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第 55 回 教育者研究会 詳細 
 

Ⅰ．開催概要 

 
●期間：平成 30 年 6 月 20 日～2 月 3 日 

●会場数：86 会場 

●参加対象：教職員、保護者、教育委員会関係者その他教育に関心を有する方 

●参加者総数：8,229 名 
 

Ⅱ．後援名義使用許可団体 ( 546 団体) (共催 11 団体) 
                              (下線のあるものは共催団体、太字は文部科学省、都道府県教委) 

 

1. 文部科学省（29 受文科総第 1045 号） 

 

2. 地方公共団体 (13 団体） 

横手市 湯沢市 盛岡市 滝沢市 荒川区 江戸川区 静岡市 江南市 大阪市 堺市 摂津市 柏原市 高知県  

 

3. 各地教育委員会（419 団体）（太字は都道府県教育委員会） 

北海道 札幌市 青森県 八戸市 十和田市 三沢市 野辺地町 横浜町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町 田

子町 南部町 階上町 新郷村 岩手県 盛岡市 滝沢市 二戸市 奥州市 大船渡市 陸前高田市 秋田県 横手市 

湯沢市 由利本荘市 大仙市 にかほ市 仙北市 美郷町 羽後町 東成瀬村 宮城県 仙台市 山形県 米沢市 東根

市 福島県 いわき市 茨城県 土浦市 石岡市 竜ケ崎市 取手市 牛久市 鹿嶋市 潮来市 守谷市 かすみがう

ら市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 利根町 栃木県 宇都宮市 埼玉県 さいたま市 熊谷市 秩父市 

本庄市 東松山市 深谷市 寄居町 千葉県 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 

鎌ヶ谷市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 群馬県 館林市 新潟県 長岡市 東京都 千代田区 墨田区 江東区 大田

区 世田谷区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 神奈川県 相模原市 平塚市 秦野市 厚木市 大和市 伊

勢原市 海老名市 座間市 大磯町 二宮町 静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 富士宮市 磐田市 御殿場市 袋井

市 裾野市 小山町 森町 岐阜県 岐阜市 大垣市 各務原市 羽島市 関市 美濃市 多治見市 本巣市 山県市 

瑞浪市 土岐市 可児市 恵那市 中津川市 美濃加茂市 海津市 郡上市 下呂市 瑞穂市 岐南町 笠松町 北方

町 白川町 東白川村 七宗町 川辺町 八百津町 御嵩町 坂祝町 富加町 養老町 関ヶ原町 神戸町 輪之内町 

安八町 揖斐川町 大野町 池田町 垂井町 愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 豊川市 津島市 刈谷市 

豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 江南市 稲沢市 岩倉市 田原市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹

江町 飛鳥村 三重県 桑名市 いなべ市 四日市市 鈴鹿市 亀山市 津市 松阪市 伊勢市 伊賀市 名張市 鳥

羽市 志摩市 尾鷲市 熊野市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町 多気町 玉城町 明和町 度会町 南

伊勢町 大台町 紀北町 大紀町 紀宝町 御浜町 石川県 金沢市 七尾市 小松市 かほく市 白山市 能美市 

野々市市 川北町 福井県 福井市  敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 永平寺

町 池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町 滋賀県 大津市 長浜市 草津市 栗東市 湖

南市 高島市 米原市  京都府 京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 八幡市 京

田辺市 京丹後市 木津川市 久御山町 井出町 宇治田原町 精華町 伊根町 与謝野町 大阪府 大阪市 堺市 

岸和田市 泉大津市 貝塚市 守口市 泉佐野市 松原市 和泉市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 

忠岡町 熊取町 田尻町 奈良県 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生

駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 曽爾村 御

杖村 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 

十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村 和歌山県 和歌山市 岩出市 鳥取県 島根県 松江市 浜田市 

出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 奥出雲町 吉賀町 津和野町 岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 

総社市 高梁市 美作市 広島県 広島市 大竹市 廿日市市 呉市 東広島市 三原市 竹原市 尾道市 福山市 

府中市 三次市 庄原市 安芸高田市 江田島市 山口県 下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 
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光市 柳井市 周南市 山陽小野田市 周防大島町 上関町 田布施町 平生町 徳島県 香川県 高松市 丸亀市 

坂出市 善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 宇多津町 綾川

町 琴平町 多度津町 まんのう町 愛媛県 高知県 高知市 福岡県 八女市 佐賀県 佐賀市 鳥栖市 神崎市 

小城市 多久市 唐津市 伊万里市 武雄市 嬉野市 鹿島市 長崎県 長崎市 諫早市 熊本県 熊本市 大分県 

日出町 沖縄県 糸満市 宮古島市  

 

4. 各種団体 (113 団体) 

青森県退職校長会三八支部 

 三八地区青少年赤十字指導者協議会 

 デーリー東北新聞 

 東奥日報新聞社 

 階上町立道仏中学校 

 岩手県小学校校長会 

 岩手県中学校校長会 

 岩手県小中学校副校長会 

 盛岡市小学校校長会 

 盛岡市中学校校長会 

 盛岡市小中学校副校長会 

 滝沢市小中学校校長会 

 滝沢市小中学校副校長会 

 岩手県ＰＴＡ連合会 

 盛岡市ＰＴＡ連合会 

 滝沢市ＰＴＡ連絡協議会 

 岩手県道徳教育研究会 

ＩＢＣ岩手放送 

岩手日報社 

 盛岡タイムス社 

 秋田県教育研究会横手支会道徳教育部会 

 宮城県小学校校長会 

 宮城県中学校校長会 

 仙台市小学校校長会 

 仙台市中学校校長会 

 宮城県退職校長会 

 河北新報社 

 東根市小中学校校長会 

山形県中学校道徳研究会 

 北村山地区小中学校道徳部会 

福島県市町村教育委員会連絡協議会 

 福島県小学校校長会 

 福島県中学校校長会 

 福島県公立学校退職校長会 

 福島県ＰＴＡ連合会 

 茨城県市町村教育長協議会 

(公社)茨城県青少年育成協会 

(一社)茨城県教育会 

茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

(一社)茨城県子ども会育成連合会 

 

栃木県市町村教育委員会連合会 

 栃木県小学校校長会   

 栃木県中学校校長会 

 栃木県高等学校校長会 

 栃木県ＰＴＡ連合会 

 栃木県高等学校ＰＴＡ連合会 

 栃木県連合教育会  

 栃木県幼稚園連合会 

千葉県小中学校校長会 

千葉県高等学校長協会 

群馬県市町村教育委員会連絡協議会 

 群馬県小中学校ＰＴＡ連合会  

 群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 

上毛新聞社 

板橋区小学校校長会 

板橋区中学校校長会 

板橋区立中学校教育研究会 

板橋区教育会 

神奈川県公立小学校校長会 

神奈川県公立中学校校長会 

静岡市ＰＴＡ連絡協議会 

日本ピア・サポート学会静岡支部 

静岡新聞社 

静岡放送 

浜松・天竜災害ボランティアコーデ

ィネーター連絡協議会 

三重県小中学校長会 

三重県ＰＴＡ連合会 

京都相楽東部広域連合教育委員会 

大阪東淀川区ＰＴＡ協議会 

摂津市ＰＴＡ協議会 

木の実キッズキャンパス 

島根県小学校校長会 

 島根県中学校校長会 

島根県私立中学高等学校連盟 

島根県ＰＴＡ連合会 

 島根県私立中学高等学校ＰＴＡ連合会 

岡山県公立小学校校長会 

岡山県公立中学校校長会  

 山陽新聞社 

 

  広島県公立中学校校長会 

広島県連合小学校校長会 

広島県ＰＴＡ連合会 

広島市ＰＴＡ協議会 

ＮＨＫ広島放送局 

中国新聞社 

山口県小学校長会 

山口県中学校長会 

  山口県ＰＴＡ連合会 

  山口県教育会 

 徳島県市町村教育委員会連合会 

 徳島県小中学校管理職員協議会 

 徳島県教職員団体連合会 

 徳島県公立学校教職員組合 

 香川県小中学校校長会 

 四国新聞社 

高知県市町村教育委員会連合会 

 高知県小中学校校長会 

高知県道徳教育研究会 

 高知県小中学校ＰＴＡ連合会 

高知新聞社 

 ＲKＣ高知放送 

 愛媛県市町村教育委員会連合会 

(公財)愛媛県教育会 

 愛媛県教育研究協議会 

  愛媛県小中学校校長会 

 愛媛県教育研究協議会 

  愛媛県小中学校教頭会 

八女サークル中学校道徳部会 

佐賀県小学校校長会 

 佐賀県中学校校長会 

 佐賀県道徳教育研究会 

佐賀県ＰＴＡ連合会 

佐賀新聞社 
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開催地名 日程 テーマ 会場 後援 運営
（協議会または事務所）

