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全国小学校道徳教育研究会 

  会  長            小西   祐一 

第５６回関東地区小学校道徳教育研究大会       

埼玉大会実行委員長  藤澤 美智子         
第５６回 

  
第６１回  埼玉県道徳教育研究大会  さいたま大会 

＜最終案内＞  
大 会 主 題 

人としての生き方について考えを深め、 
よりよく生きる児童を育てる道徳教育の創造 

～ 学習指導要領が求める道徳教育の実践を通して  ～ 

 

時下、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、標記の研究大会を下記のとおり埼玉県さいたま市で開催いたします。 

つきましては、道徳教育のより一層の充実を図るため、各都県の先生方のご指導を賜りたく 

ご案内申し上げます。 

 

■期 日■      令和４年１１月１１日（金） 

■会 場■      埼玉県さいたま市立本太小学校 

〒330-0052  埼玉県さいたま市浦和区本太 2-26-25 

Tel 048-882-3007／Fax 048-811-1333 

■主 催■     全国小学校道徳教育研究会 
関東地区小学校道徳教育研究会 
埼玉県道徳教育研究会   

 
■後 援■     文部科学省  埼玉県教育委員会  さいたま市教育委員会 

      埼玉県公立小学校校長会  埼玉県中学校長会  さいたま市小学校校長会 
さいたま市中学校長会  埼玉県連合教育研究会  さいたま市教育研究会 
埼玉県 PTA連合会 公益財団法人日本教育公務員弘済会埼玉支部 

