
「独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象

 

 

日時

 

場所 

            

日程 

           

           

          

           

   

 

本フォーラムは、独立行政法人教職員支援機構

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

また、本フォーラムは、プログラムの「

いじめ防止の指導」

主催：四国地域教職アライアンス

独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象

日時 令和２年

 香川大学教育学部内

            

 12 時 50 分～

13 時～ 

           

13 時 30 分

           

休 憩

14 時 25 分

休 憩

15 時 20 分

          

16 時 40 分～

        

           

   17 時 10 分～

本フォーラムは、独立行政法人教職員支援機構

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

また、本フォーラムは、プログラムの「

いじめ防止の指導」

主催：四国地域教職アライアンス

独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象

令和２年 ２月 １日（土曜日）

香川大学教育学部内 

            （教授法演習室：テニスコート東側の教室）

分～ 開会挨拶

    講話１

           植田

分～ 講話２

           七條

憩  

分～ 講話３

齋藤

憩  

分～  講 演

            坂本

分～ ディスカッション・道徳何でも

        進 

           回答者

分～ 閉 会

本フォーラムは、独立行政法人教職員支援機構

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

また、本フォーラムは、プログラムの「

いじめ防止の指導」をめざした事業

主催：四国地域教職アライアンス

独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象

１日（土曜日）

 四国地域教職アライアンス

（教授法演習室：テニスコート東側の教室）

開会挨拶 

講話１ 道徳科の授業づくり：

植田 和也（香川大学教職大学院

講話２ 心に響く

七條 正典（高松大学

講話３ 教材分析を大切にした

齋藤 嘉則（東京学芸大

演 「道徳科におけるユニバーサルデザイン」

坂本 哲彦（山口市立上郷小学校

ディスカッション・道徳何でも

 行 植田 和也

回答者 七條 正典

齋藤 嘉則

坂本 哲彦

山本 木ノ実（香川大学教職大学院

金綱 知征

会 

本フォーラムは、独立行政法人教職員支援機構

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

また、本フォーラムは、プログラムの「

めざした事業の一環として

主催：四国地域教職アライアンス

独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象

１日（土曜日）12:50 

四国地域教職アライアンス

（教授法演習室：テニスコート東側の教室）

道徳科の授業づくり：

和也（香川大学教職大学院

心に響く道徳科の授業づくり

正典（高松大学 教授

教材分析を大切にした

（東京学芸大学教職大学院

「道徳科におけるユニバーサルデザイン」

哲彦（山口市立上郷小学校

ディスカッション・道徳何でも

 和也 （香川大学教職大学院

 正典 （高松大学

 嘉則 （東京学芸大学

 哲彦 （山口市立上郷小学校

 木ノ実（香川大学教職大学院

 知征 （香川大学教職大学院

本フォーラムは、独立行政法人教職員支援機構の受託事業「

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

また、本フォーラムは、プログラムの「SP3 社会の変化と子供の心

一環として実施します。

主催：四国地域教職アライアンス 香川大学センタ－、香川大学教職大学院

独立行政法人教職員支援機構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業

 ～ 17:10 

四国地域教職アライアンス 香川大学センタ－

（教授法演習室：テニスコート東側の教室）

道徳科の授業づくり：解説より

和也（香川大学教職大学院 教授

授業づくり 

教授） 

教材分析を大切にした道徳科の授業づくり

教職大学院 

「道徳科におけるユニバーサルデザイン」

哲彦（山口市立上郷小学校 校長）

ディスカッション・道徳何でもＱ＆Ａ 

（香川大学教職大学院

（高松大学 教授）

（東京学芸大学教職大学院

（山口市立上郷小学校

木ノ実（香川大学教職大学院

（香川大学教職大学院

の受託事業「

構連携教職大学院を対象とする地域センター支援事業」として、関係機関との連携を図り

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

社会の変化と子供の心

実施します。

香川大学センタ－、香川大学教職大学院

とする地域センター支援事業

 

香川大学センタ－

（教授法演習室：テニスコート東側の教室） 

解説より基本的事項の確認

教授） 

 

授業づくり 

 教授） 

「道徳科におけるユニバーサルデザイン」 

校長）  

 

（香川大学教職大学院 教授）

教授） 

教職大学院 教授）

（山口市立上郷小学校 校長）

木ノ実（香川大学教職大学院 教授）

（香川大学教職大学院 准教授

の受託事業「独立行政法人教職員支援機

として、関係機関との連携を図り

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。

社会の変化と子供の心 道徳教育ならび

実施します。  

香川大学センタ－、香川大学教職大学院

とする地域センター支援事業

 

香川大学センタ－ 

 

基本的事項の確認 

 

 

教授） 

教授） 

校長） 

教授） 

准教授） 

独立行政法人教職員支援機

として、関係機関との連携を図り

ながら四国地域の特色を生かした広域連携型プログラムの構築をめざすものです。 

道徳教育ならび

香川大学センタ－、香川大学教職大学院

とする地域センター支援事業」 

独立行政法人教職員支援機

として、関係機関との連携を図り

道徳教育ならびに

香川大学センタ－、香川大学教職大学院 



申 込 締 切：令和２年 1 月 ２９日（水）午後５時必着 

送 付 先：〒760-8522 高松市幸町１－１ 香川大学教育学部 植田研究室 

FAX：087-832-1509 E-mail: k-ueta@ed.kagawa-u.ac.jp 

問い合わせ先：香川大学教育学部（教職大学院教授）植田和也 TEL087-832-1509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- -- -- -- -- --- き り と り せ ん--- -- -- -- -- 

     （送付書は結構ですので、この参加申込み票のみでお願いします。） 

香川大学教育学部植田研究室 宛 FAX：087-832-1509 

（道徳教育フォーラム  ２月１日 in 香川大学センター） 

参加申込み票 

参加希望者氏名
ふ り が な

 

 

 

 

学 校 名 

（所 属） 

 

 

連 絡 先 

TEL： 

 

会場: 香川大学 

センター 

 

 

★ 

N
 

※ 駐車可能台数

には限りがありま

すので、ご来場の

際は公共の交通機

関もしくは学外の 

駐車場をご利用く

ださい。やむを得

ず本学内の駐車場

をご希望の方は、

あらかじめご連絡 

ください。 

会場 


