
平成３０年７月 

上越教育大学 

上廣道徳教育アカデミー 

 

 

平成３０年度 

上越教育大学 上廣道徳教育アカデミー  

道徳教育研究大会のご案内 
 

小学校においては道徳が教科化されて１学期間が終了いたしました。中学校においては次年

度からの本格実施のために教科書が採択される時期です。今一度、全国の実践研究団体のメン

バーの皆様とともに、教科書の有効な利用や指導の工夫の在り方などについて研鑽し合い、具

体的な実践的理解や、意見交流を図る研修の場を持ちます。是非お誘い併せの上ご参加くださ

い。 

 

テーマ『道徳教科書の効果的活用と指導方法の工夫』 
 

期  日：８月２０日（月）９：４５ ～１６：３０    懇親会 17:30～19:30 

        ８月２１日（火）１０：００～１４：３０ 

会  場：国立大学法人上越教育大学（新潟県上越市山屋敷町１番地）  

参加者：１５０名 

主  催：国立大学法人上越教育大学 上廣道徳教育アカデミー 

共  催：公益財団法人上廣倫理財団 

後  援：新潟県教育委員会、上越市教育委員会、新潟県・新潟市小学校教育研究会 

      新潟県中学校教育研究会 

 

〈大会実行委員長〉 

上越教育大学上廣道徳教育アカデミー 所長 

上越教育大学大学院教授 

早川 裕隆 
TEL/FAX        025-521-3515 

E- mail           hayakawa@juen.ac.jp 

 

〈事務局・連絡先〉 

上越教育大学上廣道徳教育アカデミー 

特任教授 

大会実行委員会事務局長  小宮 健 

住所          〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地 

TEL / FAX   025-521-3323 / 025-521-3305 

E- mail       academy@juen.ac.jp 

ホームページ  http://www.juen.ac.jp/400academy/ 



日  程 （敬称略） 

◆ １日目 ◆  平成３０年８月２０日（月）９時１５分より受付開始  

 09:15  ●受付開始  

 09:45   開会式 特別講義室（講３０１） 

 10:10   ●道徳授業ワークショップ（午前） 

     Ａ会場：齋藤 眞弓（つくば国際大学東風小学校講師） 

     「道徳科授業のねらいとする価値についてのおさえ」 

     Ｂ会場：毛内 嘉威（秋田公立美術大学教授・副学長） 

     「道徳授業づくりと評価」 

 11:30    

    休    憩 （昼    食）※学生食堂を利用できます。 

 12:20   ●道徳授業ワークショップ（午後） 

     Ａ会場：沖縄道徳セミナー（上地 完治：琉球大学教授） 

     「『考え、議論する』道徳授業づくりのために必要なこと 

                                  ～教師も考え議論しよう～」 

     Ｂ会場：ＫＴＯ道徳授業研究会（加藤 宣行：筑波大学附属小学校） 

     「発問を変え、道徳授業を変える」 

  13:40 

    休    憩  

  13:55   ●シンポジウム：テーマ「道徳の教科書の効果的な活用と指導方法の工夫について」 

    特別講義室（講３０１） 

    ○シンポジスト 

    馬場 勝（文部科学省教科書調査官）（提案 14:00 ～ 15:00） 

    毛内 嘉威（秋田公立美術大学教授・副学長）（提案 15:00 ～ 15:20） 

    田沼 茂紀（國學院大學人間開発学部長） （提案 15:20 ～ 15:40） 

    ○コーディネーター 

    林 泰成（上廣道徳教育アカデミー統括監督者・上越教育大学副学長） 

 16:30   終    了 

 17:30   ●懇 親 会 （場所：高陽荘：上越市西城町 3-6-22）会費 5,000 円 

    ※希望者には、会場までバスが利用できます（参加申込書での事前申し込みが必要） 

 19:30   終    了 

 

