
こ れ か ら の 中 学 校 美 術 教 育 の た め の 研 究 会

＜日　時＞ 2012年8月7日（火）・8月8日（水）
　　　　　 １日目：提案、実践発表・協議、講演、懇親会

　　　　　 ２日目：実践発表・協議、戦略会議

＜場　所＞ 札幌市教育文化会館
＜参加費＞ 2 ,000 円（懇親会参加の場合、＋5,000 円）

＜講　演＞

 東良 雅人 （文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官）
＜提　案＞

 山崎 正明 （北海道千歳市立北斗中学校 教諭 , 中学校美術NET運営メンバー）
＜実践発表＞

 佐々木 孝志 （岩手県盛岡市立厨川中学校 校長） 
 井上 哲義 （北海道江別市立江別第二中学校 教諭）
 舘内 徹 （北海道札幌市立あやめ野中学校 教諭）
 佐々木 俊江 （岩手県宮古市立宮古西中学校 教諭）
 木村 伸仁 （北海道函館市立銭亀沢中学校 教諭）
 平井 歩 （北海道札幌市立啓明中学校 教諭）
 庄子 展弘 （北海道旭川市立北星中学校 教諭）
 花輪 大輔 （北海道教育大学札幌校 講師）
 福田 勝雄 （岩手県盛岡市立仙北中学校教諭）
 高安 弘大 （青森県北津軽郡板柳町立板柳中学校教諭）
 更科 結希 （北海道教育大学附属釧路中学校教諭）
 寺林 陽子 （北海道札幌市立あいの里東中学校 教諭）

＜日　時＞  2012年8月11日（土）・8月12日（日）
　　　　　 １日目：提案、発表会・協議、講演、討議会、懇親会

　　　　　 ２日目：発表会・協議、講演、、討議会

＜場　所＞ 大阪教育大学 天王寺キャンパス
　　　　　 中央館3F 316講義室

＜参加費＞ 2,000 円（懇親会参加の場合、＋5,000 円）

＜講　演＞

 大橋 功 （岡山大学大学院教育学研究科 准教授）

 新関 伸也 （滋賀大学教育学部 教授）

＜提　案＞

 鷹野 晃 （山梨県北杜市立須玉中学校 教頭）

 山崎 正明 （北海道千歳市立北斗中学校 教諭 , 中学校美術NET運営メンバー）
 梶岡 創（滋賀県大津市立瀬田北中学校 教諭 , 中学校美術NET 運営メンバー） 

＜実践発表＞

 桒村 昌宏 （兵庫県明石市立魚住東中学校 教諭）

 馬渕 昌弘 （岐阜大学教育学部附属中学校 教諭）

 堤 祥晃 （滋賀県大津市立志賀中学校 教諭）

 湯口 みゆき （京都府京都市立蜂ヶ岡中学校 教諭）

 稲向 杏弥 （三重県伊勢市立小俣中学校 教諭）

 伊藤 慶孝 （大阪府堺市立深井中央中学校 教諭）

＜共　催＞ 

 日本美術教育学会滋賀支部

＜主催＞ 「中学校美術NET」運営メンバー：山崎 正明（北海道千歳市立北斗中学校教諭）, 梶岡 創（滋賀県大津市立瀬田北中学校教諭）, 加藤 浩司（三重大学教育学部 美術教育コース 学生）

「中学校美術Q&A」の詳細については、WEB からもご覧頂けます。▶ http:// jhsart.net　またご不明点につきましては、右記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせ下さい。▶ info@jhsart.net