■協 賛■     公益財団法人上廣倫理財団 



■公開授業・研究協議会■ 

 
■課題別分科会■  

第１分科会 道徳科を要とした道徳教育の工夫Ⅰ（東京都・埼玉県） 
提案者 指導助言者 司会者 

①三鷹市立第二小学校 
教諭 川田 裕史 

北区立稲田小学校 
校長 吉田 友信 

国分寺市立第七小学校 
主任教諭 神谷 夏海 

②入間市立豊岡小学校 
教諭 広瀬 千尋 様 

入間市教育センター 
指導主事 村野 由佳 

入間市立藤沢南小学校 
教諭 山﨑 宏樹 

第２分科会 道徳科を要とした道徳教育の工夫Ⅱ（千葉県・埼玉県） 
提案者 指導助言者 司会者 

③千葉市立幕張西小学校 
教諭 加藤 秀和 

千葉市立松ケ丘小学校 
校長 尾高 正浩 

千葉市立泉谷中学校 
教諭 小宮山 雄平 

④さいたま市立柏崎小学校 
教諭 岩男 和樹 

さいたま市教育委員会 
指導主事 篠谷 瞳 

さいたま市立浦和大里小学校 
教諭 礒田 陽子 

第３分科会  道徳科における指導の工夫Ⅰ （神奈川県・埼玉県） 
提案者 指導助言者 司会者 

⑤川崎市立はるひ野小学校 
教諭 公文 加菜 

川崎市立玉川小学校 
校長 辰口 直美 

川崎市立長尾小学校 
教諭 本多 茂光 

⑥加須市立志多見小学校 
教諭 髙橋 敦子  

加須市教育委員会  
指導主事 秋山 天 

加須市立大越小学校 
教諭 関口 真由美 

第４分科会  道徳科における指導の工夫Ⅱ  （茨城県・埼玉県） 

提案者 指導助言者 司会者 

⑦城里町立桂中学校 
教諭 須藤 雅子  

茨城県水戸教育事務所 
指導主事 植松 陽子  

城里町立桂中学校 
教頭 小林 英典 

⑧寄居町立男衾小学校 
教諭 坂本 謙一郎  

寄居町教育委員会 
指導主事 髙橋 寿和 

寄居町立折原小学校 
教諭 瓜生 大祐 

第５分科会  道徳科における指導の工夫Ⅲ  （栃木県・埼玉県） 

提案者 指導助言者 司会者 

⑨益子町立益子西小学校 
教諭 内田 百合香 

真岡市教育委員会 
指導主事 泉水 史英 

真岡市立山前小学校 
校長 中島 浩之 

⑩さいたま市立上木崎小学校 
教諭 吉田 拓弘 

さいたま市教育委員会  
指導主事 日比 瑞輝 

さいたま市立大宮西小学校 
教諭 前島 秀一郎 

第６分科会  道徳科における評価の工夫   （群馬県・埼玉県） 

提案者 指導助言者 司会者 

⑪前橋市立城東小学校 
教諭 関田 理果 

前橋市教育委員会 
指導主事 福島 裕美 

前橋市立城東小学校 
教諭 深澤 翠 

⑫和光市立第五小学校 
教諭 古見 豪基 

和光市立北原小学校 
校長 船越 一英 

和光市立第五小学校 
教諭 大澤 龍 

敬称略 

番号 クラス 授業者 内容項目 教材名 出 典 

① １年３組 佐藤 祐亮 C 公正､公平、社会正義 みんないっしょだよ さいたま市道徳読み物資料集 

② １年４組 金子 智江 C 規則の尊重 のびてしまったせんろ さいたま市道徳読み物資料集 

③ ２年１組 田島 清香 B 友情、信頼 およげないりすさん 「はばたこう明日へ」教育出版 

④ ２年３組 小柳 里穂 A 希望と勇気,努力と強い意志 シロクマのクウ 「道徳読み物資料集」文部科学省 

⑤ ３年２組 高木さやか A 正直、誠実 まどガラスと魚 「はばたこう明日へ」教育出版 

⑥ ３年３組 小林  栞 D 生命の尊さ ヒキガエルとロバ 「私たちの道徳」文部科学省 

⑦ ４年１組 加藤 靖子 C 規則の尊重 雨のバスていりゅう所で 「私たちの道徳」文部科学省 

⑧ ４年３組 矢部 瑞貴 B 親切、思いやり 心と心のあくしゅ 「私たちの道徳」文部科学省 

⑨ ５年３組 河村 美穂 B 相互理解、寛容 銀のしょく台 「はばたこう明日へ」教育出版 

⑩ ５年４組 中川 裕介 C 規則の尊重 花火大会 さいたま市道徳読み物資料集 

⑪ ６年３組 高𣘺瑞穂子 B 相互理解、寛容 ブランコ乗りとピエロ 「はばたこう明日へ」教育出版 

⑫ ６年４組 吉村 和仁 C 公正､公平、社会正義 ひきょうだよ 「はばたこう明日へ」教育出版 

⑬ おおぞら３組 伊藤美果 A 善悪の判断、自律、自由と責任 自分をコントロール 「はばたこう明日へ」教育出版 



■当日の日程■ 
9:00  
 ～ 

9:25 

9:30  
 ～ 

10:15 

10:45 
  ～ 

11:30 

11:30 
 ～ 

12:30 

12:30  
 ～ 

13:15 

13:30 
  ～  

14:40 

14:50 
 ～ 
 16:10 

16:10 
 ～ 

16:30 

受付 公開授業 
公開授業 
研究協議会 

昼食 
(理事会) 

分科会 全体会 講演会 
引継ぎ 
セレモニー 

校庭 各教室 各教室 体育館 各教室 体育館 体育館 体育館 

■記念講演■     
■大会参加費■   ・大会参加費       ４，０００円 

・昼食代        １，０００円（希望者） 

■申込等■       ・申込方法   埼玉県以外の各都県の関ブロ理事の方にあらかじめ申込の枠を送りますので、都県ごと 

にまとめて、島方宛てにメールでお申込みください。参加者（来賓含む）は各都県の理事の 

方がとりまとめ、９月２２日（木）までに下記まで申込みいただきますようお願いいたします。 

 県内の先生方は個人で直接下記宛てにお申し込み下さい。その際、所属校、氏名、参加 

希望公開授業、参加希望分科会を第３希望まで番号で教えてください。また、昼食希望の 

有無もお願いいたします。 

※参加費の振込については、参加者各自が９月２２日（木）までに下の口座までにお願い 

いたします。昼食を希望する場合は一緒に代金を振り込んでください。大会参加費及び 

昼食代の領収書は当日お渡しいたします。 

 

・申込先   埼玉県幸手市立幸手中学校 島方勝弘宛のメール 

Mail  satte-tyu_pri@satte-stm.ed.jp  

 

・振込先   埼玉みずほ農業協同組合 幸手支店（店舗番号４８５９－０１３） 

口座番号 ００４３６８１ 普通 一般 

口座名義 サイタマケンドウトクキョウイクケンキュウカイ カイチョウ フジサワ ミチコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師  文部科学省初等中等教育局教育課程課  教科調査官  浅見  哲也  先生 

演題  『 子供一人一人の可能性を引き出す道徳教育  』 

※ 振込の際、お名前と学校名がわかるようお願いいたします。 
※ 振込の際、通帳に記載が１４文字程度となることから以下のとおりに入力してください。 
 
①埼玉 サ ： 東京 ト ： 神奈川 カ ： 千葉 チ ： 栃木 キ ： 茨城 イ ：  群馬 ク ： 甲信越 コ 
 
姓＋名（一文字）  キシチ（キシ チサトの場合）    
※長い苗字 大豆生田（オオマミュウダ）のような同姓同名がいない場合は姓だけで大丈夫です。 
代表でまとめる場合 タ３ 

 
②学校名＋小（幸手小） サッテシ    学校名＋中（幸手中） サッテチ 
 
例 埼玉県 幸手市立さくら小学校 岸千里（キシ チサト） 
  サ_キシチ_サクラシ     【10文字】 
   

 埼玉県 幸手市立幸手中学校 島方勝弘（シマカタ カツヒロ） 
  サ_シマカタカ_サッテチ  【12文字】  
   
埼玉県鴻巣市 3名分 代表 清水良江（シミズ ヨシエ） 

  サ_タ３_シミズヨ_コウノス 【1４文字】 



■大会会場案内■ 

 

   ・御来校の際には公共交通機関でお願いします。お車での御来校の際は、近隣の有料駐車場を 

   御利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交通案内＞ 

  鉄道 ・ＪＲ京浜東北線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、湘南新宿ライン 

        浦和駅東口より 徒歩１０分  浦和駅北口より 徒歩８分 

バス ・浦和駅東口バス乗り場１から乗車３分 

（国際興業バス 浦 01 浦 02 浦 03 浦 06 浦 09 浦 90）  

本太小学校入口下車 徒歩３分 

 

 

■問い合わせ先■ 

 

 

 

事務局    埼玉県幸手市立幸手中学校  校長  島方 勝弘 
   〒340－0111  埼玉県幸手市北 1-7-4  Tel  0480－42－0203    Fax  0480－42－0228 

 
Mail       satte-tyu_pri@satte-stm.ed.jp 

さいたま市立本太小学校 

さいたま市浦和区本太 2-26-25 

Tel 048-882-3007 


