
- 1 - 
 

 

                                   平成３０年５月 吉日 

日本道徳教育学会 第 91回（平成 30年度春季・文京学院大学）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 91回大会運営委員長  小泉 博明 

 

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、本学会の第 91回

大会を文京学院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」における評価の在り方を

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】 

  道徳教育において養う「道徳性」とは、人間としてよりよく生きようとする内面的資質である。よって、こ

の「道徳性」が養われたのかどうかは、容易に判断できるものではない。何をどのように評価するのであろう

か。こどもが、いかに成長したかを積極的に受け止め、励ます個人内評価として行うことが適切であるとする。

また、評価は数値ではなく、記述式である。 

平成 30年度から「道徳科」は小学校で全面実施となり、中学校では教科書検定が終わり、教科書の見本が出

来上がった。そこで、本大会では「主体的・対話的で深い学び」を実践した「特別の教科 道徳科」における

評価について理論と実践をもとに深く考える。教育講演・基調講演・シンポジウムを受け、自由研究発表など

を設け、評価について協議し、深めていく。 

【大会概要】 

１ 開催日      平成３０年６月３０日（土）・７月１日（日）  

２ 会  場     文京学院大学 

                   ・大会事務局    文京学院大学 小泉研究室      

〒113-8668 東京都文京区向丘１－１９－１ 

E-mail： doutoku91@bgu.ac.jp （大会専用アドレス） 

TEL： 03-5684-4899（代表） FAX：同左（代表） 

          ・運営組織    日本道徳教育学会第 91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（予定）   東京都教育委員会    文京区教育委員会 

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 

教育研究会  東京都小学校道徳教育研究会  東京都中学校道徳教育研究会 

５ 参加申込み    本学会ホームページに開設している参加申込みサイト（東武トップツアー）より、 

事前にお申し込みください。大会での発表者も必ずお申し込みください。 

ネットでの申込みをされない場合は、p.７の注意事項をご覧ください。、 

６ 大会参加費   事前申込者：３,０００円  当日参加者：３,５００円   学生：１,０００円      

お弁当（２日目昼）：１，０００円 

７  懇親会費 （当日参加も同額） 会員・一般：５,０００円   学生：３,０００円 

＊事前に申し込まれた参加費・懇親会費・お弁当の費用は、一切返金には応じられません。 

 

大会テーマ 

「特別の教科 道徳」における評価を考える ～主体的・対話的で深い学びによる成長に向けて～                                  
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〈 大会プログラム 〉 
 

 大会１日目：６月３０日（土） 

１１：３０～１３：００     理事会 （Ｂ館８Ｆ会議室）                                  

１２：３０～１３：３０   大会参加 受付 

１３：４０～１４：００    開会行事  （仁愛ホール） 

               大会開催校挨拶        櫻井   隆 （文京学院大学副学長） 

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

               第９１回大会運営委員長挨拶   小泉 博明 （文京学院大学）  

１４：００～１５：２０     基調講演  （仁愛ホール） 

「特別の教科 道徳」の全面実施を迎えて      浅見 哲也（文部科学省・国立教育政策研究所） 

 

１５：３０～１７：００    教育講演  （仁愛ホール） 

教師になったオール１の落ちこぼれ 評価を語る  宮本 延春（作家・元高校教師） 

 

１７：３０～１９：００     懇 親 会  （学内Ｂ’sダイニング） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 大会２日目：７月１日（日）午前  

８：３０～             ２日目受付 

   ９：００～１１：５０     自由研究発表 （１４分科会 Ｓ館４階～７階）→ 《 p.３～p.７参照 》 

 

 大会２日目：７月１日（日）午後  

１２：００～１３：００   昼食・休憩 ，（評議員会・Ｂ館８Ｆ会議室）（12：00～13：00） 

１３：００～１３：５０   会員総会   （仁愛ホール） 

１４：００～１６：２０     シンポジウム （仁愛ホール） 

テーマ： 「特別の教科 道徳」における評価を考える 

＊シンポジスト:     澤田 浩一（文部科学省・国立教育政策研究所） 

大舘 昭彦（千葉県教育庁） 

木下 美紀（福岡県新宮町立新宮北小学校） 

鈴木 賢一（愛知県あま市立七宝小学校， 

前愛知県愛西市立八開中学校） 

＊コーディネーター：  柴原 弘志（京都産業大学） 

１６：２０～１６：３０     閉会行事  

第９２回大会運営委員長挨拶   白木みどり（金沢工業大学） 

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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自由研究発表 (大会２日目・７月１日（日） 9:00 ～ 11:50) 

 

 

