令和元年度
第５６回道徳教育研究会
事 業 実 施 報 告 書

千葉県柏市光ヶ丘二丁目 1 番 1 号
公益財団法人

モラロジー研究所

Ⅰ 開催規模 (事業内容)
１
２

名 称 : 第５６回道徳教育研究会
主催者 : 公益財団法人モラロジー研究所
主催者事務局所在地・連絡先 : 〒277-8654 千葉県柏市光ヶ丘２丁目１番１号
公益財団法人モラロジー研究所 生涯学習本部
学校教育センター長 川原 容一
電話 ０４-７１７３-３２１９
３ 参加対象者
(1) 教職員、保護者
(2) 教育委員会関係者
(3) その他教育に関心を有する者
４

会場・期間・参加者数および講師名・講義題目等

《北海道》(主管 : 北海道モラロジー協議会 会長 細川 勝紀 TEL 011-231-6231 FAX 011-221-2811)
<札幌会場> 令和元年11月3日(日) 13:00～17:40 『育てよう子どもの心 高めよう教師の心』
３４名
講義「日本の来し方と未来」
(公財) 日本国際問題研究所客員研究会 西村六善
実践発表「道徳科の授業実践発表」
伊達市伊達小学校教諭 坂井 弘
実践発表「道徳科の授業実践発表」
福岡県立福岡高等学校教諭 深江一美
講義「今、教師に求められるもの」
モラロジー研究所教育者講師 川原容一
北海道会館(はまなす講堂) (函館本線札幌駅) 札幌市中央区南２条西７丁目7-2 TEL 011-231-6231
《青森県》(主管 : 青森県モラロジー教育会議 議長 市ノ渡 廣志 TEL 0178-22-8888 FAX 0175-65-1038)
<青森県会場> 令和元年8月24日(土) 13:00～16:00 『道徳教育と道徳科授業活性化と充実』
開催中止
《岩手県》(主管 : 岩手県モラロジー協議会 会長 日影 文則 TEL 019-688-1916 FAX 019-688-1101)
<盛岡市会場> 令和元年9月1日(日) 10:00～16:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
６４名
講義「あの日、あの時・・・」
陸前高田市立第一中学校長 佐々木保伸
講義「岩手の風土と心の教育」
岩手大学教職大学院特命教授 多田英史
講義「心田(道徳)耕す生き方の極意～二宮金次郎からのメッセージ」国際二宮尊徳思想学会常務理事 中桐万里子
サンセール盛岡 (JR東北新幹線盛岡駅) 盛岡市志家町1-10 TEL 019-651-3322
《宮城県》(主管 : 宮城県モラロジー協議会 会長 中山 正敏 TEL 022-781-9556 FAX 022-781-9558)
<仙台市会場> 令和元年8月17日(土) 9:15～15:30 『道徳の教科化と指導上の課題』
６０名
講義「宮城県の道徳教育の現状と課題」
宮城県教育庁義務教育課副参事 佐々木利佳子
講義「モラロジーの教育観から捉えた道徳授業のあり方」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
実践発表「赤井小オリジナル副読本・大槻俊齋を活用した授業づくり」
元東松島市立赤井小学校長 木村玲子
東松島市立赤井小学校教諭 佐々木裕彦
講義「モラロジーの教育観から捉えた道徳の模擬授業」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
㈱やまや本社研修室 (JR東北本線仙台駅) 仙台市宮城野区榴岡3-4-1アゼリアヒルズ19階 TEL 050-2016-1600
《秋田県》(主管 : 秋田県モラロジー協議会 会長 小野 進 TEL 0182-42-0758 FAX 同左 )
<横手市会場> 令和元年8月21日(水) 10:00～16:30 『知徳一体、こころを育てる道徳教育』
１１８名
講義「何のために学ぶのか」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
講義「子供が真剣に学ぶ道徳科の授業づくり」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
雄物川コミュニティセンター (JR奥羽線横手駅) 横手市雄物川町沼館高畑338 TEL 0182-22-5535
《山形県》(主管 : 山形県モラロジー協議会 会長 佐藤 晏弘 TEL 0238-88-3095 FAX 0238-88-3128)
<村山市会場> 令和元年9月30日(月) 13:40～16:45『道徳教育の新たな充実をめざして』教育団体と共催 １２０名
道徳授業
村山市立袖崎小学校３・４年生(複式学級 15名)
村山市立袖崎小学校長 佐藤幸司
講義「令和時代の道徳授業～量的確保から質的転換へ」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
村山市甑葉(しょうよう)プラザ (奥羽本線村山駅) 村山市楯岡五日町14-20 TEL 0237-52-3531

