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　第53回関東甲信越静地区造形教育大会茨城大会・第48回 
茨城県教育研究会図画工作・美術教育研究大会を下記により開催
いたします。造形教育の充実・振興のために多数のご参加をくだ
さいますようご案内申し上げます。

　平成25年７月
関東甲信越静地区造形教育研究大会茨城大会

運営委員長　瀧ケ﨑　正彦

人づくり　しあわせづくり　ゆめづくり
　心の中からわき出るはじけるような笑顔，無心にものをみるまなざし，にぎやかに語り合う声，夢中でつくり続
ける造形活動の時間。それは，造形への欲求を満たし，人とかかわりながら自己実現できた喜びで『しあわせ』を
感じる子どもの姿であふれる時間です。そしてこれは，自らの『ゆめ』や可能性を広げていく大切な時間でもあり
ます。これが，『ゆめ』ある人生を切り拓き，将来の社会を担う人間の素地を培うことになるのです。
　社会の形成に主体的にかかわり，よりよくたくましく生きようとする人間の形成，つまり『人づくり』のために
果たす造形教育の役割を再認識するとともに，より価値のある造形活動，造形教育の実践を提案し，共に考える大
会にしたいと願います。

１　大会テーマ

２　期日・日程

11月14日（木）1日目

全
体
会

12:30 13:00 14:00 14:30 ～ 16:30 17:30 ～ 19:00
都県代表者
受付 都県代表者会議 一般受付

全体会　開会行事・基調提案
文部科学省調査官指導講話 レセプション

水 戸 市 立 第 二 中 学 校 水戸京成ホテル

幼
稚
園

9:30 10:00 11:30 13:30 15:30

受付 公開保育 昼食・休憩
美術館作品鑑賞

公開保育における研究協議
提案者発表（2提案） 閉会

茨 城 県 近 代 美 術 館

11月15日（金）2日目

小
学
校

9:30 10:00 11:20 12:10 13:30 15:30

受付 公開授業
45分

公開授業における
研究協議 移動・昼食 テーマ別分科会

50分× 2提案 閉会

水戸市立三の丸小学校 水戸京成ホテル ※ 1 ※ 2

中
学
校

9:30 10:00 11:20 12:10 13:30 15:30

受付 公開授業
50分

公開授業における
研究協議

移動※1
・昼食

テーマ別分科会
50分× 2提案 閉会

水戸市立第二中学校 ※ 1 ※ 2

高
等
学
校

9:30 10:00 12:00 13:40 15:00

受付 公開授業 昼食・休憩 テーマ別分科会
公開授業における研究協議 閉会

水戸市立第二中学校 ※ 1 ※ 2

平成25年11月14日（木）・11月15日（金）

※1　弁当の受け取り場所は水戸市立第二中学校受付付近となります。　※2　分科会会場については4ページをご覧ください。
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（１）　幼稚園公開保育　　会場：茨城県近代美術館　〒310－ 0851　水戸市千波町東久保６６６－１
　５歳児－２クラス「豊かな心を育てる表現活動」 保育者　水戸市立千波幼稚園 教諭　小松﨑　奈津子
　　 教諭　樫　村　敦　子
　　※　地域にある近代美術館に園外保育として歩いていき，展示物を鑑賞した後ワークショップ（作品製作）を行う。

（２）　小学校公開授業　　会場：水戸市立三の丸小学校　〒310－ 0011　水戸市三の丸1丁目６－５１
　　　　　　　　　　　　※公開授業の研究協議は水戸京成ホテルで行います。
　第１学年「　いってみよう！ゆめのしま　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　木　村　　　葵
 助言者　行方市立玉造小学校 教頭　横　田　次　男
　　※　土粘土と体全体でかかわりながら，共同でつくることを通して思いを広げる活動

　第２学年「　形　いろいろ　ひらめキング　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　日　座　真由美
 助言者　龍ケ崎市立馴柴小学校 教頭　中　田　和　彦
　　※　絵の具遊びでつくった形や色からの「ひらめき」を大切にして，発想を広げながら絵に表す活動

　第３学年「　なわでわくわく　三の丸の森　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　石　塚　佳奈子
 助言者　日立市立大久保小学校 教頭　角　谷　直　人
　　※　感覚を働かせて縄とかかわりながら，場を楽しく飾るための活動

　第４学年「　みつけたよ　南町のステキ　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　渡　邉　晶　子
 助言者　日立市立金沢小学校 教頭　坂　本　一　成
　　※　視点や角度を工夫して撮影した南町商店街の写真をもとに，見方や感じ方のよさを認め合う鑑賞活動

　第５学年「　アッとMITATETE　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　魚　見　隆　司
 助言者　牛久市立牛久小学校 教頭　山　野　正　三
　　※ 　身近にあるものの色や素材感を生かしながら，何かに見立てて並べたり，組み合わせたりして，自分たちの想像した

世界を表していく活動

　第６学年「　大観を体感しよう　」 授業者　水戸市立三の丸小学校 教諭　田　口　周　一
 助言者　大洗町立大洗南中学校 校長　藤　田　達　人
　　※　横山大観作「生々流転」との出会いの場を工夫して，話し合いを通して見方，感じ方を深める鑑賞活動

（３）　中学校公開授業　会場：水戸市立第二中学校　〒310－ 0011　水戸市三の丸２丁目９－２２
　第１学年「　みつけた～笠間中の輝き～　」 授業者　笠間市立笠間中学校 教諭　小　倉　千　絵
 助言者　那珂市立芳野小学校 教頭　近　重　敦　子
　　※　身近な風景に関心をもち，「アートカード」と「フレーム」を活用して自分なりの主題を表現する活動