【第１分科会】 （Ｓ館 405教室） 司会：広岡 義之（神戸親和女子大学） 

9:00～ 9:30  大野木俊文（広島大学 大学院生）  

初期社会科における道徳教育観の実体 －上田薫と天野貞祐の思想的ベクトルの比較をとおして 

9:35～10:05  寺崎 賢一（麗澤大学）   

カントの「格率」とはどのようなものか 

10:10～10:40  植田 清宏（園田学園女子大学）   

ケアリングと動機付けに関する一考察－ネル・ノディングスの理論を中心として 

10:45～11:15  佐々木哲哉（岩手大学）  

道徳科におけるソクラテス式問答法の研究－エレンコスとエイロネイアの方法論的可能性につい 

て 

 

 

【第２分科会】 （Ｓ館 404教室） 司会：竹内 善一（元鳥取大学） 

 

9:00～ 9:30  川上 若奈（筑波大学 大学院生） 

テオフィル・ゴーチェの鈴木三重吉への影響－『赤い鳥』運動における芸術性の源流を求めて 

9:35～10:05  藤永  克昭（星槎道都大学）  

人格の形成を目指す－Ⅳ.科学と知性(3)－〝宇宙の（絶対的）法則″、特に〝原因と結果の法則″

より、道徳と道徳教育の在り方について考える 

10:10～10:40  渋山 昌雄（東筑紫短期大学）  

道徳の先天性について  

10:45～11:15  ○鈴木  康弘（東京大学 大学院生）  ○中西 亮太（株式会社 学研プラス） 

『ざわざわ森のがんこちゃん』の教育思想的分析－道徳教育と保幼小連携の視点から 

11:20～11:50   江島  顕一（麗澤大学）   

   修身科教員養成の歴史的研究(2) 

 

 

【第３分科会】  （Ｓ館 403教室） 司会：平野 良明（札幌国際大学） 

 

9:00～ 9:30  中野 真悟（刈谷市立日高小学校）  

学校現場に対する道徳科の年間指導計画作成の支援に関する一考察 

9:35～10:05  幸阪 創平（東京都杉並区立浜田山小学校）  

教師の発話と児童の道徳科授業の捉え方との関連性について－「道徳科の特質に応じた発問」と 

「リボインシグ」を中心に 

10:10～10:40  丸岡 慎弥（大阪市立香蓑小学校）  

中心発問を高める「道徳読み」－子供の感性から始まる道徳授業 

10:45～11:15  尾高  慶子（小笠原流礼法師範） 

国際人を育む「礼法」の実践について－日本伝統文化体験型講座「江戸っ子塾」での試み 

11:20～11:50  齋藤  嘉則（香川大学）  

「考え、議論する道徳」授業の指導過程 
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〈第 91回大会 自由研究発表〉 

 

【第４分科会】 （Ｓ館 402教室） 司会：赤堀 博行（帝京大学） 

 

9:00～ 9:30  井上  敦子（愛知県江南市立古知野東小学校）   

     主体的な学び”の素晴らしさを実感させる学年道徳の試み －小学校でローテション道徳を行う 

意義を考えながら 

9:35～10:05  松下  恭平（名古屋市立二城小学校）  

道徳的判断力を高める道徳授業の検討  その(1) 

10:10～10:40  木村  隆史（豊島区立豊成小学校）   

「特別の教科 道徳」の特質を生かした問題解決的な学習の在り方 －指導方法の比較検討を中心に

して 

10:45～11:15  矢作  信行（帝京平成大学（武庫川女子大学 大学院生）） 

協働的思考を生かした探究的道徳教育へのアプローチ 

11:20～11:50  〇松田 憲子（神田外語大学）  尾高 正浩（千葉市立轟町小学校） 

土田 雄一（千葉大学）                                      

若年経験者教員の道徳授業改善への取り組み 

 

 

【第５分科会】 （Ｓ館 502教室） 司会：毛内 嘉威（秋田公立美術大学） 

 

9:00～ 9:30  松原   弘（大阪府和泉市立郷荘中学校）    

「思いやりの心」が「人間愛の精神」になるには 

9:35～10:05  齋藤  道子 （東京都文京区立明化小学校）  

自己のよりよい生き方・在り方について内的思考を深める指導と評価 

10:10～10:40  中野  啓明（新潟青陵大学）   

道徳授業における意見交流場面での ＩＣＴ 活用方法の構想 

10:45～11:15  〇岡島 佑樹（岐阜大学 大学院生）  柳沼 良太（岐阜大学）  

道徳的資質・能力の系統的、発展的な指導に関する研究 －児童の道徳性発展段階に即して 

11:20～11:50  柳沼 良太 （岐阜大学）  

人生の目的に対応した道徳授業の指導法と評価－問題解決的な学習を通した「深い学び」を求めて 

 

 

【第６分科会】 （Ｓ館 501教室） 司会：七條 正典（高松大学） 

 