中央区 5/20 幸せへの方程式 モラロジー研究所北海道会館 北海道・札幌市　各教育委員会 札幌豊平

中央区 7/8 生きがいのある人生とは！ モラロジー研究所北海道会館 北海道・札幌市　各教育委員会 札幌中央

中央区 11/18 心新たに生きる・AI道徳科学 モラロジー研究所北海道会館 北海道・札幌市　各教育委員会 札幌西

小樽市 9/23 心新たに生きる 小樽経済センター 北海道・小樽市　各教育委員会 小樽

旭川市 9/13～14 「心の力」新発見 旭川クリスタルホール 北海道・旭川　各教育委員会 旭川

旭川市 2/13 徳づくりの経営～真に永続する企業をめざして 道北経済センタービル 旭川商工会議所 旭川

帯広市 10/28
心新たに生きる｢温かい心を忘れていませんか・
求めてばかりいませんか｣

とかちプラザ 北海道・帯広市　各教育委員会 帯広

美唄市 6/14～15 人生の問題解決の心は 美唄市総合福祉センター 北海道・美唄市　各教育委員会 美唄

深川市 7/7～8 心がつくる人生 深川市経済センター 深川市教育委員会 北空知深川

八戸市 6/17 “心の力”新発見 八戸市福祉公民館
八戸市、八戸市教育委員会、東奥日報社、デーリー東北新聞社、コミュニ
ティラジオ局BeFM

八戸

三沢市 9/2 暮らしに生かす道徳科学力 三沢市商工会館
青森県、三沢市、青森県・三沢市・六戸町・東北町・おいらせ町・横浜町・
六ヶ所村 各教育委員会

三沢

野辺地町 3/16 感謝の力 野辺地中央公民館 野辺地

盛岡市 11/10 心の力新発見 盛岡地区勤労者共同福祉センター 盛岡市、滝沢市、盛岡市・滝沢市　各教育委員会 盛岡

大船渡市 9/21 ピンチはチャンス シーパル大船渡 大船渡市教育委員会、東海新報社 大船渡

二戸市 6/27～28 心新たに生きる 二戸市民文化会館 二戸市教育委員会 二戸

塩竈市 9/29 善悪を学ぶ マリンゲート塩釜 宮城県・塩竈市・多賀城市・利府町・松島町・七ヶ浜町　各教育委員会 塩竈

横手市 6/30 心新たに生きる　生き方じょうず サンサン横手 横手市、秋田県・横手市　各教育委員会 横手

由利本荘市 9/24 心の力新発 由利本荘市西目公民館｢シーガル｣ 秋田県・由利本荘市・にかほ市　各教育委員会 本荘にかほ

角館町 2/23 心新たに生きる 仙北市広域交流センター 秋田県・大仙市・仙北市　各教育委員会 大曲

山形市 9/11～12 "心の力”新発見 山形国際交流プラザ｢山形ビッグウィング｣ 山形市、山形県・山形市　各教育委員会 山形

米沢市 9/16 女性が楽しく生きる 中部コミュニティセンター 米沢市教育委員会 米沢

鶴岡市 9/2 人生の指針 鶴岡中央工業団地管理センター 鶴岡市・酒田市　各教育委員会 庄内

長井市 9/11～12 ”心の力”新発見 タスパークホテル 長井市・白鷹町・飯豊町　各教育委員会 長井

東根市 10/10～11 道徳は家庭から 東根市職業訓練センター 東根市・村山市・尾花沢市・大石田町　各教育委員会 さくらんぼ東根

東根市 2/27 時流に乗った　徳づくりの経営 東根市職業訓練センター 東根市・村山市・尾花沢市・大石田町　各商工会 さくらんぼ東根

郡山市 11/11 輝いて生きる人生 郡山市中央公民館 福島県、福島県教育委員会 郡山

いわき市 2/3 心づかいが人生をつくる いわき文化センター いわき市教育委員会 いわき

白河市 7/4～5 心新たに生きる 白河市立図書館｢りぶらん｣ 白河市教育委員会 白河

二本松市 2/17 生きる喜びを創造する 二本松市安達公民館 福島県、福島県・二本松市・本宮市・大玉村　各教育委員会 二本松

伊達市 10/28 ｢生きる力｣を育む モラロジー研究所東日本生涯学習センター 福島県、福岡県・伊達市　各教育委員会 保原

伊達市 2/17 真の道徳で人と社会を幸せに 伊達福祉センター 福島県、伊達市、福島県・伊達市　各教育委員会 伊達

日立市 10/7 よりよく生きるために 中小路交流センター 日立市教育委員会 日立

取手市 2/3 学校と家庭と地域の絆を考える 取手市福祉交流センター
茨城県・守谷市・龍ヶ崎市・利根町・つくばみらい市・つくば市・土浦市・阿見
町・牛久市　各教育委員会

ひたち野

筑西市 10/20 今なぜ道徳が必要か 県西生涯学習センター 茨城県・筑西市　各教育委員会、下館商工会議所 筑西

宇都宮市 7/24 美・心のおしゃれ とちぎ福祉プラザ 栃木県・宇都宮市　各教育委員会 宇都宮

宇都宮市 7/24～25 人生を改善するカギは自分にある とちぎ福祉プラザ 宇都宮市教育委員会 宇都宮

宇都宮市 7/25 道経一体の経営 とちぎ福祉プラザ 宇都宮

足利市 6/23 子育て世代から介護世代の喜び 足利市民プラザ 栃木県、足利市、栃木県・足利市　各教育委員会、足利市立小中学校長会 足利

栃木市 10/24～25 いつも感謝の心で 栃木市吹上公民館 栃木県・栃木市　各教育委員会 栃木市

佐野市 9/2 心新たに生きる 植野地区公民館 栃木県・佐野市　各教育委員会 佐野

鹿沼市 9/9 心新たに生きる・心がつくる豊かな人生 鹿沼商工会議所 栃木県・鹿沼市　各教育委員会 鹿沼

小山市 8/23～24 なぜ今道徳が必要か 小山市立文化センター
栃木県・小山市・下野市　各教育委員会、小山北・小山中央　各ロータリー
クラブ

小山

野木町 8/26 私の人生に必要なものは？ 野木エニスホール 栃木県・小山市・野木町　各教育委員会 野木

前橋市 9/11～12 心がつくる人生 群馬県生涯学習センター 群馬県・前橋市　各教育委員会 前橋

富岡市 3/1 徳づくりの経営 富岡商工会議所 富岡商工会議所 群馬県

高崎市 9/30 想いをつなぐ　 こころの遺産 高崎市総合福祉センター 群馬県・高崎市　各教育委員会 高崎

伊勢崎市 10/19～20 心新たに生きる 伊勢崎市文化会館 群馬県・伊勢崎市　各教育委員会 伊勢崎

高崎市 10/13
自分の生きがいの高め方、家族の生きがいの認
め方

吉井文化会館 群馬県教育委員会、高崎市教育委員会 吉井

沼田市 9/16 心新たに生きる 沼田市中央公民館 群馬県・沼田市　各教育委員会 沼田

みなかみ町 8/28～29 徳づくりの経営 廣池千九郎谷川記念館 千葉県、千葉県教育委員会、千葉商工会議所、千葉東法人会 千葉中央

中央区 5/13 “心の力”新発見 さいたま市与野本町公民館 埼玉県・さいたま市　各教育委員会 さいたま中央

岩槻区 9/8 心新たに生きる さいたま市民会館　いわつき 埼玉県・さいたま市　各教育委員会 さいたま岩槻

熊谷市 9/30 楽しい人生を送るために 熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ 熊谷市、埼玉県・熊谷市　各教育委員会 熊谷

