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全小道研第３０回中部地区小学校道徳教育研究大会 

平成２９年度静岡県教育研究会道徳教育研究大会 

   静 岡 大 会 の ご 案 内（第二次案内） 

中部地区各県教育委員会教育長様 
各 教 育 事 務 所 長 様 
各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 様 
各 学 校 長 様 
関 係 者 様 

 
中部地区小学校道徳教育研究会 
静岡県教育研究会道徳教育研究部会 

   会  長  相 馬  美 樹 子 

時下、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、本年度標記大会を静岡県沼津市において、下記のとおり開催することになりました。静岡県で
は、大会主題「よりよく生きるための基盤となる道徳性の育成」を目指し、研究実践に取り組んでまい
りました。 
 つきましては、研究成果の一端を公開し、参加された先生方よりご指導とご助言を賜りたく存じます
とともに、各県の優れた研究の成果を交流し合い、「特別の教科 道徳」を踏まえた道徳教育の推進の
ために学び合いたいと考えております。 
ご多用の折とは存じますが、多くの皆様にご参会をいただきたくご案内申し上げます。 

１ 大会主題 
 
 
２ 大会期日  平成２９年１１月１日（水） 理事会・レセプション 
                ２日（木） 公開授業・分科会・全体会・記念講演 
 
３ 大会会場  沼津市立第五小学校  （公開授業 会場） 
               〒410-0046 沼津市米山町９-１    ℡ 055-921-0355 
        プラサヴェルデ  （理事会・レセプション・分科会・全体会 会場） 
               〒410-0801 沼津市大手町 1-1-4    ℡ 055-920-4100 

４ 参 加 費  ２,０００円 （静岡県外からの一般参加者） 
 
５ 主催･後援   
   ＜主催＞ 全国小学校道徳教育研究会 中部地区小学校道徳教育研究会 
        静岡県教育研究会道徳教育研究部会 
   ＜後援＞ 静岡県教育委員会・沼津市教育委員会・御殿場市教育委員会・清水町教育委員会 
        長泉町教育委員会・裾野市教育委員会・小山町教育委員会・三島市教育委員会 
        伊豆の国市教育委員会・伊豆市教育委員会・熱海市教育委員会 
        伊東市教育委員会・函南町教育委員会 

よりよく生きるための基盤となる道徳性の育成 

～考え、議論する道徳を通して～ 

６ 大会日程   
 ◆１１月１日(水)  16:30    17:00       18:30            20:00 

受付 理事会 レセプション 【会場：プラサヴェルデ】 

 ◆１１月２日(木) 
9:00   9:25      10:10  10:40       12:10   13:10       14:10   14:20       15:50  16:00 

受付 公開授業 移動 分科会 昼食 全体会 休憩 記念講演 閉会式 

沼津五小 プラサヴェルデ 

 



７ 公開授業(9:25～10:10) 

学年・組 授業者 主題名 内容項目 教材名（出典） 

１年１組 松下 敬子 友達に優しく Ｂ 友情、信頼 
プレゼント 

『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

１年２組 廣瀨 奈菜 目標に向かって最後まで 
Ａ 希望と勇気、努力

と強い意志 

さかあがり 

『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

１年３組 生松 朋子 あたたかいこころで Ｂ 親切、思いやり 
はしの上のおおかみ 

『わたしたちの道徳』(文科省) 

２年１組 鈴木 大樹 あたたかな心で Ｂ 親切、思いやり 
バスの中で 
『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

２年２組 渡邉 治子 正直にまっすぐのびのびと Ａ 正直、誠実 
われた花びん 
『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

２年３組 原 恵理子 めあてにむかって 
がんばる心 

Ａ 希望と勇気、努力
と強い意志 

一りん車のり 
『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

３年１組 大村 智子 相手のことを思って Ｂ 親切、思いやり 
モーターカー作り 
『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

３年２組 當間さよ子 ねばり強くがんばりぬく心 
Ａ 希望と勇気、努力

と強い意志 
ふけるようになったリコーダー 
『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

３年３組 松永 千夏 素直な心 Ａ 正直、誠実 
ぼくの失敗 

『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

４年１組 内村 裕美 目標をもってねばり強く 
Ａ 希望と勇気、努力

と強い意志 
きっとできる 
『私たちの道徳』(文科省) 

