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                                       平成 30 年 9 月 吉日 

日本道徳教育学会 第 92 回（平成 30 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 92 回大会運営委員長 白木 みどり 

 

日本道徳教育学会 第 92 回（平成 30 年度秋季）大会開催にあたって 

 

日本道徳教育学会会員及び関係各位におかれましては、先の度重なる天災に甚大な被害

を受けられた方もおられた事と拝察いたし、心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、この度は、日本道徳教育学会第 92 回大会を北陸の地で開催する運びとなりました。 

関係者一同、感謝致しますとともに、大会当日は、金沢工業大学にて、皆さまのご参会をお

待ち申し上げております。「特別の教科 道徳」の実施に伴う様々な課題について、充実した

議論が展開される 2 日間になることを祈念し、未来に向けた社会形成のために、道徳教育が

担う役割を皆様とともに考える機会となれば幸いに存じます。 

 

開催日： 平成 30 年 11 月 3 日（土）、4 日（日） 

会 場： 金沢工業大学  

 

  大会テーマ  

「特別の教科 道徳」を通して、どんな子どもを育てたいか 

－未来社会に向けた道徳性の育成－ 

 

【大会テーマ設定の趣旨】 

 加速度的に変化するグローバル社会においては、価値観の多様化、複雑化、流動化に伴い、

一つの答えに収束させることのできない問題や個々の見方･考え方が尊重されなければな

らないデリケートな課題等が山積しています。また、私たちは、AI やビッグデータ、クラ

ウド・コンピューティング等のネット上で出会う様々な人やあらゆる物事と共存していく

ことが想定されます。これからの社会、世界の中でよりよく生きていくためには、どのよう

な子どもの育成が求められるのでしょうか。人として、よりよく生きていくための基盤とな

る道徳性の育成が、今後、想定される社会でどのように反映されることが望ましいのでしょ

うか。未来社会に向け、「特別の教科 道徳」を通して「どんな子どもを育てたいか」につ

いて、様々な角度から議論したいと考えています。 
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【概 要】 

  １ 開 催 日  平成 30 年 11 月 3 日（土）・4 日（日） 

  ２ 大会会場   金沢工業大学 扇が丘キャンパス 北校地 
          1 号館（理事会） 6 号館（3 日受付、シンポジウム） 8 号館（4 日受付、自由研究発表） 

          〒921-8501 石川県野々市市扇が丘 7-1  TEL：076-248-1100 

  ３ 事 務 局  金沢工業大学基礎教育部教職課程 白木研究室 

         （北校地 1 号館 4 階 412 号室） 

                   E-mail：shiraki@neptune.kanazawa-it.ac.jp 

                   TEL：076-248-4729  

 ４ 主  催  日本道徳教育学会 

  ５ 後   援  文部科学省           石川県教育委員会  

石川県学校教育研究会      野々市市教育委員会 

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・社会科教育研究会 

  ６ 参加申込み FAX、e-Mail、学会 HP により、近畿日本ツーリスト金沢支店大会受付 

まで、お申込みください。当日参加も受け付けますが、準備の都合上、 

なるべく事前申込み（10 月 5 日必着による）をお願い致します。 

 ７ 大会参加費  事前申込者：3000 円  当日参加者：3000 円  学生：1000 円             

お弁当（2 日目昼）：1200 円 ※引き換え場所 8 号館 1F 

８ 懇 親 会  （会 場）金沢国際ホテル  

               〒921-8143 石川県金沢市大額町ル 8 

                       Tel：076-296-0111    ※バスにて送迎致します。 

                 （会 費）6500 円 
※当日は、キッズルームをご用意致します。ご利用される方は、事前にお知らせ下さい。 
大会参加申込書に記入欄がございます。 

 
【金沢工業大学 扇が丘キャンパス案内図】 
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大 会 日 程 

 

 

11:00-13:00 理事会（1 号館 1F） 

12:30-13:30  大会参加受付 （6 号館多目的ホール） 

13:30-13:50  大会行事 大会開催校代表挨拶     大澤 敏  氏 （金沢工業大学学長）  

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

             大会運営委員会委員長挨拶  白木 みどり     （金沢工業大学） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

13:50-14:40 記念講演 「歴史・文化は個性 ‐多様性の中のまちづくり、金沢‐」 

                     石川県中小企業団体中央会会長 前金沢市長 山出  保 氏  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