川越市 6/10 三方よしの経営・刷新と永続 ウェスタ川越 川越商工会議所、日本道経会 埼玉県

川口市 1/26 人生100年に向けて 川口スキップシティ 埼玉県・川口市　各教育委員会 川口

行田市 10/21 心と体の健康について 行田市商工センター 埼玉県・行田市　各教育委員会 行田

秩父市 5/23～24 道徳で人と社会を幸せに 秩父宮記念市民会館　けやきフォーラム 秩父市、埼玉県・秩父市　各教育委員会 秩父

所沢市 9/16 家族とは、子育てとは ラーク所沢 所沢

深谷市 9/1～2 豊かな人生づくり 幡羅生涯学習センター・幡羅公民館 深谷市、埼玉県・深谷市　各教育委員会 深谷

草加市 2/7～8 心の力　新発見 草加市文化会館 埼玉県、草加市、埼玉県・草加市　各教育委員会 草加

蕨市 9/11～12 心の力新発見 蕨商工会議所 埼玉県・蕨市　各教育委員会 蕨

三郷市 2/24 学ぶことの喜び 三郷市立東和東地区文化センター 埼玉県・三郷市　各教育委員会 三郷

越生町 6/24 心新たに生きる 越生町やまぶき公民館 越生町、毛呂山町、埼玉県・越生町・茂呂山町 各教育委員会 西入間

中央区 11/17 広げよう人の輪、咲かせよう幸せの輪 バーディーホテル千葉 千葉県、千葉県教育委員会 千葉中央

緑区 6/10 人と人のつながりを考えてみませんか？ 鎌取コミュニティセンター 千葉県・千葉市・市原市　各教育委員会、千葉日報社 千葉緑

習志野市 5/20 心のスイッチを切りかえよう 習志野商工会議所 千葉県、千葉県・習志野市・船橋市　各教育委員会 津田沼

船橋市 5/26 徳づくりの経営 船橋市民文化創造館｢きららホール｣ 船橋市、船橋商工会議所、日本道経会千葉支部 船橋

松戸市 11/25 愛からはじまる子どもの幸せ 松戸市常盤平市民センター 千葉県、千葉県・松戸市　各教育委員会 松戸

野田市 10/28 “心の力”新発見 野田興風会館 千葉県、野田市、野田市教育委員会 野田

成田市 3/9 心新たに生きる 成田ビューホテル 千葉県、千葉県・成田市　各教育委員会、千葉日報社 成田

佐倉市 7/28 家族は人生の宝物 育もう感謝と思いやりの心 佐倉市立臼井公民館
千葉県、千葉県教育委員会、佐倉商工会議所 （共催）佐倉市、佐倉市社
協、佐倉市教育委員会

さくら

東金市 11/11 ありがとう　おかげさまで 東金商工会議所 東金市、東金市教育委員会 東金

柏市 10/21 “こころ”と“からだ”を健康に モラロジー研究所柏生涯学習センター 千葉県教育委員会、柏市教育委員会 柏

柏市 10/28 幸せのタネを咲かせましょう モラロジー研究所柏生涯学習センター 千葉県・流山市　各教育委員会 流山

栃木県

埼玉県

群馬県

秋田県

千葉県

山形県

福島県

茨城県

参加者数：約32,000名　　後援：文部科学省、各都道府県、各地の教育委員会ほか

北海道

宮城県

岩手県

青森県
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柏市 1/26～27 心と体の健康セミナー モラロジー研究所柏生涯学習センター さいたまももとせ

君津市 10/7 「心の力」新発見 君津市勤労者総合福祉センター 千葉県、千葉県・木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦町　各教育委員会 上総

