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日本道徳教育学会 第９８回（令和３年度秋季）大会 

ＺＯＯＭ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 永田 繁雄 

第98回大会運営委員長 平野 良明 

 

日本道徳教育学会会員及び関係各位の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの影響による社会

状況が続く中、教育活動の推進等にご尽力されておられることと存じます。 

この状況を鑑み、第98回大会の開催につきましては、大会事務局等で検討いたしました結果、オンラ

インによる開催といたします。ご理解を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。つきましては、皆様

のお力添えをいただき、熱く議論し、深く考え合う大会にしたいと考えています。多くの方々のご参加

をお待ちしております。 

 

 

【大会テーマ】 

未来につなげる道徳教育 

        ～発達段階を踏まえた道徳教育の実践と連携の充実～ 

オンライン開催  

【大会テーマ設定の趣旨】 

国際社会においてはSDGsが、国内においてはSociety5.0等が未来への指針を示しています。世界中が

コロナ禍に見舞われる中においても、多様な価値を認め合い、人類が追い求める幸福に向けて私たちは

国際社会の一員として歩み続けています。                                       

こうした中で、日本における道徳教育は学校教育の全体において要となる道徳科を軸に実践されてい

ます。個々の人格の基礎となる道徳性の育成は家庭や地域での教育を踏まえ、幼稚園等の幼児教育から

小学校・中学校の道徳教育へとつながり、また、その後の高等学校・大学等においても、更には社会人

になってからも続き、生涯にわたる成長と発達の途上で、上記の課題に向き合うことになります。 

日本で育つ子ども達の活き活きと豊かに生きる力の育成のために、本大会が未来に向けての道徳教育

について理論を深め合い、今日の実践を報告し合い、連携の在り方を語り合い、明日の世界に広く羽ば

たく子ども達の人格形成について学び合う充実の機会となることを願っています。 

 

【大会の概要】 

１．開催日   2021年 11月 7日（日） ※１日のみの開催です。 

 

２．開催方法  札幌国際大学を発信基地とし、Zoomによるオンライン開催 

 

３．主 催   日本道徳教育学会 

 

４．後 援   文部科学省、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、北海道教育委員会、北海道町村教育委員会連合会、北海道都市

教育委員会連絡協議会、北海道公立幼稚園・こども園長会、北海道私立幼稚園協会、

北海道小学校長会、北海道中学校長会、北海道高等学校長協会、北海道 PTA 連合会、

北海道高等学校 PTA 連合会、北海道教育振興会、北海道道徳教育研究会、札幌市教

育委員会、札幌市立幼稚園・こども園長会、札幌市私立保育園連盟、札幌市私立幼稚

園連合会、札幌市小学校長会、札幌市中学校長会、札幌市道徳教育研究会 
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５．大会事務局  札幌国際大学 第98回大会運営事務局 〒004-8602 札幌市清田区清田4-1-4-1 

問い合わせ先：大会運営副委員長 加藤 一郎（mail ichiro-kato@ss.siu.ac.jp） 

                    ℡ 011-881-6532（大会事務局直通） 

       

６．参加費    会員・一般参加は 3,000円 学部学生・大学院生は 1,500円 

         ※大会には参加せず発表要旨集の冊子のみ希望の場合は 1,500円で郵送します。 

 

７．参加申込み  日本道徳教育学会HPに開設する参加申込みサイトにて事前にお申込みください。 

         大会の発表者も必ず参加申込みと参加費のお支払いをお願いします。 

申込み期限は、１０月２４日（日）までです。 

 

８．参加方法   11月初旬頃までに、発表要旨集とZoomのID等を郵送でお送りします。 

なお、ZoomのID等はメールでも送りますので、それによって参加してください。 

 

【大会スケジュール】 

9:00～   Zoom入室開始  

9:20～ 9:30 開会行事 

        日本道徳教育学会会長あいさつ    永田 繁雄（東京学芸大学） 

        大会運営委員長あいさつ       平野 良明（札幌国際大学短期大学部） 

 

9:30～10:30 基調講演 「 道徳教育の未来 

 ～道徳科におけるGIGAスクール構想の実現～ 」 

浅見 哲也 氏（文部科学省 教科調査官） 

 

10:50～11:20 自由研究発表① （発表20分、質疑応答10分。以下同じ） 

11:30～12:00 自由研究発表② 

12:00～12:50 昼休憩  

12:50～13:20 自由研究発表③ 

13:30～14:00 自由研究発表④ 

14:10～14:40 自由研究発表⑤ 

 

