
子どもたちの豊かな生き方を支援するためにいまとこれからの心の教育を考える……

「総合的道徳教育プログラム」
第２回全学フォーラムのご案内

４つのフォーラムがあります
関心のあるフォーラムにぜひご参加ください

総合的道徳教育プログラム推進本部長　佐藤 郡衛

平成２３年２月１７日（木）～１８日（金）
本学N410 教室

日程の概要

Thu.

フォーラム第３部（１０:００～１２:００）

教員養成と教員研修～大学の「道徳の
指導法」の授業をめぐって（調査報告）

大学の「道徳教育の研究（道徳の指導法）」の授業分
析と、教育委員会調査の２つをもとに教員養成と教
員研修のかかわりを考えます。

フォーラム第４部（１３:００～１７:３０）

魅力ある道徳教育用教材の開発
（中間報告）

本学では、現在、多数の教材開発ワーキングが研究
を深めています。道徳教育で生かす教材の開発を
12のワーキングから報告いただきます。

2/17

Fri.
2/18

詳細 3ページ

フォーラム第１部（１０:００～１２:００）

心に響く体験学習プログラムの開発
（中間報告）

体験を通して豊かな心を育てる活動の在り方につい
て、３つのワーキングよりの報告とミニ講義によって
課題を深めます。

フォーラム第２部（１３:００～１６:３０）

心を育てる体験学習連携研究協力校の
取組（経過報告）

本学と連携して研究を進める小金井市、小平市、国分
寺市の体験学習プログラム開発連携研究協力校６校
の取組の経過を報告していただきます。

詳細２ページ

www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro

東京学芸大学は、平成２１年度より、特別経費による研究

「地域・学校と連携した『総合的道徳教育プログラム』の開発」を行っています。

その中で、現在、「道徳教育の推進教員養成プロジェクト」「魅力ある道徳教育教材開発プロジェク

ト」「道徳教育のための体験学習プロジェクト」の３つのプロジェクトが進行し、昨年度の２月には、第１回

全学フォーラムを開催し、多数の方のご参加を得ることができました。

本年度も２年目の様々な取り組みの成果を踏まえ、大学及び各学校における道徳教育の課題を共有化する

とともに、今後の研究と実践の方向性を探りたいと思います。ご多用の時期とは存じますが、多くの方

のご参加をお待ちしております。

なお、このフォーラムは認定ＦＤ研修会となっております。

東京学芸大学



１７：００　　 ※ 地域の代表者や関係者と、本プログラムの本部委員が一堂に会して、これからの道徳教育や連携の
                          在り方などについて協議します。

フォーラム第１部（１０:００～１２:００）
心に響く体験学習プログラムの開発（中間報告）
コーディネーター　松尾直博（本学准教授・推進本部員）

コーディネーター　松尾直博（本学准教授・推進本部員）

フォーラム第２部（１３:００～１６:３０）
心を育てる体験学習連携研究協力校の取組（経過報告）

１３：００　　 挨拶・趣旨説明

小学校３校の経過報告

１３：２０ 　　互いに信頼し、学び合って友情を深め、男女仲良く協力し助け合う児童の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小金井市立小金井第四小学校
１３：４５ 　　自然に親しみ、人とのかかわりの中で豊かな心を育む児童の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小平市立花小金井小学校
１４：１０　　 豊かな人間性・道徳性を育てる体験活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国分寺市立第十小学校
１４：３５　　 休憩

中学校３校の経過報告

１４：４５ 　　自然を大切にし、集団や社会とよりよい関係を作り上げるために、進んで行動できる生徒の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小金井市立小金井第二中学校
１５：１０ 　　キャリア教育における道徳性の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小平市立花小金井南中学校
１５：３５ 　　直接体験を深化させ、豊かな心の成長を図る工夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国分寺市立第三中学校
１６：００ 　　全体討議・情報交換アンケート依頼
１６：３０　　 閉会の挨拶