-1-

《福島県》(主管 : 福島県モラロジー協議会 会長 永井 弘純
TEL 024-575-4733 FAX 同左 )
<福島会場> 令和元年8月6日(火) 9:30～16:00 『共にみがこう 子供の心と教育力』
１３３名
講義「道徳教育―心の力に視点をあてて」
モラロジー研究所教育者講師 和田 実
講義「道徳教育、道徳科の授業の充実に向けて」
福島県教育庁県南教育事務所長 板橋竜男
実践発表「『認め励ます』道徳科評価の実際～評価の本丸に臨む～」
白河市立白河第三小学校教諭 江花洋介
実践発表「自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動できる生徒の育成」棚倉町立棚倉中学校教諭佐藤かおり
グループ懇談「今の取り組み、今の課題」
講義「心を育てつなぐ道徳教育―実践や体験を通して」
國學院大學教授 杉田 洋
東京第一ホテル新白河 (JR東北新幹駅新白河駅) 西郷村字道南東7番地 TEL 0248-24-0001
《茨城県》(主管 : 茨城県モラロジー協議会 会長 関谷 徹
TEL 0296-22-2861 FAX 同左 )
<水戸市会場(県南)> 令和元年8月20日(火) 9:30～16:40 『主体的に学ぶ道徳科の授業をめざして』
１３５名
研究の基調「主体的に学ぶ道徳科の授業をめざして」
水戸市立上大野小学校長 森久美子
分科会「授業報告・発表・協議」
第１分科会(小学校低学年部会)
発表者 : 水戸市立城東小学校教諭 樫村純代
大洗町立大洗小学校教諭 兼田麻子
第２分科会(小高学年部会)
発表者 : 大子町立袋田小学校教諭 小倉康寛
小美玉市立玉里北小学校教諭 新妻広章
第３分科会(中学校・高校部会)
発表者 : 水戸市立緑岡中学校教諭 橋本亜左子
茨城県立潮来高等学校教諭 岩瀬美江
第４分科会(学校・家庭・地域連携部会)
さわやか野田をつくる会会長 高野晴夫
小美玉市立野田小学校長 藤田康広
講演「考え、議論する道徳授業の実現にむけて」
帝京大学大学院教授 赤堀博行
全体講評「教師の人間性向上と道徳授業」
モラロジー研究所教育者講師 宇野四樹
教育プラザいばらき(JR常磐線水戸駅) 水戸市大場町933-1 TEL 029-269-1300
《栃木県》(主管 : 栃木県モラロジー協議会 会長 石川 陽二
TEL 0285-25-2246 FAX 同左 )
<栃木会場> 令和元年8月7日(水) 9:30～16:00 『自らの道徳的資質の向上をめざして』
１１７名
講義「幼児教育における道徳教育～心の根っこを育てるには」
モラロジー研究所教育者講師 大久保静子
講義「これからの社会の求められる『生きる力』～ＡＩ時代をどう生きるか」
麗澤大学教授 大野正英
実践発表「各教科等の指導・学び合いを通して行う道徳教育」
日光市立大沢中学校教諭 小島智子
シンポジウム「自らの道徳的資質の向上を目指して」
栃木県教育会館 (JR宇都宮線宇都宮駅) 宇都宮市駒生町1-1-6 TEL 028-621-7177
《埼玉県》(主管 : 埼玉県モラロジー協議会 会長 瀧澤 喜英
TEL 048-253-8797 FAX 048-251-0667)
①<さいたま市(県南部)会場> 令和元年8月5日(月) 9:20～16:45 『道徳教育の大切さ・喜びを味わう』 １３２名
実践発表「自分の良さを知り、互いに認め合う児童の育成をめざして」
蕨市立西小学校
講義「心を耕して育てる喜び」
モラロジー研究所生涯学習講師 沼野文子
問題提起と意見交換「道徳科の授業と学級経営について改めて考える」
玉川大学客員教授 常見昌弘
講義「道徳教育のカリキュラム・マネジメント」
国立教育政策研究所統括研究官 西野真由美
ＪＡ共済埼玉ビル (JR京浜東北線大宮駅) さいたま市大宮区土手町1-2 TEL 048-644-2271
②<深谷市(県北部)会場> 令和元年8月19日(月) 9:20～16:45 『道徳教育の大切さ・喜びを味わう』
１０３名
実践発表「『特別の教科 道徳』～考え、議論する道徳への質的転換を通して～」
寄居町寄居中学校
講義「ともに学び合う喜びを求めて」
モラロジー研究所教育者講師 石川恭治
問題提起と意見交換「豊かな心をもち、自他ともによりよく人間関係を築くことができる児童の育成」
埼玉県本庄市立本庄東小学校主幹教諭 亀田央葉
講義「道徳科における温かい授業と評価」
國學院大學教授 澤田浩一
埼玉工業大学 (JR高崎線岡部駅) 深谷市普済 寺1690 TEL 048-585-2521
《千葉県》(主管 : 千葉県モラロジー協議会 会長 風澤 俊夫
TEL 047-323-3192 FAX 047-324-5707)
①<柏①会場> 令和元年7月23日(火) 9:00～12:00 『育てよう子供の心 高めよう教師の心』
７６名
講義「松戸市教育委員会では家庭教育の大切さを啓発しています」
松戸市教育委員会指導主事 西山幸子 他
講義「『親育ち』支援の課題～育自から育児へ～」
麗澤大学大学院特任教授 髙橋史朗
モラロジー研究所柏生涯学習センター (JR常磐線南柏) TEL 04-7173-3219
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②<柏②会場> 令和元年8月9日(金) 13:30～17:10 『育てよう子供の心 高めよう教師の心』
１０５名
実践発表「学びに向かう力・人間性等を涵養するための道徳科における指導の工夫」
柏市立名戸ヶ谷小学校主幹教諭 小泉洋彦
模擬授業「裏庭での出来事から」(役割演技)
流山市おおたかの森中学校教諭 林 智子
パネルディスカッション「これからの道徳教育における教師のあり方」
コーディネーター
モラロジー研究所教育者講師 青木 靖
パネリスト
麗澤大学准教授 江島顕一
麗澤中学校教諭 秋元誠道
同
柏市立名戸ヶ谷小学校校長 笠井善亮
同 主幹教諭 小泉 洋
麗澤中学・高等学校 (JR常磐線南柏駅) 柏市光ヶ丘2-1-1 TEL 04-7173-3700
③<上総会場> 令和2年2月2日(日) 9:30～15:30 『育てよう子供の心 高めよう教師の心』
１０１名
特別講演「武士道から学ぶ現代の子育て」
作家・武士道研究家 石川真理子
実践発表「つながろう 世界と」
君津市立八重原小学校教諭 田仲永和
講演
「元号の履歴書」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
グループ交流会(４０分)
君津市生涯学習交流センター (ＪＲ内房線君津駅) 君津市久保2-13-2 TEL 0439-50-3980
《群馬県》(主管 : 群馬県モラロジー協議会 会長 高橋 信介
TEL 027-225-0040 FAX 027-225-0046)
<沼田会場> 令和元年8月21日(水) 13:30～16:25 『道徳教育の新たな充実をめざして』教育委員会共催 ３３８名
講義「道徳教育の喜びと楽しみ」
モラロジー研究所教育者講師 仙田邦夫
講義「道徳科の授業改善と評価」
國學院大學教授 澤田浩一
利根沼田文化会館 (JR上越線沼田駅) 沼田市上原町1801-2 TEL 0278-24-2935