千代田区 11/3 法律があるのに何故道徳科学が必要なの？ かがやきプラザ
東京都教委、千代田区、東京商工会議所千代田支部、千代田区福祉協議
会

千代田

中央区 5/24～25 『心新たに生きる』働く人の道徳 東実健保会館
東京都・中央区　各教育委員会、中央区社会福祉協議会、中央区商工会
議所

日本橋

港区 4/8 感謝の心で豊かな人生を 日本赤十字社本社 東京都・港区　各教育委員会、芝法人会三田地区 東京港

新宿区 10/21 私から家族に伝えたい感謝の心 麗澤大学東京研究センター 東京商工会議所新宿支部 新宿

文京区 6/9 家族の力　再発見！ 文京区民センター 文京区、東京都教育委員会 文京

台東区 10/17 心を動かす魔法の言葉 台東区民会館 東京都・台東区　各教育委員会 台東

墨田区 10/21 幸せへのレシピ 本所地域プラザ　ＢＩＧ　ＳＨＩＰ 墨田区教育委員会 墨田

目黒区 2/9 人間関係のキーワード 中目黒GTプラザホール 東京都教育委員会、（共催）目黒区教育委員会 目黒

大田区 2/11 元気のもとは感謝から 大田文化の森 東京都・大田区　各教育委員会 大田

世田谷区 11/3 道徳は人と人との心の架け橋 玉川区民会館 東京都・世田谷区　各教育委員会 世田谷南

世田谷区 11/4 今、道徳を考える 梅丘パークホール 世田谷区教育委員会 世田谷北沢

世田谷区 11/11 人間関係のキーワード 桜新町区民集会所 東京都教育委員会 世田谷桜新町

中野区 6/23 家族のきずな　「親孝行は幸せの原点」 なかのZERO 中野区、東京都教育委員会 東京中野

杉並区 11/18 道徳で家庭と職場を明るく！ 杉並区立高井戸地域区民センター 東京都・杉並区　各教育委員会 杉並

豊島区 6/17 地域や社会でお役に立てる喜び 雑司が谷地域文化創造館 東京都教育委員会 豊島

北区 2/24 人生を楽しく生きる 越野建設　集会場 東京北

荒川区 10/13 新発見！人生を輝かす道徳パワー サンパール荒川 荒川区、荒川区教育委員会 荒川

板橋区 9/2 百歳人生をどう生きる 板橋区徳丸地域センター 東京都・板橋区　各教育委員会 板橋

板橋区 9/2 運をよびこむ｢生き方改革｣ 板橋区徳丸地域センター 東京都・板橋区　各教育委員会 板橋

足立区 10/8 明日を変える心の力 こども支援センターげんき 東京都・足立区　各教育委員会 足立

葛飾区 2/24 いま、やるべき事を見つけよう！ かつしかシンフォニーヒルズ別館 東京都・葛飾区　各教育委員会 葛飾

江戸川区 10/27 ニューモラルで心も体もやわらかく 江戸川区総合文化センター 東京都・江戸川区　各教育委員会 江戸川

八王子市 7/1 心と体を満たすモラル 八王子市東浅川保健福祉センター 東京都・八王子市　各教育委員会 八王子

府中市 2/16 心の力　新発見 ルミエール府中 東京都・府中市　各教育委員会 東京府中

町田市 7/16 幸せを感じる心の持ち方 町田市民ホール 東京都・町田市　各教育委員会 町田

青梅市 6/24 心の力　新発見 青梅福祉会館 青梅市・羽村市・福生市・あきる野市　各教育委員会 福生

鶴見区 3/24 受け継ぎたい「日本の心」 加瀬の会議室　鶴見駅前ホール 横浜鶴見

西区 10/20 人生｢まさか！｣どう乗り越えますか ＡＰ横浜駅西口 横浜

平塚市 10/13 今、求められる企業経営 平塚プレジール 日本道経会、平塚商工会議所 神奈川県

西区 2/3 今、求められる　企業経営 ホテル・ザ・ノットヨコハマ 日本道経会 神奈川県

港北区 3/10 感謝の心が　人生を変える 城郷小机地区センター 横浜港北

中原区 3/10 家族の絆を深める ユニオンビル　富士通労働会館 川崎市、川崎市教育委員会、川崎FM 川崎

緑区 2/23 未来につなぐ家族の絆 ソレイユさがみ 相模原市教育委員会、相模原市自治会連合会 相模原

藤沢市 8/26 家族のきずな 藤沢商工会館｢ミナパーク｣ 藤沢市教育委員会、藤沢商工会議所 藤沢

小田原市 2/2 災害への備えと道徳 小田原市保健センター 小田原

伊勢原市 3/9 おかげさまの心で 伊勢原市青少年教育センター 伊勢原市教育委員会 伊勢原

寒川町 3/10 心新たに生きる 寒川総合体育館 茅ケ崎寒川

中央区 10/20 心新たに生きる 新潟ニューモラル会館
新潟県、新潟市、新潟県・新潟市　各教育委員会、新潟市小中学校PTA連
合会

新潟

燕市 10/17～18 心の力　新発見 燕市分水公民館 新潟県、新潟県・燕市　各教育委員会 蒲原

長岡市 10/28 心と体の健康 長岡中央公民館 新潟県、長岡市、新潟県教育委員会、長岡市教育委員会 長岡

三条市 11/15～16 "心の力”新発見 燕三条地場産業振興センター
新潟県、三条市、燕市、新潟県教育委員会、三条市教育委員会、燕市教
育委員会

燕三条

小千谷市 7/15 伝統を引き継ぐ 小千谷市民学習センター｢楽集館｣ 新潟県教育委員会 小千谷

見附市 7/7 家庭と学校と地域の絆 見附市葛巻公民館
新潟県、新潟県・見附市　各教育委員会、見附市ＰTA連合会、見附青年会
議所

見附

五泉市 10/23～24 心新たに生きる 五泉市福祉会館 新潟県、新潟県・五泉市　各教育委員会 五泉

富山市 7/1 心新たに生きる　つくりませんか？心のレシピ 富山県教育文化会館 富山市教育委員会 富山北

富山市 10/14 思いやりの心を投げかけよう 富山県民共生センター｢サンフォルテ｣ 富山県・富山市　各教育委員会 富山南

高岡市 9/9 今からでも遅くない！！価値ある人生をつくる 富山県高岡文化ホール 富山県・高岡市　各教育委員会、北日本新聞社 高岡

金沢市 10/10～11 心の力新発見 石川県女性センター 石川県・金沢市・野々市市　各教育委員会 金沢

七尾市 11/18 ｢つながり｣の中に生きる 矢田部コミュニティセンター 石川県・七尾市・中能登町　各教育委員会、北國新聞社 七尾

小松市 9/20～21 心新たに生きる 小松市民センター 石川県、小松市、加賀市、石川県・小松市・加賀市　各教育委員会 小松加賀

かほく市 10/11～12 “心の力”新発見 七塚健康福祉センター 石川県・かほく市　各教育委員会 河北

福井市 7/12～13 心づかいが運命を開く 福井県国際交流会館 福井県・福井市　各教育委員会 福井中

福井市 8/5 心新たに生きる 鷹巣公民館 福井県・福井市　各教育委員会 福井鷹巣

福井市 9/2 豊かな人生にはなぜ道徳が必要なの 安田蒲鉾㈱ 福井県、福井県・福井市　各教育委員会 福井北

福井市 10/14 よりよい人生を築くために 福井県自治会館 福井県・福井市　各教育委員会、福井ライフ・アカデミー 福井東

福井市 10/24～25 家庭での道徳実行 安田蒲鉾 福井県教育委員会、福井市教育委員会 福井西

福井市 11/11 心の力新発見 福井県護国神社 福井市教育委員会 福井南

敦賀市 10/10～11 心新たに生きる プラザ萬象 福井県・敦賀市　各教育委員会 敦賀

小浜市 10/18～19 今ここからはじめよう 小浜市働く婦人の家 福井県・小浜市　各教育委員会 小浜

小浜市 10/24～25 こころ豊かに生きる 福井県立若狭図書学習センター 福井県・小浜市　各教育委員会 小浜

小浜市 10/30～31 幸せはあなたの心のなかに 小浜市働く婦人の家 福井県・小浜市　各教育委員会 小浜

大野市 5/20 子供の輝きに気づけるのはあなたしだい！ 大野市文化会館 大野市、大野市教育委員会、福井ライフ・アカデミー、福井新聞 福井大野

鯖江市 6/28～29 心がつくる人生 アイアイ鯖江・健康福祉センター 鯖江市教育委員会 鯖江

越前市 11/6～7 心の力新発見 越前市文化センター 福井県・越前市・南越前町　各教育委員会、福井県ライフアカデミー 武生

坂井市 10/17～18 これからの人生、どう生きますか 高椋コミュニティセンター 福井県・坂井市　各教育委員会、福井ライフ・アカデミー 坂井

敦賀市 7/13 仕事で悩むあなたに～信頼関係を構築する方法 ニューサンピア敦賀 福井県・美浜町　各教育委員会、わかさ東商会 福井美浜

美浜町 9/13 祖父母の知恵と経験を「孫育て」に発揮 美浜町生涯学習センター｢なびあす｣ 福井県・美浜町　各教育委員会、わかさ東商工会 福井美浜

若狭町 10/23～24 心新たに生きる 福井県立三方青年の家 福井県・若狭町　各教育委員会 若狭

若狭町 11/13～14 心新たに生きる 福井県立三方青年の家 福井県・若狭町　各教育委員会 若狭

長野市 7/29 思いやりの心を育てましょう 長野市立古牧公民館
長野県・長野市　各教育委員会、長野市社会福祉協議会、信濃毎日新聞
社

長野

上田市 2/16 現代のコミュニケーションを考える 上田卸商業協同組合「卸会館」 長野県教育委員会 上田

塩尻市 6/16 徳づくりの経営 塩尻市市民交流センター
塩尻市、塩尻市教育委員会、塩尻商工会議所、市民タイムス、上信越ブ
ロックモラロジー協議会経営者クラブ

岡谷

須坂市 6/16 人生を切り拓く“おかげさま”の発想 仁礼コミュニティセンター 長野県・須坂市・小布施町・高山村 各教育委員会 須坂

駒ケ根市 7/8 「ありがとう」の力 駒ヶ根市駅前ビル｢アルパ｣ 駒ヶ根

中野市 10/28 心豊かな人生 中野地域職業訓練センター 長野県・中野市　各教育委員会 中野

諏訪市 6/20～21 心の力新発見　元気になる心のつかい方 諏訪市文化センター
長野県・諏訪市・茅野市 各教委、諏訪市・茅野市 各社会福祉協議会、長
野日報社

諏訪

飯田市 10/11～12 ｢家庭の絆・地域の絆｣道徳力の向上 伊賀良公民館 長野県・飯田市・阿智村・下條村　各教育委員会 飯田

岐阜市 9/3 幸せの絆 岐阜都ホテル 岐阜市・岐阜県・土岐市　各教育委員会 岐阜西

富山県

福井県

石川県

長野県

岐阜県

東京都

神奈川県

新潟県
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岐阜市 10/21 ”Let’s道徳”～まずは毎日できることから～ 岐阜県モラロジー会館 岐阜県、岐阜市、岐阜県・岐阜市　各教育委員会 岐阜中央

大垣市 2/17 「こころといのち」をつなぐ 大垣市奥の細道むすびの地記念館 岐阜県教育委員会（共催）大垣市、大垣市教育委員会 大垣

多治見市 11/25 ｢いのち｣と｢心｣を育む家族 とうしん学びの丘エール 岐阜県・多治見市　各教育委員会、多治見市麗澤会 多治見

羽島市 11/4 ここをつなぐ　未来へ繋ぐ 竹鼻コミュニティセンター 岐阜県・羽島市　各教育委員会 岐阜羽島

羽島市 3/30 徳づくりの経営 不二羽島文化センター 羽島市、羽島市教育委員会、羽島商工会議所、日本道経会岐阜県支部 羽島長谷虎

恵那市 10/10 仕事と家族 恵那峡グランドホテル 恵那市、岐阜県教育委員会、恵那市教育委員会 東濃森の国

恵那市 10/24～25 これから生まれてくる人たちのために 明智文化センター 岐阜県、恵那市、岐阜県・恵那市 各教育委員会 恵那

恵那市 2/17 いのちのつながり 恵那市市民会館 岐阜県・恵那市　各教育委員会 恵那

土岐市 9/27～28 心のバトン～子や孫に残すべきもの セラトピア土岐 岐阜県・土岐市　各教育委員会 土岐

各務原市 2/17 心がつくる豊かな人生 各務原市陵南福祉センター 各務原市、岐阜県・各務原市　各教育委員会 各務原

可児市 8/26 人間関係をよくする方法 中恵土工公民館
岐阜県・可児市・御岳町　各教育委員会、中日新聞社、可児市NPO協会、
ケーブルテレビ可児

可児

可児市 11/25 その思い誰のためですか！皆で幸せになる方法 可児市中恵土地区センター
岐阜県・可児市・御岳町　各教育委員会、可児市ＮＰＯ協会、ケーブルテレ
ビ可児、中日新聞社

可児

山県市 2/23 いのちのつながり 美山中央公民館 岐阜県・山県市　各教育委員会 岐阜やまがた

本巣市 10/17～18 家族の絆・家庭の力 岐阜もとすモラロジー事務所 岐阜県・瑞穂市・本巣市・北方町 各教育委員会 岐阜もとす

下呂市 10/13 自分に向き合う 金山市民会館 岐阜県教育委員会 下呂

海津町 7/21 喜びの種まきをすると? 海津総合福祉会館｢ひまわり｣ 岐阜県・海津市　各教育委員会 海津

岐南町 7/12～13 心を添えて子育て支援 岐南町中央公民館 岐阜県・笠松町・羽島郡　各教育委員会 岐阜かわなみ

揖斐川町 9/8～9 小さなことをコツコツと 揖斐川町地域交流センター｢はなもも｣ 岐阜県・揖斐川町・池田町・大野町　各教育委員会 いびがわ

白川町 7/22 毎日楽しく過ごすには今何が必要ですか？ 白川町町民会館 岐阜県・白川町・東白川村　各教育委員会 美濃白川

清水区 10/14 「思いやり」と「三方よし」でさわやかに生きる 静岡市清水社会福祉会館｢はーとぴあ｣ 静岡県・静岡市　各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 静岡市清水西

葵区 10/21 大人のための道徳講座 アイセル21 静岡市、静岡県・静岡市　各教育委員会、静岡新聞、静岡放送 静岡市葵

浜北区 9/23 心の力　再発見 不動寺 浜松市、浜松市教育委員会、中日新聞東海本社、静岡新聞社 浜松西

中区 10/14 すこやかに現代（いま）を大切に生きる 浜松労政会館 静岡県・浜松市　各教育委員会、浜松商工会議所、静岡新聞社、静岡放送 浜松東

湖西市 12/1 道徳で人と社会を幸せにする 湖西市新居地域センター
湖西市、静岡県・湖西市　各教育委員、中日新聞東海本社、静岡新聞社、
静岡放送

浜名湖

沼津市 11/12～13 家族の絆・明るい家庭・心の力新発見 プラサヴェルデ 静岡県・沼津市　各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 沼津