４年２組 岡村 一樹 動物の命 Ｄ 生命の尊さ 
ケンタを助けよう 

『こころゆたかに』(静岡教育出版社) 

４年３組 上村 淳一 こまっている人の 
立場になって 

Ｂ 親切、思いやり 
駅でのできごと 
『心ゆたかに』(静岡教育出版社) 

５年１組 村上 知生 努力のあとに Ａ 希望と勇気、努力
と強い意志 

校内マラソン大会 
『心ゆたかに』(静岡教育出版社) 

５年２組 岩﨑 裕美 誠実に生きる Ａ 正直、誠実 
手品師 

『心ゆたかに』(静岡教育出版社) 

５年３組 内田 恵理 家族の一員として Ｄ 生命の尊さ 
母からもらったもの 
『心ゆたかに』(静岡教育出版社) 

６年１組 稲村  恵 公正・公平な態度とは Ａ 善悪の判断、 
自律、自由と責任 

お別れサッカー大会 
『心ゆたかに』(静岡教育出版社) 

６年２組 長島須美子 信念をつらぬいて Ａ 希望と勇気、努力
と強い意志 

ヘレンと共に－アニー・サリバン－ 
『私たちの道徳』(文科省) 

６年３組 久保田 勇 誰もが気持ち良く 
過ごすために 

Ｃ 規則の尊重 
お客様 
『小学校道徳読み物資料』（文科省） 

なかよし１組 井上 東洋 本当の友だちって Ｂ 友情、信頼 
ぼくよりダメなやつが来た 
アニメ『ドラえもん』 

なかよし２組 鈴木 啓介 相手の気持ちを考えて Ｂ 親切、思いやり 
ちいさい迷子さん 

ＮＨＫ Ｅテレ『銀河銭湯パンダくん』 

 

８ 課題別分科会(10:40～12:10) 

 

第１テーマ 自己の生き方について考えを深める道徳の時間の工夫 

分科会 提案者 司会者 助言者 記録・運営委員 

第１分科会 
(低学年) 

羽間 弘美 教諭 
愛知県瀬戸市立東明小学校 

水野  朗  教諭 
愛知県瀬戸市立八幡小学校 

山田 滋生  校長 
愛知県瀬戸市立西陵小学校 

平井 可奈子 教諭
静岡県伊豆市立中伊豆中学校 

牧野 展子  教諭 
静岡県伊東市立南小学校 

稲葉 亜紀  教諭 
静岡県伊東市立池小学校 

小林 博之  校長 
静岡県御殿場市立御殿場南小学校 

稲田 光弘  教諭 
静岡県熱海市立熱海中学校 

第２分科会 
(高学年) 

井村 祐太  教諭 
石川県宝達志水町立相見小学校 

青山  智  校長 
石川県七尾市立徳田小学校 

池島 正芳  校長 
石川県中能登町立鹿西小学校 

岩崎 智宏  教諭 
静岡県清水町立清水小学校 

髙島 大生  教諭 
静岡県三島市立北上小学校 

中村  龍  教諭 
静岡県三島市立山田小学校 

湯山小百合    参事 
静岡県静東教育事務所 

野崎  翔  教諭 
静岡県裾野市立南小学校 



第２テーマ 全教育活動の要として補充・深化・統合する道徳の時間の工夫 

分科会 提案者 司会者 助言者 記録・運営委員 

第３分科会 
(低学年) 

畑  直哉  教諭 
愛知県名古屋市立小碓小学校 

三浦 文恵  教頭 
愛知県名古屋市立稲葉地小学校 

志治 健一  校長 
愛知県名古屋市立汐路小学校 

峰田 知子  教諭 
静岡県長泉町立南小学校 

岡本 倫子  教諭 
静岡県静岡市立清水飯田小学校 

山村 里夏  教諭 
静岡県静岡市立西奈南小学校 

南條 美穂  教頭 
静岡県静岡市立水見色小学校 

中野 博美  教諭 
静岡県静岡市立中藁科小学校 

第４分科会 
(高学年) 

山下 正悟  教諭 
岐阜県岐阜市立長良東小学校 

鈴木 伸一  教諭 
岐阜県岐阜市立長良小学校 

長谷川昇児  校長 
岐阜県北方町立北方西小学校 

加藤 美紀  教諭 
静岡県裾野市立東中学校 

萩原 さおり 教諭 
静岡県焼津市立大井川南小学校 

村松  直美 教諭 
静岡県焼津市立大井川南小学校 

稲森 孝之  教頭 
静岡県島田市立六合小学校 

落合 美加  教諭 
静岡県焼津市立焼津西小学校 

 