《新潟県》(主管 : 新潟県モラロジー協議会 会長 石丸 良吉
TEL 025-285-0540 FAX 025-285-3819)
<新潟会場> 令和元年7月27日(土) 13:00～17:00『生きる力の根っこを育む』
８２名
講話「新潟県の教育課題の重点と現状」
新潟県教育委員会義務教育課参事 鈴木華奈子
講義「質的転換に向けた授業づくりと評価」
麗澤大学教職センター講師 広中忠昭
模擬授業１(小学校)
新潟市マイスター 近藤和徳
模擬授業２(中学校)
甲斐喜子
解説
新潟市教育委員会嘱託指導主事 吉原修英
アートホテル新潟駅前(JR上越新幹線新潟駅) 新潟市中央区笹口1-1 TEL 025-240-2111
《東京都》(主管 : 東京都モラロジー協議会 会長 田中 秀文
TEL 03-3643-1050 FAX 03-3643-8080)
①<世田谷会場> 令和元年6月29日(土) 13:00～16:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
４６名
講義「愛情ある一言が子供の心を育てる」
モラロジー研究所生涯学習講師 北山正弘
話し合い「皆様の心に残る愛情ある一言」
講義「道徳授業の教科化にあたって」
世田谷区立世田谷中学校長 今田敏弘
講義「地域の人と共に」
世田谷区教育委員会教育指導課指導主事 佐藤樹里
三茶しゃれなあどホール (東急田園都市線三軒茶屋駅) 世田谷区太子堂2-16-7 TEL 03-3411-6636
②<江東会場> 令和元年7月20日(土) 13:00～16:10 『道徳教育の新たな充実をめざして』
４１名
講義「道徳教育の新たな充実をめざして」
武蔵野大学教授 貝塚茂樹
江東文化センター (東京メトロ東西線東陽町駅) 江東区東陽4-11-3 TEL03-3644-8111
③<板橋会場> 令和元年7月23日(火) 14:00～17:30
『教科化を迎えた道徳科の授業づくりと評価について』『これからの道徳教育で大切なこと』
４７名
講義「教科化を迎えた道徳科の授業づくりと評価について」
麗澤大学講師 広中忠昭
講義「これからの道徳教育で大切なこと」
麗澤大学講師 広中忠昭
グループでの話し合い・講師への質問(60分)
板橋区立グリーンホール (東京メトロ三田線板橋区役所前駅) 板橋区栄町2-56-6 TEL 03-3579-2221
④<荒川会場> 令和元年7月27日(土) 13:30～18:00
『道徳教育の新たな充実をめざして』
４０名
実践発表①
荒川区立汐入小学校主任教諭 山岸幸枝
実践発表②
荒川区立赤土小学校主任教諭 中村優太
実践発表③
荒川区立南千住第二中学校校長 齊藤 進
講師 「いのち」と「生きる力」
モラロジー研究所教育者講師 青木 靖
分科会
荒川区立生涯学習センター (JR常磐線三河島駅) 荒川区荒川3-49-1 TEL 03-3802-5720
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⑤<千代田会場> 令和元年7月29日(月) 13:00～16:50 『より良い人間関係を築くために』
５４名
講義「千代田区の教育」
千代田区教育委員会指導課長 佐藤友信
講義「人間関係能力育成と教師の課題意識」
モラロジー研究所教育者講師 青木 靖
パネルディスカッション「望ましい人間関係はどのように育まれるか」
コーディネーター：俣野幸昭(モラロジー研究所生涯学習講師)、
パネラー：清水 明(千代田区立昌平小学校長)、障子幹（千代田区立神田一橋中学校長）
辻 隆(千代田区立番町小学校教諭)、
千代田区社会福祉協議会(東京メトロ丸の内線九段下駅) 千代田区九段南1-6-10 TEL 03-3234-7621
⑥<江戸川会場> 令和元年8月18日(日) 13:00～17:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１１７名
講義「江戸川区の現況、教育状況」
江戸川区教育委員会教育長 千葉 孝
実践発表「学級での取り組み～道徳の授業を充実させるために～」 江戸川区立小松川第二小学校教諭 花岡 瑛
実践発表「主体的に考え、深く学び合う道徳」
江戸川区立清新第一小学校教諭 陸川美里
実践発表「学校全体で行う道徳～学校・家庭・地域で子供たちの心を育む～」
江戸川区立大杉東小学校教諭 村田夏美
グループ討議「私と道徳」
講評 :
江戸川ニューモラル研究会副会長 庭野優子
講義「道徳による学級経営～三方よしの心を育てる」
モラロジー研究所教育者講師 竹政幸雄
江戸川区総合文化センター (JR総武線新小岩駅) 江戸川区中央4-14-1 TEL 03-3652-1111
⑦<葛飾会場> 令和元年8月20日(火) 13:30～17:20
『新しい時代をよりよく生きる力を育む』
３７名
講義「自尊感情を高めるために」
モラロジー研究所教育者講師 田邊秀夫
実践発表
葛飾区立金町中学校教諭 古川 博
グループ懇談「令和の時代に子供たちに育む力とは」
講義「多様な道徳科授業の展開とその評価」
麗澤大学大学院准教授 鈴木明雄
質疑応答
亀有地区センター (JR常磐線亀有駅) 葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7F TEL 03-3601-6790
⑧<東京北会場> 令和元年8月23日(金) 13:00～17:40
『学級経営の中で思いやりと感謝の心を育成する教師』
３６名
講義「北区の道徳教育」
北区教育委員会統括指導主事 水浦茂樹
実践発表「大学院での道徳の授業と小中学校・特別支援学校の実践報告」
麗澤大学大学院生 久保田恵子
実践発表「中学校での道徳教育実践報告」
北区立稲付中学校主幹教諭 小林秀樹
講義「小学校での道徳教育」
北区立稲田小学校長 吉田友信
講義「学級経営の中で思いやりと感謝の心を育成する教師」
モラロジー研究所教育者講師 青木 靖
北区立十条富士見中学校 (JR埼京線十条駅) 北区十条台1-9-33 TEL 03-5924-2401
➈<墨田会場> 令和元年8月24日(土) 13:00～16:20
『道徳教育の新たな充実をめざして』
６４名
講義「令和の子供たちに胸はずませて」
モラロジー研究所教育者講師 小松久美子
講義「新しい道徳科の指導と評価」
麗澤大学大学院准教授 鈴木明雄
すみだ産業会館 (総武線錦糸町駅) 墨田区江東橋3-9-10 TEL03-3621-4025
⑩<大田会場> 令和元年8月26日(月) 13:30～16:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』教育委員会共催１４０名
講義「道徳教育の充実に向けて」
東京学芸大学教授 永田繁雄
講義「『特別の教科 道徳』がめざすもの ～考える・伝える・深める授業づくりを通して～」
大田区教育委員会指導主事 中治謙一
グループ協議「道徳教育をどう充実・改善するか」
大田区立池上会館 (東急池上線池上駅) 大田区池上1-32-8 TEL 03-3753-2241
⑪<足立会場> 令和元年11月24日(日) 13:30～17:30