富士宮市 7/8 今、なぜ道徳が必要か 富士宮市立駅前交流センター　きらら 富士宮市、静岡県・富士宮市　各教委、静岡新聞社、静岡放送 静岡岳南

焼津市 2/16 道徳はなぜ必要か 焼津公民館 静岡県・焼津市　各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 焼津

藤枝市 2/9 道徳で人と社会を幸せにする 西益津地区交流センター 静岡県・藤枝市・島田市　各教育委員会、静岡新聞、静岡放送 藤枝

御殿場市 10/21 子供が健やかに育つために 御殿場市民会館 静岡県・御殿場市　各教育委員会、御殿場市社会福祉協議会 御殿場

函南町 3/10 幸せを感じる力を発見!! 廣池千九郎畑毛記念館 静岡県教育委員会、静岡新聞、静岡放送 伊豆畑毛

東区 8/26 人生に輝きを モラロジー研究所名古屋講堂 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋東

東区 9/2 輝く日々の心の習慣 モラロジー研究所名古屋講堂 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋西

北名古屋市 10/25～26 感謝の心が人生を変える 北名古屋市文化勤労会館 北名古屋市・清須市・豊山町　各教育委員会 北名古屋

中村区 8/5 ”心の力”新発見 名古屋市中村区役所
名古屋市中村区、愛知県・名古屋市 各教委、中村区小中学校長会、中村
区小中学校PTA協議会

名古屋中村

中区 5/20 心新たに生きる 名古屋中央モラロジー事務所 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋中央

中区 8/22 徳づくりの経営 名古屋銀行協会 名古屋商工会議所 名古屋中央

瑞穂区 2/24 笑顔の絶えない家庭づくり 名古屋市瑞穂区役所講堂 愛知県・名古屋市　各教育委員会、名古屋市瑞穂区役所 名古屋瑞穂

中区 10/21 家庭や会社における道徳の必要性 名古屋都市センター 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋中川

中川区 10/21 あなたはどう生きるか 荒子集会所 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋中川

中区 10/27 道徳ってな～に！幸不幸は心が決める 名古屋都市センター 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋中川

南区 7/6～7 名古屋市南区役所 愛知県・名古屋市　各教育委員会 名古屋南

豊橋市 11/18 心がつくる人生 ライフポートとよはし 豊橋市、豊橋市教育委員会 豊橋

岡崎市 11/18 ほっこり育つ、子どもと大人に。 岡崎市勤労文化センター 愛知県・岡崎市　各教育委員会、岡崎市社会福祉協議会 岡崎

一宮市 6/24 心の力　再発見 尾西グリーンプラザ 一宮市教育委員会 尾西

一宮市 11/18 幸せはどんな色？ 一宮市民会館 愛知県・一宮市　各教育委員会 一宮中

一宮市 12/2 いきいきとした老後の人生設計 一宮市民会館 愛知県・一宮市・岩倉市　各教育委員会 一宮南

一宮市 3/2 命より大切なこと 一宮市葉栗公民館 愛知県教育委員会 一宮北

豊川市 11/14～15 心豊かな人生を歩む 豊川市文化会館 愛知県・豊川市　各教育委員会 豊川

西尾市 7/21～22 心新たに生きる 横須賀ふれあいセンター 西尾市教育委員会 安城

安城市 2/16～17 心新たに生きる あいち中央農協　桜井支店 安城市、愛知県・安城市　各教育委員会 安城

蒲郡市 11/17～18 心新たに生きる 蒲郡市勤労福祉会館 愛知県・蒲郡市　各教育委員会、蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡

江南市 11/11 ここらが生み出す幸せ 江南市松竹公民館 江南市、愛知県・江南市　各教育委員会 江南

日進市 3/17 伝えてますか『ありがとう』 日進市にぎわい交流館 愛知県・日進市・東郷町　各教育委員会 愛知日進

津島市 11/25 心の力新発見 津島市生涯学習センター 愛知県・津島市　各教育委員会 海部津島

美浜町 11/17 心新たに生きる・家族のしあわせ 渡辺病院付属会館モラロジー美浜講堂
美浜町、愛知県・美浜町　各教育委員会、美浜町社会福祉協議会、南知多
町社会福祉協議会

美浜

津市 11/11 “心の力”新発見 三重県総合文化センター内男女共同参画センター 三重県・津市　各教育委員会 津

四日市市 10/19～20 心新たに生きる 四日市モラロジー事務所 三重県・四日市市・川越町・朝日町　各教育委員会 四日市

四日市市 2/10 親子・家族のあり方 四日市市三浜文化会館 三重県・四日市　各教育委員会 四日市南部

伊勢市 10/17～18 かけがえのない人生　どう生きますか 伊勢ハートプラザみその 三重県・伊勢市　各教育委員会 伊勢

松阪市 10/21 道徳で人と社会を幸せにする 松阪モラロジー事務所 松阪市、三重県・松阪市・多気町　各教育委員会 松阪

桑名市 10/27～28 心新たに生きる 長島防災コミュニティセンター 三重県・桑名市・木曽岬町　各教育委員会 長島

鈴鹿市 10/14 考え方で自分を変えよう 鈴鹿中央モラロジー事務所 三重県・鈴鹿市　各教育委員会 鈴鹿中央

名張市 10/5 感謝の心で生きる 名張市教育センター 名張市教育委員会、名張市ＰＴＡ連合会、(共催)名張市 名張

名張市 10/6 恩に気づく 名張市教育センター 三重県・名張市　各教育委員会、名張市PTA連合会、（共催）名張市 名張

亀山市 11/4 今が良ければ…… 亀山市総合保健福祉センター｢あいあい｣ 三重県・亀山市　各教育委員会 亀山

伊賀市 11/4 ”心の力”新発見 伊賀ふるさと農業協同組合　本店 三重県・伊賀市　各教育委員会 伊賀

東員町 11/18 心がつくる人生 桑名員弁モラロジー事務所 三重県・桑名市・いなべ市・東員町　各教育委員会 桑名員弁

大津市 10/28 家族の輪・和・ワッ！ 近江勧学館 滋賀県・大津市　各教育委員会、大津市社会福祉協議会 大津

彦根市 6/13～14 心新たに生きる 彦根商工会議所 彦根市、滋賀県・彦根市・多賀町　各教育委員会 彦根

近江八幡市 7/8 幸せへの道しるべ 滋賀県立男女共同参画センター 滋賀県、近江八幡市、近江八幡市教育委員会 安土八幡

草津市 10/26～27 ｢心の力｣新発見 草津市立まちづくりセンター 草津市、滋賀県・草津市　各教育委員会 草津

草津市 2/16 品性を高める学校づくり 草津市立まちづくりセンター 滋賀県・草津市　各教育委員会 滋賀県

栗東市 10/12～13 心新たに生きる 手原赤坂会館 滋賀県・栗東市　各教育委員会 栗東

甲賀市 11/15～16 心がつくる豊かな人生 土山中央公民館 甲賀市教育委員会 甲賀

野洲市 10/13 みんな大好き　ありがとう コミュニティセンターみかみ 滋賀県・守山市・野洲市　各教育委員会 守山

高島市 3/1～2 愛する力、愛される力 安曇川公民館 滋賀県・高島市　各教育委員会 湖西

愛荘町 5/24～25 心がつくる人生 愛荘町立 町民センター愛知川 滋賀県・愛荘町  各教育委員会 愛知川

上京区 4/16～17 もっとよくなる私のあした モラロジー研究所京都出張所 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都北区

南区 7/1 永続企業の条件 マリアージュグランデ 京都府、京都市、京都商工会議所 京都府

上京区 10/28 心新たに生きる モラロジー研究所京都出張所 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都上京区

中京区 9/9 心新たに生きる 職員会館かもがわ 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都左京区

中京区 3/10 三方よしの暮らし方 職員会館かもがわ 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都左京区

上京区 6/10 心新たに生きる ホテル　ルビノ京都堀川 京都府・京都市　各教育委員会 京都中京区

下京区 10/28 介護のこころ アランヴェールホテル京都 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都下京区

東山区 6/6～7 心の力　新発見 やすらぎ・ふれあい館 京都府、京都市、京都府･京都市　各教育委員会 京都東山区

上京区 9/2 心の生活習慣を見直して、元気に生きる モラロジー研究所京都出張所 京都府、京都市、京都市教育委員会 京都南区

静岡県

京都府

三重県

滋賀県

愛知県
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上京区 10/21 心の生活習慣を見直して元気に生きる モラロジー研究所京都出張所 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都南区

右京区 6/24 心新たに生きる ホテル　ビナリオ嵯峨嵐山 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都右京区

伏見区 4/22 心新たに生きる 京都伏見区モラロジー事務所 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都伏見区