第３テーマ 家庭や地域社会、小・中との連携を活かした道徳教育の推進 

分科会 提案者 司会者 助言者 記録・運営委員 

第５分科会 
(低学年) 

小網 達也  教諭 
石川県津幡町立中条小学校 

浅見 淳一  校長 
石川県津幡町立笠野小学校 

桐山 一人  校長 
石川県内灘町立清湖小学校 

村上 智洋  教諭 
静岡県御殿場市立御殿場南小学校 

大場 順子  教諭 
静岡県磐田市立豊岡南小学校 

松本 真佐子 教諭 
静岡県磐田市立磐田中部小学校 

内田 卓雄   氏 
かいこう舎専任講師常葉大学大学院

初等教育高度実践研究科講師 

木下 直子  教諭 
静岡県磐田市立長野小学校 

第６分科会 
(高学年) 

松山  強  教諭 
福井県勝山市立鹿谷小学校 

渡辺 裕美  校長 
福井県福井市清水西小学校 

北内 範男  校長 
福井県勝山市立北郷小学校 

柏  莉那  教諭 
静岡県小山町立成美小学校 

井浪 和枝  教諭 
静岡県磐田市立田原小学校 

島田 玲子  教諭 
静岡県磐田市立福田小学校 

勝又 昭洋  校長 
静岡県沼津市立大岡南小学校 

金子 紀美子 教諭 
静岡県磐田市立磐田南小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 全体会（13:10～14:10） 進行 静岡県駿東地区道徳部代表教頭   松本 律子 
 
 (1)開会の挨拶   静岡県教育研究会道徳教育研究部  会 長  相馬美樹子 
 (2)主催者挨拶   全国小学校道徳教育研究会     会 長  鈴村 邦夫 
 (3)来賓祝辞    静岡県教育委員会         教育長  木苗 直秀 
 (4)歓迎の言葉   沼津市              市 長  大沼 明穂 
 (5)来賓紹介    大会実行委員会総務部       部 長  勝村 康幸 
 (6)基調提案    大会実行委員会研究部       正副部長 森 佐和子・須田 敏弘 
 (7)研究発表    沼津市立第五小学校         研修主任 長島須美子  
 
10 記念講演（14:20～15:50） 
 

講 師  赤堀 博行  氏   帝京大学大学院教職研究科教授    

（前 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官） 

演 題  「道徳科の特質を生かした学習指導の展開」 

11 閉会行事（15:50～16:00） 
 
 (1)お礼の言葉       大会実行委員会     実行委員長  青木 元広 
 (2)次期開催県会長挨拶   愛知県道徳教育研究会  会   長  村田  司 
 (3)閉会の挨拶       大会実行委員会     副実行委員長 上野 美幸 



【会場付近の地図と交通アクセス】 

 

【駐車場について】 

 ①プラサヴェルデ両脇の東西駐車場（有料：利用者割引券で一日５００円。東１５９台 西４４６台） 

プラサヴェルデ駐車場は他団体も使用しますので、できるだけ相乗りでお願いいたします。割引券 

は会場で引渡しします。 

 ②沼津第五小学校運動場東側の市所有地（法務局前）。（沼津・駿東の役員の皆様はこちらを使用して 

ください。更地のため悪天候時は足下が多少悪くなりますがご容赦ください） 

 

【大会申し込みについて】 

（１）別紙申込書に必要事項を記入し、FAXにて国際観光（株）へお申し込みください。 

（２）お問い合わせ先 

   ・申し込みついて  国際観光（株）東部営業所 

             「全小道研第３０回中部地区小学校道徳教育研究大会」担当：佐野・内藤  

              TEL 055-968-5931 FAX 055-968-5932 

   ・大会内容について 静岡県御殿場市立印野小学校 教頭 勝村由加利 

              〒412-0008 静岡県御殿場市印野 1710番地 

              TEL 0550-89-2533 FAX 0550-89-2874  

              Mail  wbs71503@mail.wbs.ne.jp  

 

駐車場（更

地役員用） 

ちゅう 

駐車場（有

料５００円） 

ちゅう 


