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                                   平成 29年 10月 3日 

 

日本道徳教育学会第 90回（平成 29年度秋季）大会 

開催のご案内及び大会プログラム 

 

                                日本道徳教育学会会長   押谷 由夫 

                               第９０回大会運営委員長   戸江 茂博 

 

 日本道徳教育学会会員及び関係各位におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平成 30年度から、いよいよ小学校で「特別の教科 道徳」が実施されます。そのような中、本学会の記

念すべき第 90回大会を神戸親和女子大学で開催する運びとなりました。大会当日は、「特別の教科 道徳」

の授業のあり方、進め方を中心に、全国の皆様と熱く議論し合い、深く考え合う２日間にしたいと考え、

関係者一同皆様をお迎えする準備を進めています。多くの方々のご参加をお待ちしています。 

【大会テーマ設定の趣旨】 

「特別の教科 道徳」の授業が始まろうとしています。これに伴い、｢道徳の時間｣から「特別の教科 道

徳」への質的な発展と深化が課題となってきます。本大会ではそうした視点から、適切な理論的基盤に裏

打ちされた「特別の教科 道徳」の先進的授業への具体的提言を行い、そのことを通して、現場でどのよ

うに心豊かな、子供たちの心に響く楽しい道徳の授業を展開すればよいかについて共に探っていきたいと

考えます。  

道徳教育の理論的議論と教育実践とは相互往還的に統合されて初めて豊かな実を結ぶものです。道徳教

育においては、理論と実践とは相即不離であり、両者の真の協働を一体的に実現していくことが大切です。

これを踏まえ、これからの道徳教育のあり方、道徳の授業のあり方について具体的に考え、検討してきた

いと考えます。 

【大会概要】 

１ 開催日      平成２９年１１月１８日（土）、１９日（日）                                  

２ 会 場       神戸親和女子大学 

                   ・大会事務局    神戸親和女子大学 隈元泰弘研究室 

〒651—1111 神戸市北区鈴蘭台北町 7丁目 13—1 

E-mail：dokuma@kobe-shinwa.ac.jp（大会専用アドレス） 

TEL：078‐591‐1651（代表） FAX：078‐591‐3113（代表） 

          ・運営組織    日本道徳教育学会第 90回大会運営委員会 

３ 主 催       日本道徳教育学会 

４ 後 援       文部科学省、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、全国小学校道徳教育研究会、 

全日本中学校道徳教育研究会、全国公民科・社会科研究会、兵庫県小学校長会、 

兵庫県中学校長会、神戸市小学校長会、神戸市中学校長会 

５ 参加申し込み    ①本学会ホームページに開設している参加申し込みサイトよりお申し込みください。

②同封の別紙によるファックスにての申し込みも承ります。ファックス番号は次の

通りです。FAX：06‐6344‐3934（東武トップツアーズ(株)） 

６ 大会参加費    会員：３,０００円、当日参加者：３,０００円、学生：１,０００円  

７  懇親会費        ５,０００円、学生会員：３,０００円 

 

大会テーマ 

「道徳の時間」から「特別の教科  道徳」への質的発展～心に響く授業実践を通して～                                  
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大会プログラム 

大会１日目：１１月１８日（土） 

１１：３０～１３：００     理事会（１号館地階、第一会議室） 

１２：３０～１３：３０   大会参加 受付（１号館、ロビー） 

１３：３０～１３：５０    開会行事（４号館、４２１教室） 

       大会開催校挨拶         山本 裕之（神戸親和女子大学学長） 

       日本道徳教育学会会長挨拶    押谷 由夫（武庫川女子大学）  

       第９０回大会運営委員長挨拶    戸江 茂博（神戸親和女子大学） 

 

１３：５０～１５：００     基調講演１（４号館、４２１教室） 

「『特別の教科 道徳』の授業の質について」   横山 利弘(日本道徳教育学会 名誉会長) 

 

１５：２０～１７：００    「『特別の教科 道徳』を授業する」（近畿支部担当） 

 

①小学校「特別の教科 道徳」模擬授業（１号館３階、１３３教室） 

②中学校「特別の教科 道徳」模擬授業（１号館３階、１３４教室） 

 

平成 30年度より、「特別の教科 道徳」の授業が始まります。「特別の教科 道徳」の意義を十分に汲み

取り、「特別の教科」としての授業のあり方、より質の高い授業展開について、実際の模擬授業を通して考

えてまいりたいと思います。神戸親和女子大学の学生が児童・生徒役を担い、近畿支部所属の小学校・中

学校教員が実際の授業を行います。模擬授業後、研究討議の時間を持ちます。 

 

１７：１５～１９：００     懇親会（会場：学生会館内食堂） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