9:00～ 9:30  野本  玲子（神戸医療福祉大学）  

配慮が必要な生徒も主体的に価値を理解できるようにするための手立て 

9:35～10:05  広中 忠昭（麗澤大学）  

道徳科授業づくりの課題と進め方 

10:10～10:40  賞雅  技子（武蔵大学） 

中学生期の人間関係形成能力について －生徒理解と道徳科の指導 

10:45～11:15  尾崎  恭一 （東京薬科大学）   

   道徳科における評価とその妥当性 

11:20～11:50  鈴木 明雄（麗澤大学）  

主体的・対話的で深い学びを実践できる生徒の育成－問題解決的な道徳科の学習の評価 
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〈第 91回大会 自由研究発表〉 

 

【第７分科会】 （Ｓ館 604教室） 司会：植田 和也（香川大学） 

 

9:00～ 9:30  〇大舘  昭彦（千葉県教育庁東葛飾教育事務所） 小泉  洋彦（柏市立名戸ケ谷小学校） 

道徳科の評価に関する一考察 －フィードバックの効果に着目して(2) 

9:35～10:05  大藏 純子（岐阜県羽島郡岐南町立西小学校）  

低学年における道徳授業の評価の在り方 

10:10～10:40  関  弘 子（千葉県長生郡白子町立南白亀小学校） 

児童の問題意識を育む道徳授業と振り返りの試み 

10:45～11:15  萩野 奈幹（兵庫県加古川市立別府小学校）  

道徳科における長期的評価の意義と課題－OPPシートを蓄積したポートフォリオとその活用 

11:20～11:50  清水  顕人（香川大学教育学部附属坂出小学校） 

子どもが自らのよさや可能性に気付ける評価の在り方 －小学校道徳科における振り返りの取り組

みから 

 

 

【第８分科会】 （Ｓ館 603教室） 司会：富 岡   栄（麗澤大学） 

 

9:00～ 9:30  名 和   優（京都府亀岡市立別院中学校）   

「道徳科」の授業における「ねらい」と「評価」  

9:35～10:05  今川  美幸（兵庫県教育委員会事務局人権教育課）   

道徳科評価論再考 －“評価の在り方”と“実践”の狭間で教師は何を思考するか 

10:10～10:40  増田  千晴（愛知県江南市立古知野中学校）   

児童生徒・保護者・先生がうれしい評価 －対話的で深い学びの授業を通して 

10:45～11:15  ○磯部  一雄（札幌市立北野台中学校）  ○近野  秀樹（札幌市立あやめ野中学校） 

○杉中  康平（四天王寺大学） 

児童生徒一人一人のよさを見取る道徳科の評価 

11:20～11:50  星  美由紀（福島県郡山市立郡山代五中学校）   

道徳科における評価と指導力向上を目指す試み－「学年ローテーション道徳」の取り組みを通して 

 

 

【第９分科会】 （Ｓ館 602教室） 司会：島  恒 生（畿央大学） 

 

9:00～ 9:30  松井  由紀（金沢市立伏見台小学校）   

児童を認め励ます言葉に関する実践と考察 

9:35～10:05  中山  芳明（京都市立藤森中学校）   

道徳科における評価文構成と振り返り文  

10:10～10:40  東風  安生（北陸大学）    

自己評価活動を取り入れた道徳科授業の提案－自ら学ぶ児童生徒をめざして  

10:45～11:15  ○伊藤  利明（関西福祉科学大学）  石村由利子（元愛知県立大学） 

道徳教材の適切性に関する検討－「こうのとりのゆりかご」を用いて 
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〈第 91回大会 自由研究発表〉 

 

【第 10分科会】 （Ｓ館 601教室） 司会：田沼 茂紀（國學院大学） 

 

9:00～ 9:30  ○嶺井 勇哉（東京都武蔵村山市立第八小学校）  牧   一 彦（東京都武蔵村山市立第八小学校） 

    小山  直之（東京都武蔵村山市立第八小学校） 

道徳科における目標と指導と一体化した評価の在り方 －本校独自の「徳育科」の実践を通して 

9:35～10:05  ○鈴 木  豊（横浜市立大学）  上  憲 治（帝京短期大学） 

石 井  登（帝京短期大学） 

選択肢法による４視点をみすえた指導と評価の一体化（通知表をどう記述するか） 

10:10～10:40  坂本  哲彦（山口県山口市立上郷小学校） 

道徳科授業における学習内容と評価に関する研究 －「分けて比べる」授業の改善 

10:45～11:15  西尾  寛子（津島市立西小学校）  

      中心発問から広がる深い学び合い－他者との対話を通して自己の成長へとつながる授業をめざして 

11:20～11:50  足立由美子（墨田区立寺島中学校） 

道徳の時間といじめ防止対策との関わり 

 

 

【第 11分科会】 （Ｓ館 705教室） 司会：林  泰 成（上越教育大学） 

 

