体計画が立てられ、その計画に
従って道徳教育が展開されている。
第3に、知識だけでなく、道徳的感情と判断力が重視され、それらをもとに如何に
行動・実践すべきかを考えさせる指導がなされていることである。
日本では、道徳性の発達は他律から自律への方向をとると捉えられ、①道徳的判断
力、②道徳的心情、③道徳的実践意欲と態度を培うことを通して道徳的実践力を育成し
ようとしている。
一方、韓国では、道徳性の発達を、①知的側面、②情意的側面、③行動実践的側面
という三つの側面から捉えている。このように、道徳性の発達の捉え方が、学習指導要
領や国民共通基本教育課程で記述され、授業内容の充実に活かされている。
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20. モンゴル教育文化科学省『初等中等教育スタンダード』Sod-fress出版、2003年、p.16
21. 社会科系教科(7学年)のプログラムでは、子ども(13～14才)の心理と行動の特徴、指導上の留
意点について、次のようなことが述べられている。
「この年齢の子どもは感情的で、自己抑制力が弱く、物事に対し偏見を持っていることが多
い、言動や行動が変わりやすい。従って、できるだけ、現実の生活に近い問題を取り上げ、
実物を提示し、参加型学習を心がけることが重要である。言語能力が発達しているため、授
業で表現力や発表力を高めるように発表し、話し合う機会を提供する。物事を覚え、思い出
し、暗記する能力を発達させるために、計算、測定、創造、分類・分析をし、視覚、聴覚、
体を動かす学習をさせることが重要である。彼らの精神的な発達に、社会環境と人間関係が
大きな役割を果たすので、身近にある社会現象や、彼らが直面している問題に注目し、その
因果関係を発見し、解決策を探る学習を重視することが大切である。彼らは自分を「大人」
と思っているので、豊かな知識と経験を必要とする、長期間の宿題を出すと喜んでやる。自
由に選択できる機会を与えること、観察、実験、調査を行う時間を作ること、参加型学習
や、グループ活動を取り入れること、彼らが関心を持っている社会問題を取り上げ、調査、
情報収集、分析、発表をさせるよう、留意しなければならない。」教育文化科学省『社会科
系教科7学年用プログラム、教師用参考書』Sod-press出版、2009年、pp.57-61
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康的な環境」について、2005年から1-11学年で教授されることになった。ここでいう、「健
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れている。また、「怒りとは何か」について「怒りは人の体に悪い。誰かが怒っている時、
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[Abstract]

Moral Education of Japan and Korea：
The Suggestion for Developing Education System in
Mongolia

Bayasgalan Oyuntsetseg
(National University of Mongolia)

Moral education in Mongolia is integrated into subject matters and the moral
education can be derived from all educational activities. Nevertheless, there is not
any regulation on the contents and guide for each grade levels. But Korea and
Japan have a clear purpose, contents and methods of moral education. Hence, it
is compared with the tree countries' education systems above all the standard of
education in Mongolia, the course of study in Japan and the national common
basic curriculum in Korea. In terms of formal, the moral education in Korea is
characterized to have subject matter and evaluation system. The moral education
in Japan accomplished through extracurricular activities and there is no evaluation
system. Especially, in Japan, the moral lessons are carried through the whole
school activities and it has a course of study in morals. That is a big difference
between these countries.

Key words：purpose of moral education, positioning of moral education, teaching
contents, teaching methods.
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