
生き方教育研究会　平成10～25年度　事業一覧

年度 実施月日 種目 事業内容 講師・発表者 会場 参加数

6月25日(木) 講演会 青少年の生き方と文化 横浜市立大学教授　中西新太郎 アルカディア市ヶ谷 32

9月29日(火) 講演会 現代若者像 日本青少年研究所長　千石保 アルカディア市ヶ谷 24

2月18日(木) 見学研修会 ”総合学習”実践校の見学研修 玉川聖学院 40
5月21日(金) 見学研修会 ”特色ある教育”実践校の見学研修－礼法（中学１年） 調布学園 23

11月18日(木) 講演会 アジアの子どもたちのすてきな笑顔と出会って
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン事務局長
鶴田厚子

アルカディア市ヶ谷 27

2月22日(火) 講演会 私の教育論－学校というものの在り方、方向性への提言－ 映画評論家　日本映画学校校長　佐藤忠男 アルカディア市ヶ谷 35

3月10日(水) 講演会 教育におけるユーモアの役割（学校保健と合同） アルカディア市ヶ谷 81
6月20日(火) 講演会 知性を磨く文章の書き方 エッセイスト　共立女子大学教授　木村治美 アルカディア市ヶ谷 28
11月30日(木) 見学研修会 ”特色ある教育”実践校の見学研修－「死への準備教育」高校1・2年 慶應義塾高等学校　高橋誠 慶應義塾高等学校 15
2月20日(火) 講演会 生徒にどのようにして進路や生き方を考えさせることができるか 文教大学講師　恩田大進 アルカディア市ヶ谷 33

1)「国際理解教育」の考え方・進め方 目白学園中学高等学校　多田孝志
2)本校における「国際理解教育」展開の一事例 啓明学園中学高等学校　久保敦

7月2日(月) 講演会 聖書的人間像を求めて三つの愛に生きる ＪＩＴ宣教神学校学長　岸善紘 アルカディア市ヶ谷 17

12月4日(火) 講演会
ライフ・プランニング「自由人」を目指して
～生きる力＝遊ぶ力の育成～

上智大学教授　師岡文男 アルカディア市ヶ谷 24

2月21日(木) 実践報告会 和光高等学校の総合学習 和光高等学校教諭　松山尚寿 アルカディア市ヶ谷 38
6月20日(木) 講演会 男女共同参画社会を築く為に中等教育に期待するもの 中央大学教授　広岡守穂 メヂカルフレンド社会議室 15
9月24日(火) 講演会 無宗教とはどのような精神か 明治学院大学教授　阿満利磨 アルカディア市ヶ谷 22
2月27日(木) 見学研修会 「個性多岐な教育の実践報告」中学社会科総合学習 海城中学校 29

9月18日(木) 講演会 昔ばなしが語る子どもの姿 昔ばなし研究所長　小沢俊夫 アルカディア市ヶ谷 23

10月20日(月) 講演会 「いのちの大切さ」をどう教えるか サングラハ心理学研究所主幹　岡野守也 アルカディア市ヶ谷 25

2月17日(火) 見学研修会 イスラーム教についての講演とモスク見学
東京ジャーミイ・トルコ文化センター館長
　　　　　　　　　イマム　ジェミル・アヤズ

東京ジャーミイ 53

6月22日(火) 講演会 育むか・教えるか お茶の水女子大学名誉教授　外山滋比古 アルカディア市ヶ谷 48
11月18日(木) 見学研修会 東京復活大聖堂教会（ニコライ堂） 神父　高橋保行 東京復活大聖堂教会（ニコライ堂） 51

2月17日(火) 実践報告会
綜合学習「性と生」実践報告
「生徒たちと学び合う『性・人間・生きる』」

大東学園　教育研究所所長　丸山慶喜 大東学園 13

6月22日(火) 講演会 現代の忘れ物 ノートルダム清心学園理事長 アルカディア市ヶ谷 59

11月10日(金) 見学研修会 湯島聖堂の見学と講演 財団法人斯文会理事長　石川　忠久 湯島聖堂 27

2月24日(金) 実践報告会 “生きている”を見つめ“生きる”を考える JT生命誌研究館館長　中村桂子 アルカディア市ヶ谷 37
6月20日(火) 見学研修会 イスラム教とイスラム世界を理解する 東京ジャーミィ・トルコ文化センター 50
11月15日(水) 見学研修会 杉並区立和田中学校「よのなか」科授業見学－自殺問題を考える－ 杉並区立和田小学校 37
6月22日(金) 見学研修会 都市における伝統寺院の役割 三緑山　広度院増上寺 25
11月20日(火) 講演会 衣服の力－服育という観点から NPO法人理事　有吉直美 アルカディア市ヶ谷 49