２月１７日
（木）
会場

本学Ｎ４１０教室

１０：００ 　　挨拶・趣旨説明
１０：１０ 　　思いやりの気持ちと命あるものを大切にする心情をはぐくむための「小動物サポートシステム」および
　　　　　　　 学習プログラムの開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　関田義博（附属小金井小学校）
１０：３０ 　　心の教育カリキュラムと実践― 伝統音楽の教材開発プロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　筒石賢昭（芸術・スポーツ科学系　音楽科教育分野）
１０：５０ 　　「心の芯」を耕す環境教育の体験学習プログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　原子栄一郎（環境教育実践施設・環境教育研究部門）
１１：１０ 　　ミニ講義心に響く体験活動と道徳教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講話者　小森伸一（本学准教授・推進本部員）
１１：４５ 　　全体討論
１２：００　　 終了

２

 総合的道徳教育プログラム開発協議会 （１７:００～ ）
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２月１８日
（金）
会場

本学Ｎ４１０教室

教員養成と教員研修～大学の「道徳の指導法」の授業をめぐって（調査報告）

フォーラム第３部（１０:００～１２:００）

コーディネーター　永田繁雄（本学教授・推進本部員）

魅力ある道徳教育用教材の開発（中間報告）

フォーラム第４部（１３:００～１７:３０）

コーディネーター　北詰裕子（本学講師・推進本部員）

１２：５０ 　　挨拶・趣旨説明　　　　　　　　
１３：００ 　　小学校理科生物分野における「生命尊重の態度」を育む教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　中西　史（自然科学系・理科教育学分野）
１３：２０ 　　日本の音環境と伝統音楽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　遠藤　徹（芸術・スポーツ科学系・音楽分野）
１３：４０ 　　「島の自然環境（琉球・奄美）」，「武蔵野台地の自然環境」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　高橋　修（自然科学系・宇宙地球科学分野）
１４：００ 　　児童・生徒の主体的な学習を支援する情報モラル・情報セキュリティ教育のためのｅラーニング教材と
　　　　　　　 システムの開発　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　森本康彦（情報処理センター）
１４：２０　　 価値葛藤型道徳教育教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　浅沼　茂（総合教育科学系・学校教育学分野）
１４：４０ 　　しなやかな道徳性を育てる思春期・青年期の児童生徒向け映像教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　松尾直博（総合教育科学系・臨床心理学分野）
１５：００ 　　休憩（２０分）
１５：２０　　 自己の生き方を考える道徳資料集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　和井内良樹（附属小金井小学校）
１５：４０　　 家庭科における命を題材とした視聴覚教材の開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　小野恭子（附属大泉小学校）
１６：００ 　　自然への感動を育む漢詩教材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　高橋忠彦（人文社会科学系・中国古典学分野）
１６：２０ 　　社会科地理的分野の特性をいかした中学校・道徳教育プログラムと教材開発　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　椿真智子（人文社会科学系・地理学分野）
１６：４０ 　　現代に生きるアンネ・フランク－ 異文化理解と偏見を学ぶ－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　吉谷武志（国際教育センター）
１７：００ 　　大気中の電場観測を通して地球の環境問題を知る～問題の解決と思いやりの心　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　鴨川　仁（自然科学系・物理科学分野）
１７：２０ 　　閉会の挨拶

１０：００ 　　挨拶・趣旨説明
１０：１０ 　　調査報告①　道徳教育に関する教育委員会を対象とした調査
　　　　　　　 調査報告②　教職科目「道徳教育の研究」における学生の意識変容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　藤澤　文（本学特任講師）
１０：５０ 　　論点提示
　　　　　　　　　　　指定討論者　若林　彰（小平市立小平第六小学校長）
　　　　　　　　　　　指定討論者　藤永芳純（大阪教育大学教授）
１１：１０ 　　全体協議
１１：４０　　 まとめ
１２：００ 　　終了

※右側の は、教材の主たる対象とする学校種別。小・中・高・特(特別支援）

３
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東京学芸大学

※本学のホームページ「学芸の推進活動」の中の「総合的道徳教育プログラム」のコーナーにも開催案内を掲載しています。

参加について

東京学芸大学学務部学務課・総合的道徳教育プログラム推進本部
〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1
TEL： 042-329-7190 　
FAX：042-329-7183 
E-mail：kokoro@u-gakugei.ac.jp

本件連絡先

本フォーラムは事前の申し込みは不要です。 参加ご希望の方は当日、直接会場にお越しください。
ご関心のあるフォーラムだけの参加も可能です。

http://www.u-gakugei.ac.jp/̃kokoro/

会場案内図
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