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第５８回全国小学校道徳教育研究大会 
第３５回中部地区小学校道徳教育研究大会   福福  井井  大大  会会（最終案内） 

 
時下、貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
さて、表記の研究大会を下記のとおり、福井県福井市において開催いたします。 
つきましては、道徳教育の充実・発展のために、全国各地より皆様方に御参加いただき、御指導な

らびに御助言を賜りたく、ここに御案内申し上げます。 

 

大会主題  

 

 

 

 

 

 

期  日   令和４年１１月１７日（木）・１８日（金） 

 

会  場  
【１日目】全体会・公開授業・学年別分科会 

全体会・公開授業 
学年別分科会 

福井市中藤小学校 
福井市高柳３丁目 3001  
℡:0776-54-3823 

全国理事会 
ＡＯＳＳＡ  
福井市地域交流プラザ 

福井市手寄１丁目 4-1 
℡:0776-20-1535 

  
【２日目】課題別分科会・開会行事・指導講話・記念講演・閉会行事 

課題別分科会 

第１分科会 
ＡＯＳＳＡ  
福井市地域交流プラザ 

福井市手寄１丁目 4-1 
℡:0776-20-1535 

第２分科会 
福井県国際交流会館 

福井市宝永３丁目 1-1 
℡:0776-28-8800 第３分科会 

第４分科会 福井県教育センター 
福井市大手２丁目 22-28 
℡:0776-23-1887 

開会行事・基調提案 
指導講話・記念講演 

閉会行事 
ＡＯＳＳＡ 県民ホール 

福井市手寄１丁目 4-1 
℡:0776-87-0003 

 

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  福井県小学校教育研究会道徳部会 

 
後  援   文部科学省     福井県教育委員会     福井市教育委員会 

福井県小学校長会    福井県小学校教育研究会    福井市小学校長会 
        
協  賛   （公益財団法人）上廣倫理財団 

（公益財団法人）日本教育公務員弘済会福井支部 
（公益財団法人）ちゅうでん教育振興財団 

自己を見つめ、豊かに関わり、                  共によりよく生きる力を育む道徳教育 
～深い学びに向かう道徳科の創造～ 



 

大会日程 

【１日目】全体会・公開授業・学年別分科会（会場：福井市中藤小学校） 
   12:30      13:00     13:30 13:45       14:30  14:45       16:00 17:00       18:00 

受付 全体会 移動 公開授業 移動 学年別分科会  全国理事会 
 

〈公開授業〉 

学年・組 授業者 主題名 内容項目 教材名※ 

１年１組 木村 紗緒里 わがままをしないで A 節度、節制 「かぼちゃのつる」 

２年１組 西川   竜也 
周りの人のことを 

考えて 
C 規則の尊重 「きいろいベンチ」 

３年２組 出雲   達也 よい友だち B 友情、信頼 「なかよしだから」 

４年２組 桶屋   武志 
相手の思いを 

考えて 
B 親切、思いやり 「ゆうきの心配」 

５年３組 三崎 光太郎 
だれに対しても 

思いやりをもって 
B 親切、思いやり 

「ノンステップバスでの 

できごと」 

６年２組 大石   貴弥 
自分の自由を 

大切にして 

A 善悪の判断、 

自律、自由と責任 
「修学旅行の夜」 

なかふじ 

T1 五十嵐 志穂 

T2 佐々木 有紀子 

T3 山本   哲也 

みんなのよいところ A 個性の伸長 「ぼくのこときみのこと」 

※教材は１～６年：新訂 新しい道徳（東京書籍）、特別支援：自作教材 

 

〈学年別分科会〉 

学年 指導助言 司会 記録 分科会責任者 

１年 
福井市教育委員会学校教育課 

指導主事 髙村 剛史 

福井市木田小学校 

教諭 道前 幸代 

永平寺町松岡小学校 

教諭 河合 佳江 

鯖江市吉川小学校 

教頭 中村 利幸 

２年 
坂井市教育委員会学校教育課 

指導主事 永田 賀保 

福井市社南小学校 

教諭 瀧波 佑圭 

福井市豊小学校 

教諭 南東 美佐 

坂井市立大関小学校 

教頭 藤野 秀樹 

３年 
鯖江市教育委員会学校教育課 

指導主事 青木 礼史 

福井市湊小学校 

教諭 西 麻佑美 

福井市日新小学校 

教諭 谷   真希 

越前町立朝日小学校 

校長 大川 伸介 

４年 
越前市教育委員会教育振興課 

指導主事 朝倉 匡哉 

福井市啓蒙小学校 

教諭 安間 明美 

福井市社西小学校 

教諭 小林 恵子 

あわら市伊井小学校 

校長 堂下 敬子 

５年 
永平寺町教育委員会学校教育課 

指導主事 今川 慎也 

福井市円山小学校 

教諭 道場 亜寿香 

福井市酒生小学校 

教諭 齋藤  創 

高浜町立高浜小学校 

校長 朽木 史昌 

６年 
福井県教育庁義務教育課 

指導主事 窪田 乃里子 

福井市社北小学校 

教諭 金林  優 

福井市志比小学校 

教諭 川﨑 麻美 

美浜町立美浜中央小学校 

教頭 川畑 成央 

特別

支援 

福井県教育庁高校教育課 

特別支援教育室 

指導主事 前田 由紀 

福井市順化小学校 

教諭 強力 香苗 

福井市麻生津小学校 

教諭 伊部 智子 

若狭町立瓜生小学校 

教頭 城谷 俊臣 

 

