
市町村推進組織名 会　場 校種 期　日 開始時刻 公開学年 備　考

室戸小学校 小 １０月２７日（火） 13:55 第５学年

室戸中学校 中 　１月２０日（水） 13:40 第１学年

中芸地区教育研究会道徳部会
(奈半利町・北川村・馬路村・田野町・安田町)

魚梁瀬中学校 中 １２月　９日（水） 14:00 第２・３学年
◆小規模・複式教育研究
地域指定研究発表公開授業

芸西村道徳教育推進委員会 芸西小学校 小 １１月２５日（水） 13:45 第６学年

赤岡中学校 中 　６月３０日（火） 13:00 第１・３学年 ◆講師：畿央大学　島　恒生　教授

岸本小学校 小 　７月　３日（金） 14:00 第２学年 ◆講師：畿央大学　島　恒生　教授

岸本小、香我美小、香我美中 小・中 １０月３０日（金） 13:30 全学級 ◆講師：畿央大学　島　恒生　教授

楠目小学校 小 　６月２６日（金） 13:45 第２学年
◆資料：わたしたちの道徳「黄
色いベンチ」

鏡野中学校 中 １１月１８日（水） 15:30 第１学年
◆資料：文部省読み物資料
「銀色のシャープペンシル」

十市小学校 小 　９月１１日（金） 9:35 第２学年

香南中学校 中 １１月１３日（金） 9:45 第１学年

本山町道徳推進協議会 本山小学校 小 １１月３０日（月） 14:55 第４学年
◆公開授業終了後、本山町道徳
推進協議会開催

土佐町道徳教育推進地区協議会 土佐町中学校 中 １０月１４日（水） 9:40 第１学年
◆小中ともに全学年参観可
能

大川村道徳教育推進協議会 大川小中学校 小・中 １０月２４日（土）
小10：40
中10：35 全学年

◆道徳参観日
◆家庭・地域との連携について協議
（「高知の道徳」の活用について）
11：30～

いの町道徳教育推進地区協議会 枝川小学校 小・中 　１月２０日（水） 14:05 第４・６学年 ◆町道徳推進教師悉皆研修

高岡中学校 中 　６月３０日（火） 14:45 第２学年

高石小学校 小 １１月１８日（水） 未定 第２学年

須崎市道徳教育推進協議会 吾桑小学校 小 　９月１０日（木） 14:00 第４学年 ◆事後研究

日高村道徳教育推進地区協議会 日高中学校 中 １２月１６日（木） 14:40 全学年

日高村佐川町学校組合　心の教育部会 加茂小学校 小 　６月　３日（水） 14:00 第６学年
◆小・中での事後研究
◆講話（中部教育事務所）

佐川中学校 中 　７月　７日（火） 14:40 第２学年

斗賀野小学校 小 ２月上旬 未定 未定

越知町連携教育推進委員会　道徳人権教育研究部会 越知小学校 小 １２月　２日（水） 14:25 第４学年
◆ワークショップ研究協議
◆講話（中部教育事務所）

中央小学校 小 　７月１３日（月） 14:30 第３・４・５学年

中央小、東津野中、
B＆G海洋センター

小・中 １１月　１日（日） 12:45 各学校1クラス

梼原中学校 中 　６月１７日（水） 13:30 第１学年

梼原小中学校 小・中 　６月２７日（土） 8:40 全学級

梼原中学校 中 １０月　８日（木） 10:40 第２学年

中土佐町道徳教育推進協議会 大野見中学校 中 　７月　２日（木） 13:35 第２学年 ◆講話：田邊重任准教授

四万十町教育研究会道徳教育部会 十川小学校 小 １１月１１日（水） 14:10 第４学年 ◆研究授業及び事後研

平成２7年度 市町村道徳推進協議会主催の公開研究会

＊学校の都合等により開催日等が変更になる場合がありますので、参加の際には事前に市町村教育委員会にお問い合わせください。
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室戸市教育研究協議会 道徳教育部会

南国市道徳教育推進地区協議会

土佐市道徳教育推進地区協議会

香南市道徳教育地域連携会議

香美市道徳教育推進地区協議会

佐川町道徳教育推進協議会

津野町道徳教育推進地区協議会

梼原町道徳教育推進地区協議会

９月末現在 
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黒潮町道徳教育研究会 上川口小学校 小 １２月　３日（木） 14:45 第３・４学年

具同小学校 小 １１月１７日（火） 13:00 各学年１クラス

中村西中学校 中 １１月１７日（火） 13:00 各学年１クラス

三原中学校 中 　６月１８日（木） 13:10 第２・３学年

三原小、三原中 小・中 　６月２１日（日） 13:40 全学級

三原小、三原中 小・中 １２月１１日（金） 13:10 全学級
地域指定研究発表会
◆講演：赤堀博行 教科調査官

土佐清水市道徳教育推進地区協議会 足摺岬小学校 小 １１月２７日（金） 13:40 全学級
第3・4学年は複式

大月中学校 中 　６月１８日（木） 14:25 第１学年 ◆事後研究

大月小学校 小 １０月　５日（月） 14:50 第２学年 ◆事後研究

松田川小学校 小 １１月１９日（木） 14:05 第２学年
◆研究協議
◆講話：徳弘純一校長（具同小）

小筑紫中学校 中 　９月２９日（火） 13:45 第３学年
◆研究協議
◆講話：福田千恵教諭（三原中）

高
知
市

高知市道徳教育地域連携会議 介良小、介良中 小･中 １１月２０日（金） 13:00 小・中各学年１クラス ◆研究発表会

四万十市・三原村
道徳教育推進地区協議会

西
　
　
部

宿毛市道徳教育推進委員会

◆研究協議
◆全体会（講演：小中学校課森
チーフ）
※幡多地区道徳教育研究大会

大月町道徳教育推進協議会