指導要領改訂のたびに減らされてきた授業時間。中学校の「美術」の未来は？

次の改訂で必修教科としての美術をしっかり残すために、何をすべきか？

「中学校美術NET」は、この問い（Que s t i o n）に答える（An swe r）意気込みで、

授業の質（Qua l i t y）を高め、 中学校美術の価値を伝える活動（Ac t i o n）を起こす！

という２つの意味を込めた「Q＆A」をテーマに研究会を開きます。

【お申し込み方法】   参加希望の大会名（北海道or大阪）、氏名、所属、ご連絡先（メールアドレス）、懇親会の出欠（参加or不参加）を明記の上、
info@jhsart.netまでメールをご送信頂くか、Webページのお申し込みフォームhttp://jhsart.net/?page_id=3555からお申し込み下さい。
※ 定員に達し次第、申し込みを閉め切らさせて頂く場合がございます。お早めにお申し込み下さい。 　※ 提供頂いた個人情報は、本研究会の告知・案内以外の目的で使用することはありません。
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2012年8 月7日 （火）　

09:10 受付開始

09:40 開会

  「これからの中学校美術教育のための提案」
 山崎 正明（北海道千歳市立北斗中学校 教諭）

  「Qualityのための実践発表①」
 舘内 徹 （北海道札幌市立あやめ野中学校 教諭）
 井上 哲義 （北海道江別市立江別第二中学校 教諭）
 木村 伸仁 （北海道函館市立銭亀沢中学校 教諭）
 更科 結希 （北海道教育大学附属釧路中学校教諭）
 高安 弘大 （青森県北津軽郡板柳町立板柳中学校教諭）
 福田 勝雄 （岩手県盛岡市立仙北中学校教諭）
 平井 歩 （北海道札幌市立啓明中学校 教諭）

16:50 「中学校美術教育への期待」
 ～授業改善の視点から～
  東良 雅人 （文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官）

18:20 事務連絡

2012年8 月11日 （土）

09:30 受付開始

10:00 開会

  「これからの中学校美術教育のための提案」
 山崎 正明（北海道千歳市立北斗中学校 教諭）

10:40 「Qualityのための実践発表①」
 稲向 杏弥 （三重県伊勢市立小俣中学校 教諭）

 桒村 昌宏 （兵庫県明石市立魚住東中学校 教諭）

 湯口 みゆき （京都府京都市立蜂ヶ岡中学校 教諭）

13:50 「Qualityのための全体協議」
 進行：梶岡 創（滋賀県大津市立瀬田北中学校 教諭） 

15:40 「真のプロフェッショナルとなるために」
 ～美術教師の授業を考える～
 新関 伸也 （滋賀大学教育学部 教授） 

16:50 事務連絡

2012年8 月12日（日）

09:00 受付開始

09:30 「Actionのための実践発表」
 伊藤 慶孝 （大阪府堺市立深井中央中学校 教諭）

  「Qualityのための実践発表②」
 馬渕 昌弘 （岐阜大学教育学部附属中学校 教諭）

 堤 祥晃 （滋賀県大津市立志賀中学校 教諭）

 「“造形１００年教育”に込めた願い」
 鷹野 晃 （山梨県北杜市立須玉中学校 教頭）

13:40 「美術教育の明日のために」
 ～今わたしたちがなすべきことは？～
 大橋 功 （岡山大学大学院教育学研究科 准教授）

15:00 「Actionのための全体協議」
 進行： 梶岡 創（滋賀県大津市立瀬田北中学校 教諭 )　
　  山崎 正明（北海道千歳市立北斗中学校 教諭）

16:00 閉会

2012年8 月8日（水）

09:10 受付開始

09:20 「Qualityのための実践発表②」
 寺林 陽子 （北海道札幌市立あいの里東中学校 教諭）
 庄子 展弘 （北海道旭川市立北星中学校 教諭）
 佐々木 孝志 （岩手県盛岡市立厨川中学校 校長）
 佐々木 俊江 （岩手県宮古市立宮古西中学校 教諭）
 花輪 大輔 （北海道教育大学札幌校 講師）

14:20 「Actionのための全体協議」
 ～今、私たちが具体的にできることは何か～
 知恵を出しあいましょう。大阪にもつなげます。

 進行：山崎 正明（北海道千歳市立北斗中学校 教諭）

16:00 閉会

１日目 大会日程 １日目 大会日程
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