＊大会本部：１号館２Ｆ １２１教室 

＊開会行事、基調講演１、基調講演２、シンポジウム：４号館２Ｆ ４２１教室 

＊模擬授業：１号館３Ｆ １３３教室、１３４教室 

＊自由研究発表(分科会)：１号館３Ｆ、４Ｆ 各教室 

＊会員控室：１号館３Ｆ  １演１演習室、４Ｆ １演３演習室 

＊昼食は学内食堂（学生会館２階）等にて各自でお願いします。食堂は両日とも営業しています。 
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大会２日目  １１月１９日（日）午前 

８：３０               受付 

 ９：１０～１２：００    自由研究発表（１号館、３階・４階各教室） 

① 9：10 ～ 9：40   ② 9：45 ～10：15  ③10：20 ～10：50 

              ④10：55 ～11：25  ⑤11：30 ～12：00 

            [ 発表 20分、質疑応答 10分、１鈴 15分、２鈴 20分、３鈴 30分 ] 

 

◆第１分科会（１号館３Ｆ １３１教室）                        司会：林 泰成（上越教育大学） 

9：10～  9：40 

 

＜道徳性＞の定義の再考 

寺崎  賢一（麗澤大学） 

9：45～ 10：15 

 

道徳的価値の深まりと多面的・多角的な発展を目指して 

井登  俊宏（明石市立江井島中学校） 

10：20～ 10：50 

 

積極的平和を志向した道徳教育に関する一考察―カントの平和論を手がかりに― 

鈴木  宏（山口大学） 

10：55～ 11：25 

 

理想の教師像―教師の徳とは― 

渋山  昌雄（東筑紫短期大学） 

11：30～ 12：00 

 

道徳性とコンピテンシーの関係性について 

東風  安生（北陸大学） 

◆第２分科会（１号館 ３Ｆ １３２教室）                        司会：貝塚  茂樹（武蔵野大学） 

9：10～  9：40 

 

ヘアの道徳哲学―二層理論に着目して― 

臼杵  龍児（日本大学大学院） 

9：45～ 10：15 戦後台湾の国民小学における道徳教育 

山田  美香（名古屋市立大学） 

10：20～ 10：50 道徳科の年間指導計画作成用ワークシートに関する一考察 

中野  真悟（刈谷市立日高小学校） 

10：55～ 11：25 

 

中学校入学直後の道徳科カリキュラムに関する試みと検討 

天野  幸輔（岡崎市立竜海中学校） 

11：30～ 12：00 Ｊ.Ｓ.ミルの功利主義に基づく道徳的価値の分析と道徳授業の構想 

髙宮  正貴（大阪体育大学） 

 

◆第３分科会（１号館 ３Ｆ １３３教室）                     司会：永田  繁雄（東京学芸大学） 

9：10～  9：40 

 

学びを深める道徳の授業を求めて 

池田  和幸（小金井市立小金井第二中学校） 

9：45～ 10：15 道徳の授業における TT活用の考察―子どもの学びと教師の授業を高める TT活用― 

加藤  一郎（札幌市教育委員会）   

10：20～ 10：50 道徳的価値を深める発問―子どもの心を揺さぶる問い返し― 

松原  弘（大阪府和泉市立郷荘中学校） 

10：55～ 11：25 

 

 

「自我関与中心の学習」を通して、「考え、議論(対話)する」道徳の授業をつくる 

〇磯部  一雄（札幌市立北野台中学校）    

〇杉中  康平（四天王寺大学） 

11：30～ 12：00 

 

不道徳性の学びとしての immoral conflict を導入した授業構想 

田中  敏（信州大学） 
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◆第４分科会（１号館 ３Ｆ １３４教室）                   司会：西野  真由美（国立教育政策所） 

9：10～  9：40 

 

感動的な資料に実感を持たせる道徳授業の在り方について     

                             山田  貞二（愛知県一宮市立浅井中学校） 

9：45～ 10：15 

 

 

 

道徳的価値の領域構想と選択肢法による評価について（議論し考える道徳授業） 

〇鈴木  豊（原体験の会 道徳教授塾） 

上 憲治（原体験の会 道徳教授塾） 

石井  登（原体験の会 道徳教授塾）  

10：20～ 10：50 

 

主体的な学びを生み出す学習環境デザイン 

遠藤  信幸（東京学芸大学附属小金井小学校） 

10：55～ 11：25 

 

特別支援学校における道徳教育 

川井  優子（東京学芸大学大学院生） 

11：30～ 12：00 

 

持続可能な社会をめざす環境倫理に関する道徳授業の開発実践―小学校における問

題解決的な道徳学習を通して― 

〇岡島  佑樹（岐阜大学大学院教育学研究科） 

柳沼  良太（岐阜大学）  

 

◆第５分科会（１号館 ３Ｆ １３５教室）             司会：和井内 良樹（宇都宮大学） 

9：10～  9：40 

 