2月26日(火) 講演会 いのちとバイオエシックス教育 恵泉女学園大学学長 アルカディア市ヶ谷 31

2月27日(火） 実践報告会 アルカディア市ヶ谷
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年度 実施月日 種目 事業内容 講師・発表者 会場 参加数

6月26日(木) 見学研修会 日本文化に深く根ざした神社の役割及び、
大國魂神社の見学研修 武蔵総社大國魂神社　事業部長　松本昌司 大國魂神社（府中市） 14

11月20日(木) 講演会 「江戸しぐさ」を今に活かす生き方 NPO法人　江戸しぐさ理事長　越川禮子 神田女学園 70

2月26日(木) 講演会 三つの眼と共感について
報徳学園元校長　ライフハーモニー研究所長
位田隆久

アルカディア市ヶ谷 38

6月23日(火) 講演会 森信三先生の心願 寺田一清 アルカディア市ケ谷 30

8月25日(火) 体験研修会 坐禅体験研修会 鎌倉・円覚寺 23

2月23日(火) 実践発表会 教育実践発表会 聖パウロ学園高等学校教諭　土屋弥生 アルカディア市ケ谷 69

3月4日(火) 委員研修会 現代社会を生きる生徒と教育 法政大学教授　武石恵美子 アルカディア市ケ谷 9

8月19日(木) 体験研修会 坐禅体験研修会 鎌倉・円覚寺 22

11月29日(月) 教育実践発表会
自分を好きになり自信を持って生きるために
～『気づき教育』授業実践報告～

明治大学付属中野八王子中学高等学校教諭
白井利剛

アルカディア市ヶ谷 28

2月18日(金) 見学研修会 多摩少年院／熱意と創意工夫に基づく指導 多摩少年院 36

8月25日(木) 体験研修会 坐禅体験研修会 鎌倉・円覚寺 15

実践女子学園中学校高等学校 キャリア教育部長　井上一雄

芝中学校高等学校　　　　　　      校長　春日利比古

東京都市大学等々力中学校高等学校　教頭　二瓶　文

東京立正短期大学 現代コミュニケーション学科 准教授　 東　浩一郎


玉川学園　　高学年　　礼拝教育担当　 栗田　和悦

8月29日(水) 体験研修会 坐禅体験研修会 鎌倉・円覚寺 16

11月20日(火) 教育実践発表会教育実践発表会
田園調布雙葉中学高等学校校長　滝口佳津江
淑徳中学高等学校教諭　　　　　　　小山　優一

アルカディア市ヶ谷 25

2月19日(火) 講演会 今、グローバル社会が求める人材－中高生のキャリア教育への期待 (株)SONYｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開発部門採用部部長 アルカディア市ヶ谷 56

8月23日(金) 体験研修会 講演と東京染小紋体験研修会 富田染工芸 16

(株)ﾏｲﾅﾋﾞ就職情報事業本部HRﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ長　栗田卓也

(株)ﾏｲﾅﾋﾞ教育広報事業本部ﾏｲﾅﾋﾞ進学編集長　竹村勇二

2月20日(木) 教育実践発表会
心をきれいにする態度教育～原田メソッド～
仕事と思うな、人生と思え
　～自立型人間と組織育成について～

(株)原田教育研究所代表取締役社長
埼玉県教育委員　　　　　　　　　　　原田　隆史

アルカディア市ヶ谷 64

37

11月22日(火) 教育実践発表会 教育実践発表会 アルカディア市ヶ谷 43

2月17日(金) 講演会 東日本大震災後の現地での活動報告 アルカディア市ヶ谷 17

講演会 最新の大卒就職事情と高校におけるキャリア教育 アルカディア市ヶ谷
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