15:00-17:00 シンポジウム：「特別の教科 道徳」を通して、どんな子どもを育てたいか 

        シンポジスト   東風 安生              （北陸大学） 

                         才鴈 浩子   （石川県教育委員会金沢教育事務所） 

                 平   真由子       （白山市立松任中学校） 

                                  丸岡 慎弥        （大阪市立香簑小学校） 

              コーディネーター 西野 真由美        （国立教育政策研究所） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

17:45-      懇親会（金沢国際ホテル）  

 

 

 8:30-    受付 
 9:00-11:50  自由研究発表 （8 号館） 

12:00-13:00  昼食・休憩  （評議員会 12:00-12:55 1 号館 1F） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

13:00-14:00  基調講演 「金沢工業大学における教育改革 ‐自ら考え、行動する技術者‐」 

            金沢工業大学名誉学長                     石川 憲一 氏 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

14:10-16:20 パネルディスカッション：カリキュラム・マネジメントと道徳教育の推進 

          パネリスト        早川 裕隆           （上越教育大学） 

                  日向 正志        （白山市立鶴来中学校） 

北川 沙織      （名古屋市立平針北小学校） 

藤永 啓吾   （山口大学教育学部附属光中学校） 

               コーディネーター 毛内 嘉威          （秋田公立美術大学） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

16:20-16:30   閉会行事 次期大会運営委員長挨拶   富岡  栄        （麗澤大学） 

           日本道徳教育学会副会長挨拶  高島 元洋（元お茶の水女子大学） 

大会 1 日目 11 月 3 日（土） 

大会 2 日目 11 月 4 日（日） 
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日本道徳教育学会 第 92 回大会 自由研究発表（2 日目午前 9:00-11:50） 
【第 1 分科会】 8 号館 301           司会：柴原 弘志 （京都産業大学）             

 9:00- 9:30 20世紀初頭の道徳と修養の「科学」化に関する史的考察  

田邉 尚樹（東京大学大学院） 

 9:35-10:05 道徳的能力の基礎的側面としてとらえられる人間における「悪」について 

            －エーリッヒ・フロムの性格論における「ネクロフィリア」に着目して－ 

加藤 立樹（上越教育大学 大学院生） 

10:10-10:40 道徳教育を支える根本理念の追求 －天野貞祐の道理の理念を手掛かりに－ 

井登 俊宏（明石市立江井中学校） 

10:45-11:15 道徳における「愛」について －「海と空」の人類愛－ 

松原 弘（和泉市立郷荘中学校） 

11:20-11:50 近代アメリカにおける宗教の位相 

宮本 浩紀（信州豊南短期大学） 

【第 2 分科会】 8 号館 302         司会：澤田 浩一（国立教育政策研究所）            

9:00- 9:30 平和という理念の実現に向けた道徳教育の可能性の検討        

 鈴木 宏（山口大学） 

9:35-10:05 東日本大震災を経て次世代に伝えたい心の醸成 佐藤 郷美（東北福祉大学） 

10:10-10:40 ケア理論によりプロテクトをかける道徳教育  

－ケアリングからキュアリングへ－     植田 清宏（園田学園女子大学） 

10:45-11:15 倉橋惣三の道徳教育観に関する一考察  

安部 日珠沙（岐阜聖徳学園短期大学部） 

11:20-11:50 J.G.フィヒテの学者論における道徳の問題 －教師の存在論に着目して－ 

 清多 英羽（青森中央短期大学） 

【第 3 分科会】 8 号館 308               司会：島 恒生（畿央大学）                

9:00- 9:30 学校現場における道徳教育改革への対応と意識（1） 

            －「特別の教科 道徳」全国調査の統計分析を中心として－ 

〇押谷 由夫（武庫川女子大学）・矢作 信行（武庫川女子大学大学院生） 

〇木崎 ちのぶ・斎藤 道子・谷山 優子（武庫川女子大学大学院生） 

9:35-10:05 学校現場における道徳教育改革への対応と意識（2） 

            －「特別の教科 道徳」全国調査の自由記述分析を中心として－ 

〇矢作 信行（武庫川女子大学大学院生）・押谷 由夫（武庫川女子大学） 

〇斎藤 道子・木崎 ちのぶ・谷山 優子（武庫川女子大学大学院生） 

10:10-10:40 中学校道徳科 内容項目Cの視点についての考察               

－シティズンシップ教育との関連から－   

 佐々木 篤史（弘前大学教育学部附属中学校） 

10:45-11:15 年間指導計画を弾力的に取り扱うためのOODAループ活用法 

 中野 真悟（刈谷市立日高小学校） 

11:20-11:50 特別支援学級における道徳の授業実践に関する理論的基礎付け 

 高口 涼（田方郡函南町立東小学校） 
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【第4分科会】 8号館 401              司会 : 富岡 栄（麗澤大学） 