◆ ２日目 ◆  平成３０年８月２１日（火）９時３０分より受付開始 

 09:30  ●受付開始 (講２０１) （予定） 

 10:00   開会 

 10:05   ●模擬授業   研修１   （講２０１）（予定） 

 11:40   北川沙織（愛知県名古屋市立小坂小学校教諭） 

    休    憩 （昼    食）※学生食堂を利用できます。 

 12:40   ●模擬授業  研修２     （講２０１）（予定） 

    龍神美和（大阪市立ときわ台小学校教諭） 

14:10  ●閉会行事・終了 



参加申込み・注意事項 

 
〇上越教育大学上廣道徳教育アカデミー ・道徳教育研究大会に参加を希望される方は、下記アカデミー事

務局まで、E メール、または FAX にてお申し込みください。お申込みいただいた方から先着順に１５０

名の方に原則、メールに添付して参加証をお送りいたします。 
〇参加費は無料です。  ただし 1日目の懇親会は別途 5,000 円が必要です。 

○懇親会費は当日に受付にてお支払下さい。 

○駐車場は、大学駐車場を利用できます。 

 

上越教育大学上廣道徳教育アカデミー ・道徳教育研究大会 参加申込票 

 

〇申込み先 

上越教育大学上廣道徳教育アカデミー 

住所     〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町１番地 

E-mail   academy@juen.ac.jp 

FAX      025-521-3305 
 

○申込み締め切り日    平成30 年7 月31 日（火） 

※定員を超えた場合は、その前に締め切ることもあります。 

申込日 平成３０年    月    日 

ふりがな  ふりがな  

氏   名 
 

 
ご 所 属  

連絡先 〒                        （   ご自宅  ・   勤務先   ○でお囲み下さい） 

  

 

 

Tel.                                  Fax.                      

E-mail 

参加日時 
（○でお囲み

下さい） 

20 日午前（ワークショップ） 20 日午後（ワークショップ） 

20 日午後（シンポジウム） ・21 日（午前）        ・21 日（午後） 

ワーク 
ショップ 

 
参加希望 

（○でお囲み

下さい） 

午前 Ａ会場    ・     Ｂ会場 

懇親会 
（○でお囲み

ください） 

参加する  ・  参加しない 
 

※参加費は、当日受付でお支払い下さ

い。キャンセル（メールにてお願いし

ます）は、8/15 以降は全額頂戴いた

します。 
午後 Ａ会場     ・     Ｂ会場 

会場の設営上・人数調整のため希望以外の会

場になる場合があります。 

会場までの無料バス利用の希望 
 

有    ・    無 

ご質問・ 

ご連絡欄 

 



上越教育大学上廣道徳教育アカデミーの概要及び活動 

上越教育大学上廣道徳教育アカデミー（以下「アカデミー」）は、上越教育大学に初めて

設置された寄附研究部門です。 

主な活動の一つは、道徳教育全般及び道徳科授業の研修の推進・充実のために、アカデ

ミースタッフを講師として派遣（無償）することです。派遣の対象としては、新潟県内外

の小中学校、教育委員会や教育センター、道徳教育研究団体を中心とします。 

（新潟県外の場合は、原則的に交通費（実費）のご負担をお願いしております。） 

二つ目は、県及び市町村教育委員会や教育センターと連携した、教員のための道徳教育

研修講座の開設・実施です。 

 

上廣道徳教育アカデミースタッフの紹介 

 

・林 泰成     統括監督者（副学長・兼務教員） 

・早川 裕隆   所長（教授・兼務教員） 

・小宮 健     特任教授 

・佐藤 賢治   研修支援コーディネーター 

・水澤  一    事務補佐員 

 

 

 右から林、小宮、早川、佐藤、水澤 

 

   アカデミーへの研修派遣に関する手続きと費用について 

   ☆研修への講師派遣について 

     まずは、メールにて、派遣希望日と希望される研修の内容、申込者（学校）の連絡先をお

知らせ下さい。 

※ご連絡、お問い合わせは、下記にお願いします。 

メールアドレス  academy@juen.ac.jp 

TEL/FAX         025-521-3305 

※なお、派遣の調整のため、候補希望日を複数日お示しください。内容等を確認させてい

ただき、派遣する教員と日時についてお知らせいたします。 

   ☆費用について 

謝礼や交通費の費用負担は不要です。ただし、新潟県外や一部上越市から距離のある県内

についてはご負担頂く場合があります。また、当日使う資料の印刷や機器の準備などは、

ご協力をお願いいたします。 

なお、より良い研修内容を研究していくこともアカデミーの役割となっておりますので、

効果測定などのアンケートをお願いする場合もございます。 

 
道徳の教科化の成否は、実際に子どもたちと授業を創造する、お一人お一人の先生方の実践

にかかっています。アカデミーの積極的な活用を、お待ちしております。 