15:00～16:50 シンポジウム 

「 未来につなげる道徳教育  

 ～発達段階を踏まえた道徳教育の実践と連携の充実とは～ 」 

コーディネーター  永田 繁雄 （東京学芸大学） 

シンポジスト    土谷 直穂実（認定こども園元江別わかば幼稚園） 

                    木下 美紀 （宗像市立玄海東小学校） 

          藤永 啓吾 （山口大学教育学部附属光中学校） 

                    毛内 嘉威 （秋田公立美術大学） 

  

16:50～17:00 閉会行事 

        次期大会運営委員長あいさつ          走井 洋一（東京家政大学） 

               日本道徳教育学会副会長あいさつ   柴原 弘志（京都産業大学） 

mailto:ichiro-kato@ss.siu.ac.jp
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自由研究発表（10:50～14:40 発表 20分、質疑応答 10分） 
 

 

第１分科会 司会：澤田 浩一（國學院大學） 

①  10:50～11:20  山田 真由美（北海道教育大学） 

道徳と宗教の関係について―京都学派を一例に― 

② 11:30～12:00 辻 和希（聖ヶ丘教育福祉専門学校） 

中動態と道徳 

③ 12:50～13:20 鈴木 宏（上智大学） 

道徳科の内容項目「個性の伸長」の哲学的位置づけに関する考察―カントの義務

論を手がかりに― 

④ 13:30～14:00◯原口 友輝（中京大学） 

空 健太（国立教育政策研究所） 

道徳教育の観点から見た「困難な歴史」研究の意義と課題 

⑤ 14:10～14:40 上田 博次（公益財団法人上廣倫理財団） 

宮田丈夫の道徳授業の系譜及び新価値主義的発想による道徳授業の考察 

 

 

第２分科会 司会：西野 真由美（国立教育政策研究所） 

① 10:50～11:20 ◯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） 

齋藤 道子  （武庫川女子大学・大学院生） 

木崎 ちのぶ（武庫川女子大学・大学院生）          

谷山 優子  （武庫川女子大学・大学院生） 

小山 久子  （武庫川女子大学・大学院生） 

コロナ禍における道徳教育の実態に関する全国調査の結果と分析（１） 

② 11:30～12:00   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） 

◯齋藤 道子  （武庫川女子大学・大学院生） 

木崎 ちのぶ（武庫川女子大学・大学院生）       

谷山 優子  （武庫川女子大学・大学院生） 

◯小山 久子  （武庫川女子大学・大学院生） 

コロナ禍における道徳教育の実態に関する全国調査の結果と分析（２） 

③  12:50～13:20 山田 美香（名古屋市立大学） 

台湾の国民中学「総合活動」における道徳教育 

④ 13:30～14:00 柴田 八重子（愛知淑徳大学・非常勤講師） 

エージェンシー発揮を大切にする道徳科授業 

⑤ 14:10～14:40 橋本 唯隆（教育研究家） 

なぜ教師が猥褻に走るか―自分の中の悪魔の存在に気付かせ、戦う「狡さを見つ

める」道徳教育は教師から― 
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第３分科会 司会：鈴木 由美子（広島大学） 

① 10:50～11:20  作田 澄泰（早稲田大学総合研究機構 教師教育研究所） 

持続可能な社会に向けた人格形成に関する研究―今日の教育課題から考える道

徳教育の在り方― 

②  11:30～12:00 坂口 幸恵（江戸川区教育委員会学校教育支援センター） 

生徒の自然環境に対する意識を高める道徳科の指導と評価―持続可能な社会の

創り手を育むために― 

③ 12:50～13:20 瀬戸山 千穂（前橋市立大胡中学校） 

小中学校における自然愛護の系統性の分析と道徳の授業づくり 

④ 13:30～14:00 齋藤 道子（武庫川女子大学・大学院生） 

スピリチュアリティの視点から「人間の尊厳」を考える道徳教育 

⑤ 14:10～14:40 松原 弘（和泉市立郷荘中学校） 

生徒が自ら道徳的価値と向き合うために―「四端の心」（孟子）を拠り所に・「人

って、本当は？」（よりよく生きる喜び）の実践― 

 

 