伏見区 9/9 そだねー！｢ありがとう｣ 京都市立深草小学校 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都伏見区

伏見区 10/27 心新たに生きる｢道徳で人と社会を幸せに！｣ 和食がんこ　京都下鳥羽店 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都伏見区

伏見区 11/10 心新たに生きる 京都市醍醐交流会館 京都府、京都市、京都府・京都市　各教育委員会 京都伏見区

福知山市 11/11 心ゆたかに新たに生きる サンプラザ万助 京都府、京都府・福知山市　各教育委員会 福知山

舞鶴市 3/9 「モラル」を考えてみませんか 舞鶴市西市民プラザ 舞鶴市、舞鶴市教育委員会 舞鶴

綾部市 6/11～12 永続する店、企業とは 綾部市立ITビル 綾部市、綾部商工会議所、日本道経会、あやべ市民新聞社,エフエム綾部 綾部

綾部市 3/3 心新たに生きる 綾部市物づくり交流館 京都府、京都府・綾部市　各教育委員会 綾部

宇治市 11/25 あたりまえに感謝～ありがとうの再発見～ 宇治市生涯学習センター 京都府、宇治市、京都府・宇治市　各教育委員会 宇治

亀岡市 9/15 事業と人生の羅針盤 ガレリア亀岡 亀岡・南丹　各商工会議所 京都南丹

城陽市 2/23 学校で学ぶ道徳ってな～に 城陽市南部コミュニティセンター 城陽市教育委員会 城陽

長岡京市 11/18 心新たに生きる 長岡京市中央生涯学習センター 京都府、京都府・長岡京市・大山崎町・向日町市　各教育委員会 長岡京

京田辺市 11/17 心の生活習慣を見直して元気に生きる 京田辺市社会福祉センター 京都府、京田辺市、京田辺市・八幡市・宇治田原町　各教育委員会 綴喜

京丹後市 10/21 “心の使い方”新発見 アミティ丹後 京都府・京丹後市　各教育委員会 京丹後

宮津市 10/17～18 仕事に喜びを感じていますか 宮津市福祉・教育総合プラザ 宮津市、与謝野町、宮津市・与謝野町　各教育委員会 宮津

木津川市 10/14 心新たに生きる 加茂文化センター 京都府、木津川市、京都府・木津川市　各教育委員会 相楽東

木津川市 7/8 心と体と食を考える 木津川市東部交流会館 京都府、木津川市、京都府・木津川市・精華町・井手町 各教育委員会 相楽西

久御山町 11/25 まさかの時の心の防災 久御山町役場 京都府、久御山町、京都府・久御山町　各教育委員会 久御山

精華町 11/25 平和な国に生きる！責任は… 精華町交流ホール 京都府、精華町、京都府・木津川市・精華町・井手町　各教育委員会 相楽西

与謝野町 10/8 心の力　新発見 与謝野町勤労者総合福祉センター 京都府、京都府・与謝野町　各教育委員会 加悦谷

都島区 6/10 人生を豊かに生きる 太閤園 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪都島

福島区 11/20～21 ありがとうは元気の源 日の出ビル 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会、福島区役所 大阪福島

此花区 3/3 “心の力”新発見「明るく前向きな人生」 此花区民ホール 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪此花

港区 11/23 心の力新発見 大阪市立港区民センター 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪西

西淀川区 1/23 子育ての心と保健について 学校法人　佃学園 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪西淀川

東淀川区 5/22 感謝の心で明るい家庭 東淀川区民ホール 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪東淀川

東淀川区 10/20 幸せへのプラス発想 大阪東淀川モラロジー事務所 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪東淀川

東淀川区 11/13 徳づくりの経営 東淀川産業会館 大阪商工会議所 大阪東淀川

東成区 9/22 徳づくりの経営 五洋電気㈱ 大阪商工会議所 大阪生野

東成区 11/3 元気になる心の使い方を見つけませんか 五洋電気㈱ 大阪府 大阪生野

旭区 10/27 安心の子育て（子育ては親育ち） 大阪市立旭区民センター 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会、大阪市旭区役所 大阪旭

城東区 11/23 愛と勇気の子育て 大阪城東区民センター 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪城東

住吉区 9/24 "心の力”　新発見　笑顔の力 住吉大社吉祥殿 大阪府、大阪市、住吉区、住之江区、大阪市教育委員会 大阪住吉

西成区 11/10 心の力　新発見　命のつながり 西成区区民センター 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪西成

東住吉区 11/4 見えない心づかいを思う 平野区画整理記念会館 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会 大阪平野