〈全国小学校道徳教育研究会理事会〉 

時間 会場（受付１６時４５分～）※ 

１７時～１８時 ＡＯＳＳＡ ６階 福井市地域交流プラザ  研修室６０１ 

※対面とオンラインの併用による開催 



 
【２日目】課題別分科会・開会行事・基調提案・指導講話・記念講演・閉会行事 
8:30   9:00   10:40   11:20        12:10  13:10      14:10 14:20      15:50     16:20 

受付 
課題別 
分科会 

移動 
開会行事 
基調提案 

昼食 指導講話 休憩 記念講演 閉会行事 

 
〈課題別分科会〉 

第１分科会 「道徳科を核とした道徳教育の推進」 
会場：AOSSA ６階 福井市地域交流プラザ 研修室６０１ 

分科会責任者：敦賀市立沓見小学校 教頭 夛田 昌代 

記録：福井市旭小学校 教諭 中村 亮太 

提 

案 

鹿児島市立西紫原小学校 

教諭 諸平 幸奈 司 

会 

鹿児島市立田上小学校 

教諭 別府 亮太 

指 

導 

助 

言 

鹿児島市立玉江小学校 

教諭 池田 俊彦 

北島町立北島南小学校 

教諭 住友 園子 

西条市立国安小学校 

校長 山岡 健二 

四万十町立十川小学校 

校長 徳広 茂生 

第２分科会 「児童一人一人が主体的に学ぶ道徳科の実践」 
会場：福井県国際交流会館 ２階 第１・第２会議室 

分科会責任者：高浜町立高浜小学校 校長 朽木 史昌 

記録：福井市西藤島小学校 教諭 酢谷 和生 

提 

案 

浜田市立原井小学校 

教諭 湯村 紗都子 司 

会 

浜田市立原井小学校 

校長 齋藤 祥文 

指 

導 

助 

言 

浜田教育事務所 

指導主事 佐々木 成之 

箕面市立中小学校 

教諭 西野 七海 

箕面市立とどろみの森学園 

教諭 谷口   徹 

貝塚市立西小学校 

校長 川崎 雅也 

第３分科会 「家庭・地域や学校相互間の連携を生かした道徳教育の充実」 
会場：福井県国際交流会館 ３階 特別会議室 

分科会責任者：美浜町立美浜中央小学校 教頭 川畑 成央 

記録：永平寺町志比北小学校 教諭 夛田 久幸 

提 

案 

富士宮市立白糸小学校 

教諭 萩原 恵里 

司 

会 

富士宮市立大宮小学校 

教諭 竹川 修平 

指 

導 

助 

言 

富士宮市立西小学校 

校長 青木 佳代 

横浜市立原小学校 

主幹教諭 松野 歩見 

横浜市立白幡小学校 

校長 望月 重晴 

横浜市教育委員会事務局 

学校教育企画部 

小中学校企画課企画係 

指導主事 佐野亜紀子 

第４分科会 「現代的な課題に対応する道徳教育」 
会場：福井県教育センター ４階 大ホール 

分科会責任者：若狭町立瓜生小学校 教頭 城谷 俊臣 

記録：永平寺町上志比小学校 教諭 大道 千恵美 

提 

案 

仙台市立新田小学校 

教諭 駄賃場  志乃 司 

会 

仙台市立片平丁小学校 

教諭 石山 宏美 

指 

導 

助 

言 

仙台市立原町小学校 

校長 須藤 洋 

北海道教育大学附属函館小学校 

教諭 上田 知沙都 

函館市立駒場小学校 

教諭 古谷 賢一 

函館市立東山小学校 

校長 永井 貴之 

 

基調提案 

  「自己を見つめ、豊かに関わり、 共によりよく生きる力を育む道徳教育」 

～深い学びに向かう道徳科の創造～ 

        福井県小学校教育研究会道徳部会研究部長 南越前町立南条小学校 校長 

                                                                        今村 公一 

指導講話 

講師 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 

国立教育政策研究所教育課程研究センター 

研究開発部  教育課程調査官                         浅見  哲也  氏        

演題 「道徳教育実施状況調査から見られる道徳教育推進上の課題と展望」 

 