『道徳科の授業を楽しみましょう』

開催中止

《神奈川県》(主管 : 神奈川県モラロジー協議会 会長 髙坂 賢之
TEL 045-243-9505 FAX 同左)
①<座間会場> 令和元年8月7日(水) 14:00～18:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
８０名
講義「道徳科の授業作りとその評価」
麗澤大学大学院准教授 富岡 栄
講義「2020年外国語活動・外国語科がめざすもの」
モラロジー研究所教育者講師 山本恵美子
講義「台湾少年工と高座の情け」
座間市教育委員 鈴木義範
ハーモニーホール座間 (小田急線相武台前駅) 座間市緑ヶ丘1-1-2 TEL 046-255-1100
②<伊勢原会場> 令和元年8月9日(金) 9:30～15:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
９０名
講義「道徳教育の意義について」
伊勢原市教育委員会教育長 鍛代英雄
実践発表「道徳教育の取組 自分と向き合う道徳の授業を中心に」
伊勢原市立伊勢原小学校教諭 村上令子
実践発表「道徳教育の導入」
伊勢原市立中沢中学校総括教諭 井上絵理子
特別講話「やさしさのある学校をつくる」
公益財団法人モラロジー研究所教育者講師 廣瀬由美子
伊勢原市立中央公民館 (小田急線伊勢原駅) 伊勢原市東大竹1-21-1 TEL 0463-96-5321
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《静岡県》(主管 : 静岡県モラロジー協議会 会長 杉山 直子
TEL 054-201-9630 FAX 054-201-9633)
①<静岡(静岡中部)会場> 令和元年8月3日(土) 13:00～17:00 『共感する心を育てる』
９３名
講義「幼稚園教育のめざすもの」
モラロジー研究所教育者講師 大久保静子
実践発表「21世紀を生きる子供達への願い」
日本平幼稚園副園長 藤原健詞
実践発表「小学校における道徳の授業の実践」
静岡市立水見色小学校教頭 原田登志子
講義「子どもの遊びと道徳性～ 子ども・親・保育者にとってうれしい保育の実践」
モラロジー研究所教育者講師 大久保静子
話し合い・まとめ(40分)
静岡県教育会館(JR東海道線静岡駅) 静岡市葵区駿府町1-12 TEL 054-252-1011
②<御殿場(静岡東部)会場> 令和元年8月9日(金) 12:50～17:00 『教師としての教育力・人間力を高める』５２名
講義「自尊感情・自己肯定感を育成する」
モラロジー研究所教育者講師 田邊秀夫
講義「道徳科を要とした道徳教育と評価」
帝京大学大学院教授 赤堀博行
グループディスカッション・質疑応答
御殿場市民会館 (JR御殿場線御殿場駅) 御殿場市萩原183-1 TEL 0550-83-8000
③<浜松①(静岡西部)会場> 令和元年8月22日(木) 9:00～23日(金) 15:00 『ピア・サポート合宿研修』 ７９名
講義＆演習「コミュニケーションワーク」
モラロジー研究所生涯学習講師 平尾賢弘
北陸学院大学准教授 松下 健
講義＆演習「災害時のピア・サポートの活用と災害時の心の応急処置」
産業カウンセラー 清水達也
静岡県ふじのくに防災マスター 中村 泉
ピア模擬授業
浜松中学校教諭 森下奏恵
元開誠館高等学校長 中西孝徳
災害時の食事について(実習)
静岡県ふじのくに防災マスター 中村 泉
災害ボランティア体験談
ファシリテーター 鈴木まり子
まとめの講義「ピア・サポートの魅力」
ピア・サポートコーディネーター 山口権治
浜松市立青少年の家 (JR新幹線浜松駅) 浜松市中区住吉4-23-1 TEL 053-471-4725
⑤<御前崎市(静岡南部)会場> 令和元年1１月１日(金) 13:00～16:40
『道徳授業の展開・評価について成果を得るには～』 ７５名
公開授業「思いやり・感謝」(全学年・学級)
講義「道徳教育をどう展開するか ～評価について・成果を得るには～」
文部科学省教科調査官 飯塚秀彦
講義「道徳教育にとって大切なもの」
モラロジー研究所教育者講師 大塚正男
御前崎市立浜岡東小学校・佐倉公民館 (JR東海道線藤枝駅) 御前崎市佐倉1403-1 TEL 0537-86-3642
④<浜松②(静岡西部)会場> 令和元年11月17日(日) 9:30～16:00 『生きがい、やりがい、育てがいを育む』１０５名
講義「楽しい道徳科の授業づくり」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
実践発表(幼稚園)「人間形成の基礎作りは乳幼児期から」
元浜松市立幼稚園長会長 鈴木まき子
実践発表(小学校)「道徳的判断力、心情、実践意欲・態度の育成」
浜松市立気賀小学校教諭 酒井憲夫
実践発表「ピア・サポートの手法を生かした道徳の授業づくり」
浜松市立浜名中学校教諭 森下奏恵
講義「やさしさのある学校をつくる」
モラロジー研究所教育者講師 廣瀬由美子
話し合い(30分)
質疑応答(20分)
浜松市教育会館 (JR 東海道線浜松駅) 浜松市北区東三方町 149-2 TEL 053-482-7640
《岐阜県》(主管 : 岐阜県モラロジー協議会 会長 遠藤 兵庫
TEL 058-214-6224 FAX 058-214-6225)
①<岐阜市会場> 令和元年7月31日(水) 13:00～15:40 『道徳教育の新たな充実をめざして』
８３名
講義「育ち合い高めあいで育んでいくもの」
モラロジー研究所生涯学習講師 宮田敏子
講義「道徳科の特質を生かし、多様な読み物教材に応じた指導過程の工夫」
岐阜聖徳学園大学講師 河合宣昌
岐阜メディアコスモス (JR東海道本線 岐阜駅) 岐阜市司町40-5 TEL 058-265-4101
②<瑞浪(東濃)会場> 令和元年8月6日(火) 13:00～16:50 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１３５名
講義「育ち合い高めあいで育んでいくもの」
モラロジー研究所生涯学習講師 宮田敏子
講義「道徳科の授業改善と評価」①
國學院大學教授 澤田浩一
講義「道徳科の授業改善と評価」②
國學院大學教授 澤田浩一
瑞浪市総合文化センター (JR 中央本線瑞浪駅) 瑞浪市土岐町 7267-1 TEL 0572-68-5281
③<大垣(西濃)会場> 令和元年8月9日(金) 13:00～16:40 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１１２名
教育実践発表「自己を見つめ、仲間と考え議論する、道徳授業の実践」
大垣市立宇留生小学校教諭 後藤隆博
講義「モラロジーの教育観」
モラロジー研究所教育者講師 小倉 博
講義「道徳科の授業を楽しみましょう」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