9:00～ 9:30  藤川  大祐（千葉大学）  

動画教材と意見分析ツールを活用した道徳授業プログラムの開発－2017 年度の実践の成果をふま

えて 

9:35～10:05  小渕 雄司（埼玉県桶川市教育センター）  

激動の日本を生きていく子供の道徳性をはぐくむために解説「特別の教科 道徳編」を読み返す 

10:10～10:40  柴田八重子（愛知淑徳大学）  

「“対話”的な深い学び」のある道徳科の授業と評価 －“対話”と“中心発問の重層化”で創る 

「主体的・対話的で深い学び」のある授業と評価 

10:45～11:15  朴  孝 烈（大阪府泉大津市立誠風中学校）  

新たな方法の構築を目指して－ローテーション道徳に代わるものとして 

 

 

【第 12分科会】 （Ｓ館 704教室） 司会：西野 真由美（国立教育政策研究所） 

 

9:00～ 9:30  吉 田  修（府中市立府中第九中学校）  

管理職と道徳教育推進教師を中心に組織的に進める学校経営－「特別の教科 道徳」の時間を要に

したカリキュラムマネジメント 

9:35～10:05  山田  貞二（愛知県一宮市立浅井中学校）  

カリキュラム・マネジメントにつながる道徳授業の小単元化の実践 －学校教育全体で行う「いの

ち」の授業の取組から～  

10:10～10:40  作田  澄泰（早稲田大学教師教育研究所）    

真の道徳性を高める評価方法の検討 ―自己肯定感構築に向けた教育活動全体の取り組 

10:45～11:15  尾身  浩光（新潟市総合教育センター）   

  深い学びを実現させる道徳科の環境づくりについて －家庭との連携で進める道徳科授業 
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【第 13分科会】 （Ｓ館 703教室） 司会：田邊 重任（高知学園短期大学） 

 

9:00～ 9:30  猪飼  博子（愛知県あま市立甚目寺南小学校） 

     思いやりの心を育てる道徳教育 －小さな道徳授業を活用して 

9:35～10:05  谷山 優子（神戸女子大学（武庫川女子大学 大学院生）） 

これからの社会を生きる子どもたちにつけたい力と道徳教育 

10:10～10:40  橋本 唯隆（教育研究者）  

授業する前に問われる教師の道徳性とは？－低学力の悲惨な将来、教師によるイジメ、内申で脅す

不道徳の原因とその方策を問う 

10:45～11:15  安 部   孝（名古屋芸術大学）   

道徳性を育む教育活動についての考察１ －学校の実態に沿い、生かす取り組みへの着目 

11:20～11:50   高 原  健（札幌市立琴似中学校）  

道徳の全体計画と年間指導計画を活用した深い学び 

 

 

【第 14分科会】 （Ｓ館 702教室） 司会：大庭 茂美（元九州女子大学） 

 

9:00～ 9:30  上原智香子（明治大学 大学院生）   

敏感な生徒における知覚と高揚感が道徳心・思考態度に及ぼす影響  

9:35～10:05  牛見  真博（大島商船高等専門学校）   

道徳教育・研究における「子ども」表記の背反性 

10:10～10:40  広瀬  綾子（環太平洋大学）  

「道徳の指導法」の充実化の方途－教育方法としての＜演劇＞の導入を中心に 

10:45～11:15  尾池  良一（相生学院高等学校明石校）   

学校  街  暮らし  そしてつながる社会 

 

 

 

【注意事項】 

■インターネットを使用しない等の理由でオンラインによる事前申込みをされない方へ 

ハガキに次の項目を明記し、６月１５日（金）まで に（当日消印有効）、②の宛先にお送りください。 

 ① 明記いただく項目： 

１．お名前     ２．ご所属・職名      ３．ご住所    

４．電話番号    ５．懇親会参加の有・無   ６．お弁当（２日目）有・無 

② ハガキのお送り先： 

〒113-8668  文京区向丘 1-19-1 文京学院大学 外国語学部 小泉研究室内 

   日本道徳教育学会第９１回大会事務局 宛 

 

  ■パワーポントご使用の会員（発表者）の方へ 

   会場には Windows PC (office 2013) のパソコンを用意しています。ＵＳＢメモリーをご持参ください。 

ＨＤＭＩ（およびＶＧＡ）での接続が可能です。Ｍａｃには、基本的には対応していません。 
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【会場へのアクセス・案内図】 

 

 

文京学院大学 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

最寄り駅よりの所要時間 

 

 

 

 

東京駅より 18分 （JR山手線～JR中央線～東京メトロ南北線） 

新宿駅より 19分 （JR中央線～東京メトロ南北線） 

池袋駅より 13分 （JR山手線～東京メトロ南北線） 

本郷キャンパス→ ■ 