道徳授業における思考の視点の明確化について 

新川  靖（関西福祉大学） 

9：45～ 10：15 

 

論理的思考を中心とする授業と心情を中心とする授業に関する一考察 

矢作  信行（武庫川女子大学大学院生） 

10：20～ 10：50 

 

「道徳的価値を生み出す私がどう生きるかを問う」授業デザイン 

門脇  大輔（兵庫教育大学附属小学校）  

10：55～ 11：25 

 

自己肯定感を高める「語り合う道徳授業」の実践 

伊藤  香（秋田市立将軍野中学校） 

11：30～ 12：00 

 

ローテーション道徳，そこから見える“道徳科の授業の特質・評価” 

増田  千晴（愛知県江南市立古知野中学校） 

 

◆第６分科会（１号館 ３Ｆ １３６教室）                     司会：柴原  弘志（京都産業大学） 

9：10～  9：40 クリティカル・シンキングを高める道徳授業―思考ツールの活用を通して― 

尾身  浩光（新潟市総合教育センター） 

9：45～ 10：15 

 

道徳授業における交流場面の分析 

中野  啓明（新潟青陵大学） 

10：20～ 10：50 

 

 

重層的‟中心発問”と‟対話”空間づくりから生まれる状況― ‟ねらい”達成に向けた

質の高い多様な指導方法をめざして― 

柴田  八重子（愛知淑徳大学） 

10：55～ 11：25 

 

中学生の心に響く道徳授業―本音で熱く語り合い、本気で深く学び合う授業を創る― 

鈴木  賢一（愛知県愛西市立八開中学校） 

11：30～ 12：00 

 

 

教職大学院における道徳教育授業実践研究Ⅱ 

〇土田  雄一（千葉大学） 

松田  憲子（千葉県子どもと親のサポートセンター） 
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◆第７分科会（１号館 ４Ｆ １４１教室）           司会：白木  みどり（金沢工業大学） 

9：10～  9：40 

 

 

道徳的自己の意識を高め、自己内対話力を培う学びの展開―対話活動を通した学習モ

デルと評価― 

永里  智広（南さつま市教育委員会）  

9：45～ 10：15 

 

 

「考える道徳」授業づくりに関する一考察 その 3―テーマ発問を取り入れた授業の

分析から― 

松下  恭平（上越教育大学） 

10：20～ 10：50 

 

 

 

 

 

 

「調停する力」の育成を目指す道徳授業の開発・実践(1)―道徳科と社会科の共同研

究から― 

〇須本  良夫（岐阜大学） 

柳沼 良太（岐阜大学） 

小笠原 淳（岐阜大学附属小学校） 

〇森川  敦子（比治山大学） 

矢島  徳宗（岐阜大学附属小学校） 

10：55～ 11：25   

       

「調停する力」の育成を目指す道徳授業の開発・実践(2)―道徳科と社会科の共同研

究から― 

                                    須本  良夫（岐阜大学） 

                            〇柳沼  良太（岐阜大学） 

小笠原  淳（岐阜大学附属小学校） 

森川  敦子（比治山大学） 

〇矢島  徳宗（岐阜大学附属小学校） 

11：30～ 12：00 

 

「道徳探究者を育てる道徳授業の実践―＜道徳みつけ＞の学習を中心として―」 

丸岡  慎弥（大阪市立香蓑小学校） 

 

◆第８分科会（１号館 ４Ｆ １４２教室）                          司会者：島 恒生（畿央大学） 

9：10～  9：40 いじめ防止に向けた道徳の時間への取り組み 

足立 由美子（東京都墨田区立寺島中学校） 

9：45～ 10：15 

 

教師のメタ教授と発話内容の関連性からみた、よりよい道徳授業の追究  

幸阪 創平（東京都杉並区立浜田山小学校） 

10：20～ 10：50 稽え・議論する道徳の運転原理からの考察―ハンドル・アクセル・ブレーキの調和― 

大庭 茂美（元九州女子短期大学） 

10：55～ 11：25 

 

特別支援学級における道徳教育の一考察 ②―生きる力を身につけるユニバーサルデザイン授

業をめざして―  

竹井 秀文（名古屋市立下志段味小学校） 

 

◆第９分科会（１号館 ４Ｆ １４３教室）                    司会：平野  良明（札幌国際大学） 

9：10～  9：40 

 

読み物教材における「自我関与」再考 

永吉  洋子     

9：45～ 10：15 

 

近代化による日本社会の教育的課題と今後の道徳教育への取り組み 

作田  澄泰（早稲田大学教師教育研究所）            

10：20～ 10：50 

 

管理職が進める道徳教育 

高原  健（札幌市立手稲東中学校） 

10：55～ 11：25 

 