大垣市スイトピアセンター (JR東海道本線大垣駅) 大垣市室本町5-51 TEL 0584-74-6050
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④<関市(中濃)会場> 令和元年8月24日(土) 13:00～17:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
７３名
講義「命より大切なこと」
モラロジー研究所生涯学習講師 田中正人
講義「道徳科における『主体的・対話的で深い学び』」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
鮎の瀬ふれあいセンター (長良川鉄道線関市役所前駅) 関市小瀬153 TEL 0575-23-99887588
《愛知県》(主管 : 愛知県モラロジー協議会 会長 河村 満
TEL 052-931-2011 FAX 052-931-2017)
①<江南会場> 令和元年8月1日(木) 13:00～16:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１６１名
講義「知りたいこと・知っておきたいこと」
江南市小中学校校長会会長 高田和明
講義「道徳の特質を生かし、考え議論する道徳科～授業の具体と評価①」
岐阜聖徳学園大学講師 河合宣昌
講義「道徳の特質を生かし、考え議論する道徳科～授業の具体と評価②」
岐阜聖徳学園大学講師 河合宣昌
すいとぴあ江南 (名鉄犬山線江南駅) 江南市草井町200 TEL 0587-53-5111
④<名古屋会場> 令和元年8月3日(土) 13:00～16:00 『共感する心を育てる』
６７名
講義「道徳教育の新たな充実をめざして」
モラロジー研究所教育者講師 岩見田 健
講義「生徒指導と道徳教育」
幸手市教育委員会教育長 山西 実
日東ビル(JR東海道線・名鉄・地下鉄金山駅) 名古屋市中区伊勢山2-11-33 TEL 052-321-5501
②<一宮市(尾張)会場> 令和元年8月7日(水) 13:30～16:15 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１４２名
講義「低い柔らかな広い心」
モラロジー研究所教育者講師 遠藤兵庫
講義「道徳科の温かい授業と評価」
國學院大學教授 澤田浩一
尾西生涯学習センター (JR東海道本線尾張一宮駅) 一宮市東五城字備前12 TEL 0586-62-8333
③<あま市(海部津島)会場> 令和元年8月8日(木) 13:25～16:35 『道徳教育の新たな充実をめざして』
９７名
講義「郷土資料を活用した道徳の授業展開」
愛知教育大学非常勤講師 浅井厚視
講義「子供の可能性を道徳が引き出す!!」
モラロジー研究所生涯学習講師 田中正人
グループ懇談・グループ発表
まとめ
モラロジー研究所生涯学習講師 田中正人
あま市美和文化会館 (名鉄津島線木田駅) あま市花正地先1-1 TEL 052-440-1114
⑤<豊橋市(三河)会場> 令和元年8月24日(土) 13:00～16:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
５９名
講義「道徳で価値ある人生」
モラロジー研究所研修担当アドバイザー 服部益三
講義「いのちに対する感性と道徳的判断力を育む」
モラロジー研究所教育者講師 鈴木清士
豊橋市役所講堂 (JR東海道線豊橋駅) 豊橋市今橋町1番地 TEL 0532-51-3068
《三重県》(主管 : 三重県モラロジー協議会 会長 後藤 正憲
TEL 0596-63-8566 FAX 0596-63-8567)
<津市(三重)会場> 令和元年8月7日(水) 9:30～16:55 『道徳教育にとって大切なこと』
７０名
講義「教師の人間力を高める」
モラロジー研究所教育者講師 栗本新也
道徳実践発表「道徳が教科になって～心見つけのノートの実践から見えた教科書と評価すること～」
知多市立八幡小学校教諭 黒田愛子
班別討議
講義「伝統文化論 ～道徳教育にとって大切なこと～」
皇學館大学特命教授 深草正博
津市役所・芸濃総合庁舎 (近鉄名古屋線津駅) 津市芸濃町椋本6141-1 TEL 059-266-2510
《石川県》(主管 : 石川県モラロジー協議会 会長 小出 進
TEL 076-244-8698 FAX 076-242-7723)
<金沢会場> 令和元年7月30日(火) 13:00～17:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
５９名
講義「教科化を迎えた道徳科授業と評価」
麗澤大学講師
広中忠昭
講義「子どもの幸福を願って」～尊い命（いのち）を見つめて～
モラロジー研究所教育者講師
鎰廣 修
グループの話し合い
発表とまとめ
金沢市ものづくり会館 (JR北陸線松任駅) 金沢市粟ヶ崎4-80 TEL 076-255-1518
《福井県》(主管 : 福井県モラロジー協議会 会長 荒川 馨
TEL 0776-97-6217 FAX 0776-97-6218)
①<小浜会場> 令和元年8月20日(火) 13:20～16:10 『思いやりの心を育てる』
３７名
講義「『生きる力』から『よく生きる力』へ」未来に生きる子どもたちの資質を磨く教育の推進
モラロジー研究所教育者講師 紀太 功
若狭図書学習センター (JR小浜線小浜駅) 小浜市南川町6-11 TEL0770-52-2705
②<福井会場> 令和元年8月22日(木) 13:00～16:45 『道徳教育の新たな充実をめざして』
２１９名
講義「今、教師に求められるもの」
モラロジー研究所学校教育センター長 川原容一
講義「子供が楽しく学ぶ道徳科の授業づくり」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
福井県産業会館 (JR北陸本線福井駅) 福井市下六条町103 TEL0776-41-3611
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《滋賀県》(主管 : 滋賀県モラロジー協議会 会長 山田 耕三
TEL 077-575-6126 FAX 077-575-6127)
①<高島会場> 令和元年7月29日(月) 13:30～16:45
「道徳の授業づくりと評価」
１４２名
講義「道徳科の授業づくりと評価」
モラロジー研究所教育者講師 鎰広 修
講義「模擬授業『個性とは』 藤川投手について」 「授業についての指導」 筑波大学付属小学校教諭 加藤宣行
高島市安雲川公民館 (JR湖西線安雲川駅) 高島市安雲川町田中89 TEL0740-32-0003
③<草津会場> 令和元年8月2日(金) 13:20～16:50 『道徳教育の新たな充実をめざして』
６３名
講義「いのちより大切なこと・・」子どもの可能性を引き出す道徳
モラロジー研究所生涯学習講師 田中正人
講義「『考え、議論する』道徳授業の作り方と評価について」
聖徳学園大学講師 河合宜昌