9:00- 9:30 道徳的資質・能力を育成する授業の開発実践                                   

－戦後道徳授業論の再検討を通して－     

〇岡島 佑樹（岐阜大学大学院生）・柳沼 良太（岐阜大学大学院） 

9:35-10:05 海外における道徳授業実践研究  

－フィリピンでの「四本の木」の実践を通して－ 

土田 雄一（千葉大学） 

10:10-10:40 文部省道徳教育推進指導資料 ビデオ教材とその利用 から学ぶ！ 

齋藤 嘉則（香川大学教職大学院） 

10:45-11:15 情報モラルを題材とした質問作りによる道徳科の授業開発 

長谷川 元洋（金城学院大学） 

11:20-11:30 校内研修を活用した「特別の教科 道徳」の授業づくり 

谷島 竜太郎（筑西市立川島小学校） 

【第 5 分科会】 8 号館 404            司会  : 早川 裕隆（上越教育大学）             

9:00- 9:30 郷土の教材・人材を活用した総合単元的な道徳授業の試み 

星 美由紀（郡山市立第五中学校） 

9:35-10:05 生涯生きる道徳教育 －多様化する社会で生き残るために－ 

坂口 崚（金沢工業大学  学部生） 

10:10-10:40 高等学校における道徳教育の実践    表 さやか（大阪府立西成高等学校） 

10:45-11:15 教材を活用した複数時間の授業の進め方  

 遠藤 信幸（東京学芸大学附属小金井小学校） 

【第 6 分科会】 8 号館 406                       司会 : 永田 繁雄（東京学芸大学）              

9:00-9:30 「深く考える学び」のプロセスの道徳科の授業 －総合的道徳学習を通して－ 

古見 豪基（和光市立第五小学校） 

9:35-10:05 協同問題解決能力を生かしながら自己の生き方について考えを深める道徳科の 

授業づくり          尾崎 正美（岡山大学教育学部附属小学校） 

10:10-10:40 中心発問と対話空間づくりから生まれる学び 

－主体的・対話的で深い学びの実現をめざして－  

  西尾 寛子（津島市立西南小学校） 

10:45-11:15 子どもの思いを引き出す新しい指導法①  

－「ポジションチェンジ」を活用して－ 

      丸岡 慎弥（大阪市立香蓑小学校） 
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【第 7 分科会】 8 号館 409                司会 : 西野 真由美（国立教育政策研究所）        