第４分科会 司会：土田 雄一（千葉大学） 

① 10:50～11:20 山中 佑介（寝屋川市立中央小学校） 

継続的に学校を支援する行政研修の企画と運営 

② 11:30～12:00 野村 宏行（国分寺市教育委員会） 

教育委員会の取組による道徳教育の充実 

③  12:50～13:20○淀澤 勝治（兵庫教育大学） 

      門脇 大輔（兵庫教育大学・大学院生） 

          三宅 教博（兵庫教育大学・大学院生） 

教員養成課程における道徳教育実践力向上方策の提案 

④  13:30～14:00 植田 清宏（兵庫大学・非常勤講師） 

養護教諭・栄養教諭を目指す大学生のための講義の一考察―ケアリング理論や認

知行動療法を基にして― 

⑤  14:10～14:40 広中 忠昭（麗澤大学） 

未来につなげる生き方を考える道徳教育の構想―教員養成における総合的な学

習の時間の単元作りを通して― 

 

 

第５分科会 司会：飯塚 秀彦（国立教育政策研究所） 

① 10:50～11:20 門脇 大輔（兵庫教育大学・大学院生） 

道徳科授業における教師の自己省察の在り方―自己省察シート活用による授業

力量形成の試み― 

② 11:30～12:00 奥山 裕太（札幌市立向陵中学校） 

道徳科の授業推進 
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③ 12:50～13:20 山本 理恵（千葉大学・大学院生） 

道徳科を要とした校内マネジメント 2 

④ 13:30～14:00 片山 健治（岡山大安寺中等教育学校） 

道徳教育推進教師の役割と業務内容についての提案―学校の実情や道徳教育推

進教師のライフステージに即して― 

⑤ 14:10～14:40 木野 正一郎（東海大学付属相模高等学校） 

学校の教育活動全体を通じて行う高等学校における道徳教育の実践 ―『地理探

究』を想定した「現代社会」の探究的な学習を通して人間としての在り方生き方

を考える― 

 

 

第６分科会 司会：島 恒生（畿央大学） 

① 10:50～11:20 足立 佳菜（佐賀大学） 

「道徳科ガイダンス授業」開発に向けた道徳授業環境設計に関する基礎的考察 

② 11:30～12:00 山田 将之（盛岡市立上田中学校） 

自分の芯を創る道徳科カリキュラム 

③ 12:50～13:20 真壁 佑輔（札幌市立上野幌中学校） 

道徳教育の指導計画と評価 

④ 13:30～14:00 丸岡 慎弥（大阪市立香簑小学校） 

150周年行事を見据えた道徳授業を要とするカリキュラムマネジメントの在り方 

⑤ 14:10～14:40 山田 貞二（岐阜聖徳学園大学） 

道徳科を要としたカリキュラム・マネジメントの推進に関する実践研究―小単元

構想を中心として― 

 

 

第７分科会 司会：椋木 香子（宮崎大学） 

① 10:50～11:20 立田 祐理（学校法人リズム学園恵庭幼稚園） 

コロナ禍での保育の自治活動の意義 

② 11:30～12:00◯竹内 倫子（学校法人札幌豊学園札幌ゆたか幼稚園） 

         平野 麻実（学校法人札幌豊学園札幌ゆたか幼稚園） 

他者と共に生きていく力―生活の中で育まれる道徳性― 

③ 12:50～13:20 中山 真樹（高槻市立桃園小学校） 

道徳の授業における支援の手立てと工夫―小学校一年生のスタート期から― 

④ 13:30～14:00 由良 健一（尼崎市立小園小学校） 

子どもの「おたずね」を軸にした道徳科授業に関する実践的研究Ⅱ ―子どもの

「おたずね」を軸にした道徳科授業にするための手立て― 
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第８分科会 司会：吉本 恒幸（聖徳大学名誉教授） 

① 10:50～11:20 天野 幸輔（名古屋学院大学） 

特別支援教育における対話による道徳科授業の提案―病弱教育における臨床的

な道徳教育の可能性― 

② 11:30～12:00 髙口 涼（富士市立広見小学校） 

自閉症・情緒障害特別支援学級における道徳教育―カリキュラム、とりわけ各教

科との関連を例に― 

③ 12:50～13:20 佐藤 瞭（幼保連携型認定こども園びえい青葉幼稚園） 

幼児期の仲間から広がる道徳性の芽生えと育ち―自由遊び場面での観察から― 

④ 13:30～14:00 山本 瑞稀（学校法人滝川学園滝川幼稚園） 

幼児期からの道徳教育―遊びを通して― 

⑤  14:10～14:40 竹田 絵理（札幌国際大学付属認定こども園） 

遊びの中から育まれる道徳性・規範意識の芽生え―小学校における道徳教育を見

通して― 

 