交流会「質疑や感想を含む交流会」
草津市立教育研究所 (JR 琵琶湖線草津駅) 草津市青地町 1086 TEL077-563-0334
②<長浜会場> 令和元年8月6日(火) 13:15～16:15 『子どもに誠実に生きる姿を見せる』
３４２名
講義「子どもに誠実に生きる姿を見せる」
モラロジー研究所研修担当アドバイザー 穂苅満雄
教育対談（質疑応答）
浅井文化ホール (JR北陸線虎姫駅) 長浜市内保町2500 TEL 0749-73-2043
⑤<湖南会場> 令和元年8月22日(木) 13:30～15:30 『生きる力からよりよく生きる力へ』
２４名
講義「道徳科と道徳教育」
モラロジー研究所教育者講師 紀太 功
講義「学校教育活動全般における道徳教育」
モラロジー研究所教育者講師 紀太 功
サンライフ甲西 (JR 草津線甲西駅) 湖南市中央 1-1-1 TEL 0748-72-4708
《京都府》(主管 : 京都府モラロジー協議会 会長 清水 幸雄
TEL 075-222-1082 FAX 075-211-1929)
①<綾部市(京都北部)会場> 令和元年6月22日(土) 13:30～16:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
６１名
講演「体験活動や実践活動を通した道徳教育」日本式TOKKATSUを踏まえて
國學院大學教授 杉田 洋
綾部市ものづくり会館 (山陰線綾部駅) 綾部市青野町西馬場下33-1 TEL 0773-42-5205
②<京都市会場> 令和元年7月28日(日) 13:00～17:20 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１１２名
実践発表「学級経営に生きる道徳授業」
京都市立勧修小学校教諭 竹中 基
講義「今、道徳教育に求められていること」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
提案「先生が楽しむ道徳授業の作り方～私もしたい、私でもできる～」教育相談総合センター専門主事 毛利豊和
講義「子供が楽しく学ぶ道徳科の授業づくりと評価」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
質疑応答
京都出張所 (京都市営地下鉄烏丸線今出川駅) 上京区寺町通今出川下ル東側扇町286-3 TEL 075-222-1082
③<宇治市(京都南部)会場> 令和元年8月6日(火) 13:00～17:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
８４名
講義「道徳授業の新たな充実をめざして」
モラロジー研究所教育者講師 吉村 孜
講義「特別の教科 道徳の学習指導と評価」
京都産業大学教授 柴原弘志
宇治市生涯学習センター (京都宇治交通バス) 宇治市宇治琵琶 4-5-14 TEL 0774-39-9500
④<南丹市(京都北部)会場> 令和元年8月10日(土) 13:00～16:30 『道徳教育の新たな充実をめざして』
２２名
講義「考え議論する道徳科の授業を創る～主体的、対話的で深い学びを実現するために」
四天王寺大学教授 杉中康平
京都府立丹波勤労者福祉会館(山陰線八木駅) 南丹市八木町西田金井島 9 TEL 0771-42-5484
⑤<京丹後(京都北部)会場> 令和元年10月27日(日) 13:30～17:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
４４名
講義「子どもが楽しくなる道徳科の授業づくり」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
グループディスカッション
宇治市生涯学習センター (京都宇治交通バス) 宇治市宇治琵琶 4-5-14 TEL 0774-39-9500
《大阪府》(主管 : 大阪府モラロジー協議会 会長 松浪 進
TEL 06-6671-1300 FAX 06-6671-1361)
①<堺会場>
令和元年6月15日(土) 13:30～16:45 『道徳教育の新たな充実をめざして』
５８名
講義「道徳授業の教材の特徴と授業のあり方について」
四天王寺大学教授 杉中康平
(公財)堺市産業振興センター (南海高野線中百舌鳥駅) 堺市北区長曽根町183-5 TEL 072-255-3311
②<大阪中央会場> 令和元年6月26日(水) 18:30～20:45 『心に響く道徳教育』
９８名
講義「心に響く『特別の教科 道徳』を要とした道徳教育の展開～授業の工夫と評価を中心として」
武庫川女子大学教授 押谷由夫
話し合い学習
講師によるまとめ
大阪産業創造館 (大阪メトロ堺筋線堺筋本町駅) 大阪市中央区本町1-4-5 TEL06-6264-9800
③<東淀川区会場> 令和元年7月4日(木) 18:00～20:50 『道徳教育の新たな充実をめざして』
５２名
講義「『特別の教科 道徳』ですべきこと その特質を踏まえた授業づくり」
大阪成蹊大学教授 服部敬一
質疑応答
東淀川産業会館 (阪急京都線上新庄駅) 大阪市東淀川区豊里2-24-2 TEL 06-6328-3300
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④<柏原会場> 令和元年7月6日(土) 13:00～16:35 『道徳教育の新たな充実をめざして』
２８名
講義「道徳的判断力を育む」
モラロジー研究所教育者講師 鈴木清士
話し合い「道徳で子ども・保護者・学校の三方よしにするには」
柏原市立市民プラザ (JR関西線柏原駅) 柏原市上市1-2-2 TEL 072-973-5211
⑤<藤井寺市(南河内)会場> 令和元年7月13日(土) 13:30～16:10 『道徳教育の新たな充実をめざして』
４１名
講義「道徳科でできること。すべきこと」
大阪成蹊大学教授 服部敬一
藤井寺市市民総合会館 (近鉄南大阪線藤井寺駅) 藤井寺市北岡1-2-3 TEL 072-939-7020
⑥<貝塚市会場> 令和元年7月27日(土) 13:00～16:45
「『主体的・対話的で深い学び』につなげる道徳の授業」
１３８名
講義「道徳授業の新たな充実をめざして～思いやり・感謝の心と自立の心を育む」 四天王寺大学教授 杉中康平
実践発表「主体的・対話的で深い学びにつなげる道徳授業」
貝塚市立南中学校教諭 濵口翔平
実践発表「モラルジレンマを通した主体的・対話的で深い学びにつなげる道徳の授業」
貝塚市立第一中学校教諭 白澤 仁
講義「道徳授業の新たな充実をめざして～思いやり・感謝の心と自立の心を育む」 四天王寺大学教授 杉中康平
質疑応答
四天王寺大学教授 杉中康平
貝塚市立福祉センター (JR南海本線 貝塚駅) 貝塚市畑中1-10-1
TEL 072-433-7060
⑦<守口市(守口門真)会場> 令和元年 7 月 27 日(土) 13:00～16:40
⑧<東大阪市会場> 令和元年2月1 日(土) 18:00～19:30