北区 8/22 かっこよく！生きる 大阪市立住まい情報センター 大阪府、大阪市、大阪市・大阪市北区　各教育委員会 大阪北

中央区 6/13 明るい未来を切り拓く 産業創造館 大阪府、大阪市、大阪市中央区、大阪市教育委員会 大阪船場

高石市 11/18 防災時に備えて～防災道徳の必要性～ アプラ高石 大阪府、高石市、高石市教育委員会 大阪中央

長田区 10/21 素敵なマダムになりませんか 新長田勤労センター別館ピフレホール 兵庫県・神戸市　各教育委員会 西神戸

三田市 11/10 家族をつなぐ大切なもの 三田市まちづくり協働センター 神戸丹有

東灘区 2/17 「イエ（家）ってなんだろう」 東明会館 兵庫県教育委員会 神戸

姫路市 7/1 心づかいと行いの使いみち 兵庫県立武道館 兵庫県・姫路市　各教育委員会 姫路

姫路市 10/25～27 心の力　新発見 姫路商工会議所 姫路市、兵庫県・姫路市・福崎町・加西市・神河町　各教育委員会 姫路北

尼崎市 10/20 幸せを招くプラスの心 尼崎市中小企業センター 兵庫県・尼崎市　各教育委員会 尼崎

明石市 11/18 あたりまえを見直そう ウィズあかし 兵庫県・明石市　各教育委員会 明石

西宮市 3/17 世代をつなぐモラルとは 西宮市民会館 西宮市、兵庫県・西宮市　各教育委員会 西宮

洲本市 11/11 ｢道徳はなぜ必要か｣｢いのちのつながり｣ 洲本市文化体育館 兵庫県教育委員会 淡路

伊丹市 6/16 ･道徳はなぜ必要か・私はどう生きるか 伊丹市立文化会館 伊丹市、伊丹市教育委員会 伊丹

相生市 10/27 生活上における道徳の必要性を考えよう 相生市立総合福祉会館 相生市、兵庫県・相生市　各教育委員会 相生

豊岡市 7/22 よりよく生きる力 豊岡卸会館 豊岡市、豊岡市・朝来市・養父市・香美町・新温泉町　各教育委員会 但馬

加古川市 3/10 あなたの未来を変える秘訣を見つけよう 日岡神社参集殿 兵庫県・加古川市　各教育委員会 加古川

赤穂市 8/5 子どもたちのために　いま私たちができることは 赤穂市文化会館ハーモニーホール 赤穂市、兵庫県・赤穂市　各教育委員会 赤穂

西脇市 2/24 家族のの絆を深める サンパル日野 兵庫県・西脇市・加西市　各教育委員会 西脇

宝塚市 11/18
"心の力”新発見～元気なる心のつかいかたを見
つけませんか？

宝塚市立中央公民館 宝塚市、兵庫県・宝塚市　各教育委員会 宝塚

三木市 11/11 社会生活に一番必要なもの 小林中央会館 兵庫県・三木市　各教育委員会 三木

加東市 11/11 今なら間に合う！人と社会を幸に 加東市社会福祉センター 加東市教育委員会 小野加東

たつの市 8/26 次世代を育てる後姿の磨き方 龍野経済交流センター たつの市教育委員会 龍野

奈良市 3/17 道徳はなぜ必要か 奈良県護国神社　参集殿 奈良県・奈良市　各教育委員会 奈良

香芝市 7/14 道徳がもたらす力 障がい者支援施設「どんぐり」 奈良県・香芝市　各教育委員会 大和ふたかみ

大和郡山市 3/17
心を調える～まわりの人を幸せにできる人の考
え方

大和郡山市中央公民館 大和郡山市、大和郡山市教育委員会 大和郡山

橿原市 10/21 これからの家族のあり方を考える ミグランス 奈良県・橿原市　各教育委員会 大和橿原

橿原市 3/8 徳づくりの経営 THA　KASIHARA 橿原市商工会議所 奈良県佐藤薬品

桜井市 10/21 自分らしい生き方とは 桜井市立図書館 桜井市、桜井市教育委員会 大和桜井

五條市 10/21 人と人とのつながりを深めるには ㈱十川ゴム奈良工場 五條市、奈良県・五條市　各教育委員会 五條

御所市 11/8～9 幸せな人は○○を持っている 御所市文化会館｢アザレアホール｣ 奈良県・御所市　各教育委員会 御所

生駒市 6/23 心新たに生きる 芸術会館美楽来 生駒市、奈良県・生駒市　各教育委員会 生駒

宇陀市 9/21～22 こころ受け継ぐ 宇陀市室生振興センター 宇陀市、奈良県・宇陀市　各教育委員会 大和宇陀

宇陀市 3/3 いきいき生きる 宇陀市中央公民館 宇陀市、奈良県、宇陀市　各教育委員会 大和宇陀

高取町 10/18 より良い人生の歩み方 米田薬品工業㈱ 奈良県・高取町　各教育委員会 大和高取

王寺町 10/27 共に生きるよろこび 王寺町地域交流センター 奈良県・王寺町・広陵町　各教育委員会 大和葛城

明日香村 11/11 人生の指針 明日香村健康福祉センター｢たちばな｣ 明日香村教育委員会 万葉あすか

和歌山市 5/19～20 心新たに生きる 和歌山市立河南コミュニティセンター 和歌山市教育委員会 和歌山

和歌山市 2/24 人生のアップデートをモラロジーで！ ホテルグランヴィア和歌山 和歌山市教育委員会 和歌山

御坊市 1/27
知って!ネット時代に大切にしたいモラル～道徳で
人生を豊かにする

御坊商工会館
御坊市、印南町、日高川町、和歌山県・御坊市・印南町・日高川町 各教育
委員会

御坊

田辺市 10/18～19 元気になる心のつかい方見つけませんか 紀南文化会館 和歌山県・田辺市　各教育委員会 田辺

田辺市 2/17 心の力新発見 秋津野ガルテン 和歌山県・田辺市　各教育委員会 田辺

有田川町 10/7 思いやりの心づかいで笑顔の人生を きびドーム 有田川町、和歌山県・有田川町　各教育委員会 有田

米子市 5/27 心新たに生きる 米子コンベンションセンター 鳥取県・米子市　各教育委員会、米子市社会福祉協議会 米子

鳥取市 3/17 100年先の私の家族はどうなっているだろうか？ とりぎん文化会館 鳥取県・鳥取市　各教育委員会 鳥取

松江市 6/17 心がつくる人生｢心の持ち方ひとつで｣ 島根県立産業交流会館｢くにびきメッセ｣ 島根県・松江市　各教育委員会 松江

出雲市 7/14 心新たに生きる（輝いて生きる） 斐川文化会館 島根県・出雲市　各教育委員会 斐川

出雲市 9/17 心がつくる人生 出雲商工会議所 島根県・出雲市　各教育委員会 出雲

吉賀町 7/1 今、こども達に伝えたいこと 吉賀町林業総合センター 島根県・吉賀町　各教育委員会 吉賀

鳥取県

島根県

岡山県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県
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北区 12/22 みんなで取り組もう・子育て！ 第一吉備こども園 社会福祉法人吉備福祉会 岡山

北区 2/24 あなたの未来予想図を描いてみませんか 岡山県立図書館 岡山市教育委員会 岡山

倉敷市 10/27～28 心新たに生きる くらしき健康福祉プラザ 倉敷市教育委員会 倉敷

総社市 11/10～11 心新たに生きる 総社市総合福祉センター 総社市教育委員会 倉敷

倉敷市 11/11 心がつくる人生 児島マリンプール 倉敷市、倉敷市教育委員会 児島

倉敷市 2/24 明るい家庭づくり ホテル　セントイン倉敷 倉敷市教育委員会 倉敷

津山市 9/19～20 毎日をもっと楽しくするには？ グリーンヒルズ津山リージョンセンター 津山市、津山市教委、津山市小中学校長会、津山市PTA連合会 津山

井原市 10/18～19 元気になる心のつかい方を見つけませんか 井原市民会館
岡山県、岡山県・井原市　各教育委員会、岡山県小中高校長会、岡山県Ｐ
ＴＡ連合会、山陽新聞社、山陽放送

井原

高梁市 6/13～14 心新たに生きる 地頭高齢者センター
岡山県、岡山県・高梁市　各教育委員会、岡山県小・中・高等学校長会、岡
山県PTA連合会

成羽

南区 6/10 日々の生活の中での道徳心 広島市南区民文化センター 広島県教育委員会 広島中央

東区 11/25 心がつくる人生 ホテルチューリッヒ東方2001 広島県・広島市　各教育委員会 広島鯉城

呉市 10/28 心新たに生きる 呉市広まちづくりセンター 広島県・呉市　各教育委員会 呉東

呉市 1/19 心新たに生きる ビューポート呉 広島県・呉市　各教育委員会 呉

三原市 9/16 ”心の力”新発見 三原市総合保健福祉センター 三原

尾道市 3/10 心の力新発見 サンボル尾道 尾道

福山市 11/25 心新たに生きる 備後地域地場産業振興センター 広島県・福山市　各教育委員会 福山

下関市 2/17 終活 ドリームシップ（下関市生涯学習プラザ） 下関市、山口県・下関市　各教育委員会、下関市文化協会 下関

山口市 10/14 「心の力」　新発見 防長青年館 山口

宇部市 2/17 今までの私とこれからの私 宇部市文化会館 宇部

萩市 2/17 明るく生き生きと人生を送る 萩市民館 山口県・萩市　各教育委員会 萩

下松市 10/14 ｢育てる｣　親祖先から子孫へつながるいのち 下松市民交流拠点施設｢ほしらんどくだまつ｣ 山口県・下松市　各教育委員会 周南東

周南市 11/3～4 心新たに生きる 周南市徳山保健センター 山口県・周南市　各教育委員会 徳山

徳島市 5/24～25 心新たに生きる アスティとくしま 徳島県・徳島市　各教育委員会 徳島

徳島市 11/23 心がつくる人生 ㈱セルフ 徳島県教育委員会 徳島セルフ

小松島市 7/11～12 心新たに生きる ふれあいセンター立江 徳島県・小松島市　各教育委員会 小松島

阿南市 10/20～21 深めよう家族の絆 阿南市那賀川社会福祉会館 徳島県・阿南市　各教育委員会 那賀川

阿南市 10/25～26 心新たに生きる 阿南ひまわり会館 阿南市、徳島県・阿南市　各教育委員会 阿南

吉野川市 11/19～20 心新たに生きる セントラルホテル鴨島 徳島県・吉野川市　各教育委員会 吉野川

阿波市 11/16～17 心新たに生きる　子育て、孫育て 市場総合福祉センター 徳島県教育委員会、阿波市教育委員会 阿波

美馬市 10/7 道徳で人と社会を幸せにする 三笠電機㈱ 徳島県・美馬市　各教育委員会 美馬

三好市 11/24～25 心新たに生きる 三好市保健センター 三好市、東みよし町、徳島県・三好市・東みよし町　各教育委員会 三好

勝浦町 10/18～19 心新たに生きる 勝浦町住民福祉センター 徳島県・勝浦町・上勝町　各教育委員会 勝浦

羽ノ浦町 9/24 笑顔で仲良く暮らすには 阿南市立羽ノ浦公民館 阿南市、徳島県・阿南市　各教育委員会 羽ノ浦

石井町 7/7～8 （笑顔.感謝.思いやり）で幸福の輪を広げよう 石井町中央公民館 石井町、神山町、徳島県・石井町・神山町　各教育委員会 石井

海陽町 11/18 心新たに生きる 浅川漁村センター 徳島県・海陽町・牟岐町　各教育委員会 海部郡

美波町 10/19～20 心新たに生きる 美波町日和佐公民館 美波町、徳島県・美波町　各教育委員会 美波

松茂町 7/25～26 心新たに生きる 松茂町総合会館 徳島県・鳴門市・松茂町　各教育委員会 うずしお

藍住町 11/16～17 なぜ、今道徳が必要なのか…。 藍住町商工会館 徳島県・藍住町　各教育委員会、エーアイテレビ 板野

佐那河内村 11/8～9 生きがいと喜びに満ちた人生 佐那河内村農業振興センター 徳島県・佐那河内村　各教育委員会 佐那河内

高松市 2/7～8 心がつくる人生 高松テルサ 香川県・高松市　各教育委員会 高松

坂出市 10/19～20 心新たに生きる 坂出市民ふれあい会館 香川県・坂出市　各教育委員会 坂出

観音寺市 6/8～9 心の力新発見　心の力で明るい家庭 観音寺グランドホテル 香川県・観音寺市・三豊市　各教育委員会 観音寺

小豆島町 7/15 豊かな心をつくる子育て 小豆島町農村環境改善センター 香川県・土庄町・小豆島町　各教育委員会 小豆島

松山市 10/25～26 心がつくる人生 椿神社会館
愛媛県・松山市　各教育委員会、松山市小中学校PTA連合会、南海放送、
愛媛新聞社、テレビ愛媛

愛媛松山

今治市 9/12～13 心がつくる人生 今治市民会館
今治市、愛媛県・今治市　各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、
テレビ愛媛