 

第９分科会 司会：柳沼 良太（岐阜大学） 

① 10:50～11:20 塩家 崇生（畿央大学・大学院生） 

一人一台タブレット端末を活用した道徳科授業の教育効果―学習者視点からの

分析を通して― 

② 11:30～12:00 鈴木 賢一（あま市立七宝小学校） 

共有のその先へ―一人一台端末を活用した道徳授業で深い学びを実現するため

に― 

③ 12:50～13:20 溝口 哲志（津市立美杉小学校） 

ICT機器を活用した道徳科の授業の一考察―1人1台端末の活用を通して― 

④  13:30～14:00◯佐々木 篤史（弘前大学教育学部附属中学校） 

毛内 嘉威（秋田公立美術大学） 

ドラマで創る中学校道徳科授業―ICT 道徳の補完を目指して― 

⑤  14:10～14:40 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 活用方法の研究（3） 
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第10分科会 司会：齋藤 嘉則（東京学芸大学） 

①  10:50～11:20 谷口 雄一（摂南大学） 

道徳科の授業において授業者が大切にしたいこと―問題意識について考える― 

②  11:30～12:00 阪本 景子（名古屋市立有松中学校） 

これからの中学校道徳科の授業で期待したいこと―自己開発力の発揮、幸福感の

獲得、学級への承認満足度や所属意識の高め合い― 

 

③  12:50～13:20  藤永 啓吾（山口大学教育学部附属光中学校） 

道徳科の段階 

④ 13:30～14:00◯小島 嘉之（鳴門教育大学・大学院生） 

金野 誠志（鳴門教育大学） 

「自己を見つめる」ということの方法論的一考察―ロールレタリングに視点を当て 

て― 

 

 

第11分科会 司会：杉中 康平（四天王寺大学） 

①  10:50～11:20 杉本 遼（足立区立足立小学校） 

児童が楽しさや考えの深まりを実感する、柔軟な道徳科の授業展開―児童の実態

に合わせた、「ロレンゾの友達」の３パターンの授業展開の検証― 

②  11:30～12:00 河野辺 貴則（四国大学） 

人権課題を題材にした道徳教材に関する分析的研究―道徳教科書と人権教育資

料に着目をして― 

③  12:50～13:20  高原 健（札幌市立福井野中学校） 

教科書教材等に係る様々な視点―内容項目や教材の縦の連携、横の連携を通して

― 

④  13:30～14:00 佐藤 郷美（東北福祉大学） 

大学生の内容項目に関する意識調査の考察 

 

 

第12分科会 司会：田沼 茂紀（國學院大學） 

①  10:50～11:20 吉田 誠（山形大学） 

道徳授業ワークシート記述の自我発達段階の視点に基づく M-GTA分析を用いた道

徳的資質・能力の成長モデル構築の試み 

②  11:30～12:00 富岡 栄（麗澤大学） 

道徳科の評価研究―道徳的価値の理解に関する観点別評価の検討― 

③  12:50～13:20 中野 真悟（刈谷市立富士松南小学校） 

道徳性に係る成長の様子の評価に関する特別活動実践研究 

④  13:30～14:00 浅部 航太（北海道立教育研究所） 

道徳性の測定に関する一考察 
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【Zoom使用上のお願い】 

・Zoom を使用いたします。参加者各自のレコーディングは固くお断りいたします。また、通信環境

等の状況により乱れる場合も考えられます。その際は、何卒ご寛恕の程お願い申し上げます。 

 ・発表中、画面と音声は、発表者や司会者のみとします。ビデオとマイクはオフにしてください。 

 ・質問等がある場合は、「チャット」または「リアクション」でお知らせください。ただし、時間の関 

係で、すべての質問等を取り上げることができない場合があります。基調講演は講演のみとし、質 

疑の時間はありません。 

 

申込み方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本道徳教育学会のホームページからオンラインで申込みください 

○ 日本道徳教育学会のホームページに、京王観光の第98回日本道徳教育学会秋季

大会の申込みサイトへのリンクがあります。 

○ クレジット決済または銀行振込ができます。銀行振込は、振込手数料をお願い

いたします。 

○ 領収書は、発表要旨集に同封して郵送致します。 

※ 申込期限は、10月 24日(日)です。 

  クレジット決済、銀行振込みも、10月 24日(日)までにお済ませください。 

                （振込みは 25 日(月)扱い、まで受け付けます。） 

※ 当日は参加せず、冊子のみの申込みについても上記オンラインからできます。 

 