『道徳教育の新たな充実をめざして』開催中止

『道徳教育の新たな充実をめざして』

開催中止

《奈良県》(主管 : 奈良県モラロジー協議会 会長 井上 源一
TEL 0742-24-5336 FAX 0742-20-0880)
<奈良県会場> 令和元年8月3日(土) 13:00～16:50
『道徳教育の新たな充実をめざして』
１０９名
講義「やさしさのある学校～知徳一体の教育をめざして～」
モラロジー研究所教育者講師 廣瀬由美子
実践発表「教師も楽しむ道徳授業～チームとして取り組む道徳授業をめざして」
大和郡山市立片桐小学校教諭 片岡幸一
講演「道徳科の温かい授業と元気になる評価」
國學院大學教授 澤田浩一
ホテルリガーレ春日野 (近鉄大阪線近鉄奈良駅) 奈良市法蓮町757-2 TEL0742-22-6021
《和歌山県》(主管 : 和歌山県モラロジー協議会

会長

岩橋 勝

TEL 073-431-4136

FAX 073-431-4138)

<和歌山会場> 令和元年7月26日(金) 13:00～17:00 『学校教育全体で取り組む道徳教育の在り方』
５２名
講義「『教科』時代の道徳科授業を創る～主体的・対話的で深い学びをめざして」 四天王寺大学教授 杉中康平
講義「品性を高める学校づくり～モラロジー教育の観点から」
モラロジー研究所教育者講師 竹中三郎
実践発表「考え議論する道徳科授業づくりのための指導の工夫」
和歌山市立岡崎小学校教頭 西村里美
ルミエール華月殿 (JR阪和線和歌山駅) 和歌山市屋形2-10 TEL073-424-9392
《島根県》(主管 : 島根県モラロジー協議会 会長 高橋 良昌
TEL 0852-31-9053 FAX 同左 )
<松江会場> 令和元年8月17日(土) 10:00～16:15 『道徳教育の新たな充実をめざして』
７５名
講義「心に響く道徳教育～命より大切なもの～」
モラロジー研究所生涯学習講師 田中正人
特別講義「心に響く『特別の教科 道徳』の授業づくりと評価」
京都産業大学教授 柴原弘志
シンポジウム「道徳教育の新たな充実をめざして」 コーディネーター：大多和聡宏(開星中学・高等学校長)
パネラー：田中正人、柴原弘志、住久由樹子(松江市立朝酌小学校長)
開星中学・高等学校 (JR山陰本線松江駅) 松江市西津田9-11-1 TEL0852-21-4915
《岡山県》(主管 : 岡山県モラロジー協議会 会長 安信 治雄
TEL 086-222-8083 FAX 同左
<岡山会場> 令和元年8月3日(土) 13:00～16:45 『道徳教育の新たな充実をめざして』
７７名
講義「教科化から見えてきたこと」
文部科学省教科調査官 飯塚秀彦
講義「モラロジーの教育観」
モラロジー研究所教育者講師 俣野貴昭
講義の振り返り
岡山県生涯学習センター (山陽本線岡山駅) 岡山市北区伊島町3-1-1 TEL086-251-9750
《広島県》(主管 : 広島県モラロジー協議会 会長 中川 斎
TEL 082-278-7780 FAX 同左 )
<広島会場> 令和元年8月8日(木) 10:00～16:50 『育てよう子どもの心、高めよう教師の心』
講義
「人間力を高める教育観～知徳一体の考え方～」
モラロジー研究所教育者講師
講義
「子供たちの心の基盤作りの幼児教育」
広島市教育委員会幼児教育ｷｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
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８６名
鈴木清士
東 和子