今治

今治市 10/18～19 心がつくる人生 今治市朝倉公民館
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、テ
レビ愛媛、愛媛新聞社

今治南

今治市 3/12～13 心がつくる人生 吉海学習交流館
今治市、愛媛県・今治市　各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、
テレビ愛媛、愛媛新聞社

今治大島

新居浜市 9/13 よりよい日々を暮らすために 新居浜市民文化センター別館 新居浜市、愛媛県・新居浜市 各教育委員会、新居浜市PTA連合会 愛媛新居浜

西条市 10/28 心の力　新発見 西条市地域創生センター
西条市、愛媛県・西条市　各教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ
愛媛

愛媛東予

伊予市 11/10～11 家族に感謝 伊予市保健センター
伊予市、松前町、愛媛県・伊予市・松前町　各教育委員会、愛媛新聞社、
南海放送、テレビ愛媛

愛媛伊予

四国中央市 9/25～26 家族の絆 川之江文化センター
四国中央市、愛媛県・四国中央市　各教育委員会、南海放送局、愛媛新聞
社、テレビ愛媛

四国中央

西予市 10/25～26 心新たに生きる 西予市宇和文化会館
西予市、愛媛県・西予市　各教育委員会、西予市PTA連合会、愛媛新聞
社、南海放送、テレビ愛媛

愛媛南予

砥部町 3/17 人の役に立つこと　自分を生かすこと 砥部町文化会館 愛媛県・砥部町　各教育委員会、南海放送、テレビ愛媛、愛媛新聞社 愛媛砥部

高知市 9/8 人づくり、徳づくりの経営 高知モラロジー会館 高知県、高知市、高知県商工会連合会、高知商工会議所 高知県

高知市 10/21 ＡＩ時代の心づかい ポリテクセンター高知 高知市、高知県・高知市　各教育委員会 高知

南国市 2/20～21 心新たに生きる グレース浜すし 南国市、高知県・南国市　各教育委員会 南国

土佐市 10/24～25 心新たに生きる グランディール 高知県・土佐市　各教育委員会 土佐

須崎市 10/24～25 心新たに生きる 須崎市立市民文化会館
須崎市、高知県・須崎市　各教育委員会、須崎法人会、高知放送、高知新
聞社

須崎

宿毛市 11/21～22 心新たに生きる ＪＡ高知はた　宿毛支所 高知県・宿毛市  各教育委員会 宿毛

香南市 5/27 心がつくる人生 のいちふれあいセンター 香南市、高知県・香南市　各教育委員会、香南市商工会 香南

香美市 7/8 道徳で人と社会をしあわせに 香美市立中央公民館
高知県・香美市　各教育委員会、香美市社会福祉協議機会、香美市商工
会

香美

土佐町 10/21 心新たに生きる 土佐町保健福祉センター 高知県・本山町・土佐町　各教育委員会 嶺北

津野町 6/27～28 心新たに生きる 津野町福祉交流センター 高知県・津野町　、津野町森林組合、JA津野山、須崎法人会 須崎

いの町 11/27～28 心新たに生きる いの町立伊野公民館 高知県・いの町・日高村　各教育委員会 伊野

仁淀川町 11/18 心新たに生きる 仁淀多目的研修集会施設 佐川町・仁淀川町・越知町　各教育委員会、伊野・須崎 各法人会 佐川

四万十町 10/23～24 心新たに生きる 四万十町役場
四万十町、高知県・四万十町　各教育委員会、四万十町小中PTA連絡協
議会

窪川

四万十市 12/5～6 生きがいのある人生に 四万十市立中央公民館 四万十市、高知県・四万十市　各教育委員会 窪川

小倉北区 10/17～18 心新たに生きる-心新たに生きるとは- 高坊大同ビル 北九州

中央区 9/19～20 心新たに生きる 都久志会館 福岡県・福岡市　各教育委員会 福岡

東区 2/23 仕事に生かす道徳～次世代を担う青年の育成 なみきスクエア 福岡県・福岡市　各教育委員会 福岡東

南区 8/24 心新たに生きる ㈱スーパーバリュー九州本部 福岡県教育委員会 福岡中央

南区 9/5 心新たに生きる ㈱スーパーバリュー九州本部 福岡県教育委員会 福岡南

西区 10/21 心新たに生きる「感謝の心で生きる」 福岡西市民センター 福岡県教育委員会 福岡西

久留米市 8/25 企業の発展は人づくり、三方よしに学ぶ ㈱丸信 久留米中央

久留米市 8/26 人生　得・徳講座 えーるピア久留米 久留米

高知県

福岡県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県
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八女市 9/9 子育てを楽しむ｢育児は育自｣ 八女市文化会館 八女市教育委員会 八女

博多区 8/22 心新たに生きる～働く人の道徳 福岡県中小企業振興センター 古賀

筑前町 2/10 心新たに生きる ちくぜん少年大使館 筑前町教育委員会 甘木

唐津市 6/24 人生もてもて講座 唐津市民会館 佐賀県、佐賀県・唐津市　各教育委員会、佐賀新聞社 唐津

佐賀市 11/23 心新たに生きる アバンセ 佐賀県・佐賀市　各教育委員会、佐賀新聞社 佐賀

有田町 9/2 日本人として生きる 有田町生涯学習センター 佐賀県、佐賀県教育委員会 佐賀伊万里

長崎市 9/1 心がつくる人生 ホテルセントヒル長崎 長崎県教育委員会、日本道経会長崎支部 崎陽

佐世保市 7/1 心のおしゃれ 佐世保市労働福祉センター 長崎県・佐世保市　各教育委員会 佐世保

島原市 2/18～19 心新たに生きる 島原　森岳公民館 長崎県・島原市　各教育委員会、島原新聞社 島原

諫早市 9/9 運を開く生き方 諫早市社会福祉会館 長崎県・諫早市・大村市　各教育委員会 諫早

平戸市 6/10 心のおしゃれ 中野ふれあい会館 長崎県、長崎県教育委員会 平戸

対馬市 4/8 心がつくる人生 上対馬総合センター 対馬市教育委員会 対馬

対馬市 10/14 心新たに生きる 美津島文化会館 対馬市教育委員会 美津島

壱岐市 11/25 家族の絆　心の健康 イチヤマウェアハウス 壱岐市教育委員会 壱岐

時津町 2/17 家族 時津北部コミュニティセンター 長崎県・時津町・長与町　各教育委員会 西彼杵

中央区 9/15 心づかいと日常生活 熊本市民会館 熊本県、熊本市、熊本県・熊本市　各教育委員会 熊本

天草市 11/10 心新たに生きる 天草ニューモラル会館 天草市教育委員会 天草

中津市 9/16 心新たに生きる 廣池千九郎中津記念館 中津市・宇佐市・豊前市・吉富町・上毛町　各教育委員会 中津

杵築市 7/12 より活き活きした生きがいある日々にしよう 山香ショッピングセンター　神田楽市 杵築市 大分中央

宮崎市 5/27 夫婦円満の秘訣 宮崎市中央公民館 宮崎市教育委員会 宮崎

都城市 11/7～8 なぜ、今道徳なのか 都城ウエルネス交流プラザ 都城市教育委員会 都城

薩摩川内市 11/12 ひろげよう思いやりの心 セントピア 薩摩川内 薩摩川内市教育委員会 鹿児島中央

与那原町 11/18 生きがいのある人生に～明るく清々しく生きる トーマ産業㈱ 沖縄県・与那原町　各教育委員会 沖縄

佐賀県

沖縄県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

宮崎県
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開催地 主催団体 講演テーマ 開催地 主催団体 講演テーマ

明和町 やまう㈱群馬工場 心を育てる一日一話 大阪市
大阪市私立幼稚園連合会
東住吉支部

育ちあい親と子―感謝の種を
はぐくむ

小美玉
市

タカノフーズ㈱ 道徳はなぜ必要なのか 尼崎市 尼崎市教育委員会 人育ては自分育て

尼崎市 尼崎商工会議所 ご皇室の伝統精神について

目黒区 やまう㈱本社 価値ある努力 加東市 兵庫県生きがい創造協会 心自ずから閑なり

たつの
市

姫路南ライオンズクラブ 家庭円満の秘訣

横須賀
市

海上自衛隊第2術科学校
先人に学び、心の軸足を育て
よう

高知市 高知文化服装専門学校 すてきな人生をみつけましょう

小牧市 岩崎中学校道徳教育研究会 社会の一員として 南国市
高知県警察本部警務部警務
課

社会人としての自覚

高岡郡 四万十町立仁井田小学校 思いやりの心

舞鶴市 海上自衛隊第４術科学校 良い心づかいの実行

大阪府

高知県

※本項はすべての出講記録を掲載するものではありません

京都府

茨城県

東京都

神奈川県

愛知県

兵庫県

群馬県
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