記念講演 

講師 福井県立福井商業高等学校 チアリーダー部 ＪＥＴＳ 顧問 五十嵐裕子 氏 

チアダンスに魅せられ、全くの未経験ながら全米チアダンス選手権大会  優勝という目

標を掲げ、福井県立福井商業高等学校のバトン部をチアリーダー部へと変革した体育教

師、五十嵐裕子さん。２００９年全米初優勝の奇跡は、広瀬すずさん主演の『チア☆ダン』

という映画にもなり、大きな反響を呼びました。どんな挫折にも屈することなく「夢は叶う」

「人は変われる」という信念を貫いてこられた歩みをお話しくださいます。 

 

演題 「生徒の可能性を拓く ～明るく素直に美しく～ 」   ※チアリーダー部 ＪＥＴＳ出演 

『ＪＥＴＳ（ジェッツ）』というチーム名には、「高校３年間は

短い。だから、ジェット噴射の如く一気にレベルアップし、大

空を飛ぶが如く世界に羽ばたいてほしい。」という願いが込

められています。 

部員のほとんどが、ダンス初心者の素人集団ですが、

「明るく素直に美しく」をモットーに、夢と希望を持ち、全国

大会でも多くの上位入賞を成し遂げています。 

 

〔活動実績〕 ・全米チアダンス選手権大会 優勝 9回 

・全日本チアダンス選手権大会 優勝 9回 

・映画・ドラマ「チア☆ダン」のモデル 

・テレビ番組出演多数  

「世界の果てまでイッテＱ！」 

「さんま・玉緒のお年玉 あんたの夢を叶えたろかＳＰ」 

「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」 

※ＪＥＴＳのパフォーマンスは、YouTubeの動画でも多数配信されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○c福井県 



大会参加申込について 

○参加費は資料代を含め、税込５，０００円です。 

○申込期間は８月２４日（水）から９月３０日（金）までです。右のQRコードを

読み取るか、下記の大会申込 URL にアクセスし、申込フォームに必要事

項を入力してください。 

  参加費等の振込は１０月１４日（金）までにお願いします。 

〈大会申込 URL〉 

〈大会申込に関する問い合わせ〉 

株式会社 JTB ビジネストランスフォーム中部ＭＩＣＥセンター 

〠450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-16-30 東海ビルディング５階 

 ☎ (0５２)４４６-５０９９   ✉ doutokufukui2022@jbx.jtb.jp 

                              ※受付時間：月曜～金曜 １０：００～１７：００ 土日・祝日は休業 

 

○本大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、一般参加者３５０名までの参加制限を設

けて開催します。参加上限に達した時点で申込を締め切らせていただきますので、御了承ください。 

○申込の際は、１日目公開授業と、２日目課題別分科会について、それぞれ第１希望・第２希望を御入

力ください。申し訳ありませんが、参観および参加につきまして、事務局で調整させていただきます。 

  調整後、１０月７日（金）までに申込フォームに入力していただいた連絡先にメールでお知らせします。 

○課題別分科会関係の皆様（提案者・司会者・助言者）も申込フォームでお申し込みください。申し訳

ありませんが、参加費もお願いします。なお、課題別分科会関係の皆様は、２日目参加の第２希望は

第１希望と同じものを御入力ください。 

○１日目のみ、２日目のみの参加も可能です。 

○１日目のみ、福井駅⇔公開授業会場校間で、シャトルバスを行き・帰りとも５便ずつの予定で運行し

ます（バス代は往復税込５００円）。路線バスもありますが、本数が少ないので、ぜひシャトルバスを御

利用ください。 

○２日目のみ、昼食（税込1,000円）希望をとります。受付は事前申込のみとさせていただきます。昼食

は当日１２：１０から１２：３０の間に AOSSA ６階 昼食会場前でお渡しします。 

事前申込をされない方は、会場周辺店舗を御利用ください。 

○新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催日程や内容を変更する場合があります。その際

は、申込フォームに入力していただいた連絡先にメールでお知らせします。 

○本大会に係る宿泊・弁当代金等は、国・各自治体の割引キャンペーン等の対象外です。 

       

その他  

○以下のＵＲＬまたはＱＲコードから福井県小学校教育研究会道徳部会のホームページを御覧いただ

くことができます。「福井大会について」の部分に PR動画をアップしましたので、ぜひ御覧ください。 

https://fukuikenndoutoklu.jimdofree.com/      

 

 

 

 

問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

【大会事務局】 

  事務局長  越前
えちぜん

市味
あじ

真野
ま の

小学校 校長 吉村
よしむら

 信彦
のぶひこ

 

  住    所  〠915-0023 福井県越前市池泉町 9-1 

  電話番号   (0778)27-1323 

FAX番号   (0778)27-2102 

  M A I L   (学校代表) ajimano_el@city.echizen.lg.jp 

(事務局)   s_yoshimura_2n@echizen.ed.jp 

https://branch.jtbbwt.com/j5776-0?utm_source=jtb_measure&utm_medium=1to1_
mail&utm_campaign=sales 

mailto:doutokufukui2022@jbx.jtb.jp
https://fukuikenndoutoklu.jimdofree.com/