特別講義「道徳科における指導と評価の充実」
兵庫教育大学大学院教授 谷田増幸
講義
「人間力を高める教育観～三方よしの考え方」
モラロジー研究所教育者講師 鈴木清士
(会場) 広島市西区民文化センター (JR山陽線横川駅) 広島市西区横川新町6-1 TEL082-234-1960
《山口県》(主管 : 山口県モラロジー協議会 会長 高松 勝政
TEL 0834-88-3150 FAX 0834-88-3131)
<山口会場> 令和元年8月4日(日) 9:20～16:00 『道徳の教科化について』
１３８名
講義「道徳教育の今日的課題～モラルサイエンスの視点から」
麗澤大学大学院 髙橋史朗
実践発表「ふるさとを愛し、ふるさとから愛される心豊かな子どもをめざして」防府市立国府中学校長 中村浩典
講義「子どもが楽しく学ぶ道徳科の授業づくりと評価」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
パルトピアやまぐち (山口線湯田温泉駅) 山口市神田町1-80 TEL083-923-6088
《徳島県》(主管 : 徳島県モラロジー協議会 会長 前田 義範
TEL 088-634-0251 FAX 088-634-0253)
<徳島会場> 令和元年8月3日(土) 9:00～15:40 『道徳教育の新たな充実をめざして』
８５名
講義「徳島県の道徳教育の充実について」
徳島県教育委員会指導主事 河野恵子
講義「令和の時代だからこそ、子どもたちに伝えたい“日本のこと”
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
ディスカッション「子どもたちの心を育むために」
講義「子どもが真剣に学ぶ道徳科の授業づくりと評価」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
徳島モラロジー会館 (JR徳島線府中駅) 徳島市加茂名町西名東山50-202 TEL088-634-0251
《香川県》(主管 : 香川県モラロジー協議会 会長 片山 紘子
TEL 0875-25-5850 FAX 同左 )
<香川会場> 令和元年8月2日(金) 9:30～15:10 『道徳教育の新たな充実をめざして』
８２名
講話 「香川県教育基本計画」
香川県教育委員会教育次長 井元多恵
講話＆ｼｮｰﾄ模擬授業「日本人の心Ⅰ」
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
講演「『道徳科』全面実施上の課題と展望」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
事例発表「『道徳』授業のヒント」
高松市立林小学校教頭 小柳義仁
講話＆ｼｮｰﾄ模擬授業「日本人の心Ⅱ」
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
レクザムホール (JR線高松駅) 高松市玉藻町9-10 TEL087-844-3511
《愛媛県》(主管 : 愛媛県モラロジー協議会 会長 末光 英一
TEL 089-986-6122 FAX 089-986-6133)
<愛媛会場> 令和元年7月29日(月) ９:45～16:00 『豊かな心を育む道徳教育』
３０１名
パネルディスカッション「豊かな心を育む道徳教育」 コーディネーター: 澤田美和(愛媛県教育委員会指導主事)
パネラー : 稲継由衣(新居浜市立高津小学校教諭)、 三好泰子(松前町立岡田中学校教諭)
講義「自尊感情を育てるために」
モラロジー研究所教育者講師 田邊秀夫
講演「学校における道徳教育の現状と課題の創造」
文部科学省教科調査官 飯塚秀彦
愛媛県生涯学習センター (JR予讃線松山駅) 松山市上野町甲650 TEL089-963-2111
《高知県》(主管 : 高知県モラロジー協議会 会長 石元 喬
TEL 088-873-3455 FAX 088-825-0150)
<高知会場> 令和元年8月1日(木) 9:00～16:10 『教師としての教育力・人間力を高める』
１７２名
講話「高知県の道徳教育」
高知県教育委員会小中学校課指導主事 岡村君代
講義「教師としての人間力を高める」
モラロジー研究所教育者講師 川原容一
講義「子どもの向き合い、いじめに対応する道徳教育の展開」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
講演「地域ぐるみで心を育てる道徳教育」
津野町教育長 久寿久美子
グループディスカッション「道徳教育といじめストップ」
講義「『考え議論する道徳』の実現を図る教師の指導力向上」
文部科学省教科調査官 浅見哲也
高知共済会館 (土讃線高知駅) 高知市本町5-3-20 TEL088-823-3211
《福岡県》(主管 : 福岡県モラロジー協議会 会長 新井 眞一
TEL 092-663-5228 FAX 092-663-5238)
<福岡会場> 令和元年8月3日(土) 10:30～16:20 『道徳教育の新たな充実をめざして』
７５名
授業「小学生を対象としての授業」
モラロジー研究所教育アシスタント 平河 力
授業「小学生を対象としての授業」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
講義「子どもの心を育てる道徳教育」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
講義「道徳で教師も育つ」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
シンポジウム「道徳の教科化について」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏、モラロジー研究所教育アシスタント 平河 力
モラロジー研究所生涯学習講師 窪山忠成（コーディネーター）
福岡県中小企業振興センター (JR鹿児島本線吉塚駅) 福岡市博多区吉塚本町9-15 TEL092-622-0011
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《佐賀県》(主管 : 佐賀県モラロジー教育会議 議長 三島 康之
TEL 0952-23-6225 FAX 0952-23-6225)
<佐賀会場> 令和元年7月31日(水) 9:30～16:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
５５名
講義「『特別の教科 道徳』について」
佐賀県教育庁西部教育事務所指導主事 大宅正樹
講義「『新日本建設に関する詔書』を読む」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
講義「幸せを感じる力を養う ～道徳は、子どもと学校を豊かにする」 モラロジー研究所生涯学習講師 原 孝司
佐賀県立生涯学習センター アバンセ (JR九州長崎線佐賀駅) 佐賀市天神3-2-11 TEL 0952-26-0011
《長崎県》(主管 : 長崎県モラロジー協議会 会長 中山 正樹
TEL 095-821-1191 FAX 095-821-1193)
<長崎会場> 令和元年7月14日(日) 12:30～17:00 『道徳教育で生きる力を!』
４５名
講義「令和の時代だからこそ子供たちに伝えたい日本人の心３」
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
教育実践発表「資料『ヒキガエルとロバ』を使って」
雲仙市立川床小学校教頭 松山輝彦
講義「模擬授業:『己所不欲 勿施於人』」
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
諫早市社会福祉会館 (JR長崎本線諫早駅) 諫早市新道町948 TEL 0957-24-5100
《熊本県》(主管 : 熊本県モラロジー協議会 会長 岩田 英志
TEL 096-245-5211 FAX 096-245-5218)
<熊本会場> 令和元年8月17日(土) 13:00～16:00 『道徳教育の新たな充実をめざして』
１８３名
講演「心のパズルでつなぐ道徳教育～学校・家庭・地域」
福田衣都子 荒木隆伸
家族のきずなエッセイ発表会・表彰式
熊本市国際交流会館 (JR鹿児島本線熊本駅) 熊本市中央区花畑町4-18 TEL 096-359-2020
《大分県》(主管 : 大分県モラロジー協議会 会長 堀田 庫士
TEL 0979-26-1355 FAX 0979-26-1354)
<大分会場> 令和元年8月17日(土) 13:00～17:00 『教師の人間力を高める』
７１名
講義「尊い命を見つめて」
モラロジー研究所教育者講師 山﨑健彦
講義「教師の人間力を高める～モラロジーに学ぶ」
モラロジー研究所教育者講師 原 孝司
パネルディスカッション風質疑応答
モラロジー研究所教育者講師 須賀誠司
日出町保健福祉センター (JR日豊線暘谷駅) 速見郡日出町藤原2277 TEL0977-73-1337
《沖縄県》(主管 : 沖縄県モラロジー事務所 代表世話人 荷川取 ツル
TEL 098-884-2368 FAX 同左 )
①<糸満市会場> 令和元年8月5日(月) 10:00～16:00 『明日の道徳教育を考える』
４６名
講義「やさしさのある学校をつくる」
モラロジー研究所教育者講師 廣瀬由美子
講義「道徳教育実践の本来像」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
模擬授業「何のために学校に来るのか」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
糸満青少年の家 (那覇空港) 糸満市賀数347 TEL098-994-6342
②<宮古島会場> 令和元年8月7日(水) 10:00～16:00 『明日の道徳教育を考える』
４２名
講義「やさしさのある学校をつくる」
モラロジー研究所教育者講師 廣瀬由美子
講義「道徳教育実践の本来像」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
模擬授業「何のために学校に来るのか」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
宮古島市城辺公民館 (宮古空港) 宮古島市城辺字福里579-2 TEL0980-73-1123
③<石垣島会場> 令和元年8月27日(火)14:00～17:00 『明日の道徳教育を考える』
１５名
講義「道徳教育実践の本来像」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
模擬授業「偉人に学ぶ」
モラロジー研究所教育者講師 野口芳宏
大濱信泉記念館（石垣空港）石垣市登野城702 TEL0980-84-1551
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