道徳的価値に深く出会う道徳科の授業を目指して―厚みのある人間理解― 

名和  優（京都府亀岡市立別院中学校） 
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◆第１０分科会（１号館 ４Ｆ １４４教室）           司会：谷田 増幸（兵庫教育大学） 

9：10～  9：40 

 

道徳科におけるポートフォリオ評価の実践研究 

浅部  航太（北海道教育大学大学院） 

9：45～ 10：15 

 

道徳の授業構想と教材研究 

堺  正之（福岡教育大学） 

10：20～ 10：50 

 

 

生命と向き合う道徳教育―学校ぐるみで取り組む心に響く授業を要に― 

〇石黒 真愁子  

〇石黒 真美 

10：55～ 11：25 

 

道徳性と学力、未定義の両者を定義し、その相関を問う―なぜ、道徳が重要なのか？―                                 

橋本 唯隆（教育研究家） 

 

◆第１１分科会（１号館 ４Ｆ １４５教室）           司会：澤田 浩一（文部科学省） 

9：10～  9：40 授業に生かす CMポスターのキャッチコピー―世間に追いつけ、心をつかむ言葉と映像― 

毛利 豊和（京都文教大学） 

9：45～ 10：15 

 

 

 

資質・能力を意識したカリキュラム・マネジメントに基づく道徳科の評価―コンピテンシー・

モデルを用いた複数授業構成とエピソード評価― 

                                    〇吉田  誠（山形大学） 

〇逸見 裕輔（山形大学附属小学校） 

10：20～ 10：50 

 

「特別の教科 道徳」における評価の可能性 

藤永  啓吾（山口大学教育学部附属光中学校）  

10：55～ 11：25 

 

高校倫理における「価値」を深めるための道徳資料の使用について 

川﨑  一輝（同志社高校） 
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大会２日目  １１月１９日（日）午後 

 

１２：００～１３：００   昼食・休憩 （評議員会  12：05～12：55） 

１３：００～１４：００     基調講演２（４号館 ４２１教室） 

「『特別の教科 道徳』とカリキュラム・マネジメント」 

押谷  由夫（日本道徳教育学会会長、武庫川女子大学） 

 

１４：２０～１６：２０     シンポジウム（４号館 ４２１教室） 

テーマ：「『特別の教科 道徳』に求められる質の高い指導法」 

＊話題提供者：澤田 浩一（文部科学省教科調査官） 

村田 寿美子（城陽市立東城陽中学校教諭） 

田原 和裕（神戸市立美野丘小学校長) 

林 泰成（上越教育大学副学長） 

＊コーディネーター：柴原 弘志（京都産業大学教授） 

 

本シンポジウムでは、「特別の教科 道徳」の質の高い指導法をめぐって、さまざまの立場の論者から

具体的提言がなされます。質の高い指導法をどのように展開していくかを中心の問題としながら、現場で

の「評価」をどう実施していくかという焦眉の課題にも触れつつ、道徳の先進的授業の在り方を検討して

いきたいと思います。 

  

 

１６：２０～１６：３０     閉会行事（４号館 ４２１教室） 

第９１回大会運営委員長挨拶   小泉 博明（文京学院大学） 

日本道徳教育学会副会長挨拶    高島 元洋（お茶の水女子大学名誉教授） 
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【神戸親和女子大学までのアクセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊新幹線は新神戸駅で下車。大学まで約４０分。 

＊大阪駅から大学まで約７０分、神戸駅から大学まで約４０分、姫路から大学まで約８０分。 

＊神戸電鉄「鈴蘭台」駅下車、東出口より徒歩約１２分、タクシーで２分(680円、西門まで) 

＊鈴蘭台駅よりシャトルバスを運行します。ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊新神戸駅より鈴蘭台まで 

      （神戸市営地下鉄）新神戸駅→〈約 10 分〉→湊川駅（神戸電鉄に乗り換え） 

   （神戸電鉄）湊川駅→〈約 12 分〉→鈴蘭台駅 

＊三宮（ＪＲ三ノ宮駅、阪急神戸三宮駅、阪神神戸三宮駅）より鈴蘭台まで 

      （神戸高速鉄道）阪急または阪神神戸三宮駅→〈約 8 分〉→新開地駅（神戸電鉄に乗り換え）、 

（神戸電鉄）新開地駅→〈約 15 分〉→鈴蘭台駅 

＊ＪＲ神戸駅より鈴蘭台まで 

   ＪＲ神戸駅より神戸高速鉄道の高速神戸駅まで徒歩約 5 分、 

   （神戸高速鉄道）高速神戸駅→〈約 2 分〉→新開地駅（神戸電鉄に乗り換え）、 

（神戸電鉄）新開地駅→〈約 15 分〉→鈴蘭台駅 

      なお、神戸高速鉄道線から神戸電鉄線へは、共通の切符です。 