9:00- 9:30 いじめ防止のための道徳授業を生かすための実践 

足立 由美子（墨田区立寺島中学校） 

9:35-10:05 少数派の意見を中心とした道徳授業の構想と実践 

〇市川 秀之（千葉大学）・阿部 学（敬愛大学） 

〇磯部 光泰（富津市立富津小学校） 

10:10-10:40 道徳授業の教材研究のあり方を考える     石丸 憲一（創価大学大学院） 

10:45-11:15 道徳授業を深め広める選択肢法と選択肢創出法としての 

マトリックス法の効果と課題 

  〇鈴木 豊（横浜市立大学）・上 憲治・石井 登（帝京短期大学） 

【第 8 分科会】 8 号館 501                           司会 : 賞雅 技子（武蔵大学）              

9:00- 9:30 カリキュラム・マネジメントの視点から捉えた評価の工夫 

           －一枚ポートフォリオ評価の実践より－ 

 山田 貞二（一宮市立浅井中学校） 

9:35-10:05 道徳の学習離陸度（テイクオフ）評価  －徳の樹を用いて－ 

大庭 茂美（九州女子短期大学） 

10:10-10:40 道徳科の評価 －対話と子どもの学び方を中心にした授業から－  

増田 千晴（江南市立古知野中学校） 

10:45-11:15 思いやりの心を育てる道徳教育 －小さな道徳授業をいかして－ 

                 猪飼 博子（あま市立甚目寺南小学校） 

11:20-11:50 成長を実感できる授業，成長を後押しする評価 

             －自分のことが好きだと言える子どもを育てたい－ 

鈴木 賢一（あま市立七宝小学校） 

【第9分科会】 8号館 504                       司会 : 大館 昭彦（千葉県教育庁）             

9:00- 9:30 主体的・対話的に関わり合い、深く学び合う道徳科の授業 

－ねらい達成と個人内評価と対話空間づくりを大切に－ 

         柴田 八重子（愛知淑徳大学） 

9:35-10:05 誰でもできる教材分析・解釈法   寺崎 賢一（麗澤大学・都留文科大学） 

10:10-10:40 「テーマ学習」による課題追求型授業の創造 

             －石川県教材「栄冠は君に輝く」を通して－ 

 坂井 親治（西条市立小松幼稚園） 

10:45-11:15 臨床的視点による教材吟味へのアプローチ 

   矢作 信行（武庫川女子大学大学院生） 
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【第10分科会】 8号館 506                        司会 : 田沼 茂紀（國學院大學） 

9:00- 9:30 教育における褒める実践の必要性        松浦 明博（帝京科学大学） 

9:35-10:05 学級目標に近づくことを目指した学級活動と道徳科の単元構成 

             ―コンピテンシーの垂直的成長の観点に基づくエピソード評価－ 

〇吉田 誠（山形大学）・逸見 祐輔（山形大学附属小学校） 

10:10-10:40 人間関係形成能力を育成するための道徳教育に関する一考察 
 板橋 雅則（東洋大学） 

10:45-11:15 理科における道徳教育 

 〇岡田 芳廣（早稲田大学教職大学院）・柳田 正義（早稲田大学大学院生） 

11:20-11:50 道徳教育を基盤として家庭と学校が協働する子育てに関する研究（1） 

                     木崎 ちのぶ（武庫川女子大学大学院生） 

【第11分科会】 8号館 509                  司会 : 毛内 嘉威（秋田公立美術大学） 

9:00- 9:30 主体的学びを含む道徳授業における教師の役割 

 足立 佳菜（東北文教大学） 

9:35-10:05 「メンター制度」を活用した道徳教育の活性化 

     －教師の困り感を解消し、心に種蒔く道徳授業の実現を目指して－ 

  竹野 正純（岩倉市立岩倉中学校） 

10:10-10:40 道徳科授業における教師の教育観分析 ―メタ教授的観点から― 

      幸阪 創平（杉並区立浜田山小学校） 

10:45-11:15 道徳科を参観する観点     藤永 啓吾（山口大学教育学部附属光中学校） 

11:20-11:50 互いの指導技術を伸ばし合う道徳指導方法 

            ―グループでの模擬授業を通して―        村上 悦子（植草学園大学） 

 

 

自由研究発表について 

○発表時間は 20 分、質疑応答 10 分です。 

○発表は本学所有の PC を用います。Windows、Mac いずれにも対応可能です。 

また、Microsoft Office もインストールされています。 

発表に使用するデータ・資料を USB 等で各自持参いただくようにお願い致します。 

なお、データに特殊なフォントがある等の事情で、ご自身の PC をご使用になりたい方 

は、ご持参ください。 
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＜アクセス＞ 

タクシー 所要時間 約 20 分   金沢駅タクシー乗り場より 

電車     所要時間 所要時間 約 35 分 

金沢駅発（JR 北陸本線・福井方面）→ 

西金沢駅着→（乗換）新西金沢駅発（北陸鉄道石川線・鶴来方面）→ 

野々市工大前駅着→徒歩 5 分 

JR 金沢駅～JR 西金沢駅→（乗換）→ 

北陸鉄道石川線新西金沢駅発～野々市工大前駅着～徒歩 5 分 

路線バス 所要時間 約 30 分 

金沢駅発 

路線バス 32 金沢工業大学行（円光寺経由） 

路線バス 33 金沢工業大学行（寺地経由） 

路線バス 35 金沢工業大学行（久安大橋経由） 

路線バス 33 南部車庫行（寺地経由）、 

緑が丘十丁目行、四十万行、鶴寿園（寺地経由） 

石川動物園行、南四十万二丁目行 

空港からのシャトルバス 所要時間 約 60 分 

  小松空港発 金沢駅行 → 金沢駅 → 路線バス 

自家用車 所要時間 白山 IC、金沢西 IC より約 20 分 

駐車場を用意しておりますので、当日スタッフが誘導致します。 

 

 