　第２学年「ランウェイ　in　みと　～元気コスチューム～」 授業者　水戸市立第二中学校 教諭　平　戸　拓　也
 助言者　つくば市教育委員会 指導主事　中　島　澄　枝
　　※　地域のイベントに合わせた衣装を構想して，グループで練り合いながらよりよいデザインを追求する活動

　第２学年「　千変万化～○○が見た風～　」 授業者　水戸市立緑岡中学校 教諭　日向寺　信　治
 助言者　常総市立大生小学校 教頭　小　林　晴　美
　　※　絵画作品の「風」の表現に着目し，比較や分類を通して，見方や感じ方を深める活動

　第3学年「　Kids チェアーを贈ろう　」 授業者　水戸市立第五中学校 教諭　村　井　　　悟
 助言者　日立市立多賀中学校 校長　鈴　木　利　昭
　　※　贈る相手をリサーチして，段ボールの特性を生かした幼児のための椅子を共同で制作する活動

（４）　高等学校公開授業　会場：水戸市立第二中学校　〒310－ 0011　水戸市三の丸２丁目９－２２
　「ギャラリートークによる主体性を育む鑑賞活動」 授業者　茨城県立取手松陽高等学校 教諭　太　田　泰　助
　　※　ギャラリートークによる鑑賞方法を学習し，実践することで，他人との関わりの中で新たな価値観を発見する。

３　参　加　費 4,000 円（大会紀要を含む）
４　全　体　会 11月14日（木）

会場：水戸市立第二中学校　〒310-0011茨城県水戸市三の丸２丁目９－２２

５　公開授業・研究協議 11月15日（金）

岡田　京子　氏
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター

研究開発部教育課程調査官

指導講話
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テーマ 分科会 ○分科会テーマ　・協議議題及び内容 会　場 担当都県

人
づ
く
り　

し
あ
わ
せ
づ
く
り　

ゆ
め
づ
く
り

幼稚園
○豊かな心を育てる表現活動
・“やってみよう”と心を動かせるような環境の工夫

近代美術館
講座室

茨城

１ ○造形教育で培う力を考える
・人間形成における造形教育の役割
・図画工作・美術の基礎・基本を培う実践
・資質や能力を育てるための学習過程

三の丸小
友の輪ルーム

茨城（小）
栃木（小）

２
三の丸小
図工室

茨城（中）
千葉（中）

３
三の丸小
音楽室

群馬（小）
静岡（中）

４ ○材料などのよさや可能性を豊かに感じ取る造形教育を考える
・材料，用具，場所などとの出会い，ふれあい，かかわり
・よさや可能性への気付き，自分なりの表現
・材料などの特徴から発想する作品づくり

三の丸小
英会話室

茨城（小）
神奈川（小）

５
附属小
図工室

茨城（中）
群馬（中）

６
附属小
情報室

千葉（小）
新潟（中）

７ ○自分らしさを表現する造形教育を考える
・自分の感じたことや考えたことを大切にした発想，構想
・思いを広げたり，深めたりする導入や展開
・自分らしさに迫る表現の多様性

附属小
図書室

東京（小）
静岡（小）

８
附属小

視聴覚室
茨城（中）
山梨（中）

９
附属小

教生講義室
埼玉（小）
長野（小）

10 ○人や作品との対話やかかわりを大切にした造形教育を考える
・作品や表現への見方や感じ方の広がり，深まり
・新しい価値を見出す友達や教師とのかかわり
・感じ合い，伝え合う鑑賞教育

附属小
音楽室

茨城（小）
新潟（小）

１１
水戸二中
技術室

茨城（中）
東京（中）

１２
水戸二中

ランチルーム
山梨（小）
栃木（中）

１３ ○造形教育の広がりを考える
・身近な環境，生活用品など，日常に息づく造形
・伝統工芸や特産品，美術館など，地域，保護者とのつながり
・教師間，学校間のネットワークづくり，研究の推進

水戸二中
音楽室

茨城（小）
長野（小）

１４
水戸二中
美術室

神奈川（中）
埼玉（中）

高等学校
○新しい価値観の発見
・鑑賞活動から新しい価値観を発見する造形教育
・ギャラリートークの可能性と価値観を広げる鑑賞活動例

水戸二中
I S R

茨城

●幼　　 稚 　 　園 茨城県近代美術館　 〒310－0851水戸市千波町東久保６６６－１
● 小・中・高等学校 水戸市立三の丸小学校 〒310－0011水戸市三の丸1丁目6－51

茨城大学教育学部附属小学校 〒310－0011水戸市三の丸2丁目6－8
水戸市立第二中学校　 〒310－0011水戸市三の丸2丁目9－２２

6　 分 科 会
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提　案　者 助　言　者 司　会　者 記　録　者

幼
坂本　悠子　水戸市立内原幼稚園

磯田　律子　赤塚幼稚園

福田　洋子　常磐短期大学准教授 古池　典子　水戸市立常磐幼稚園

加藤木　忍　赤塚幼稚園

綿引　紀子　水戸市立五軒幼稚園

大畠　祐子　水戸市立吉田が丘幼稚園

１
小口　あや　つくば市立大曽根小学校

入江　太栄　宇都宮市立横川中央小学校

初谷　久子　宇都宮市立緑が丘小学校

山野　正三　牛久市立牛久小学校

若林　直行　栃木県教育総合センター

安蔵　久恵　つくば市立沼崎小学校

高島利佳子　宇都宮市立豊郷北小学校

木澤はつい　つくば市立田水山小学校

杉山　律子　宇都宮市立戸祭小学校

２
小松﨑真美　筑西市立下館北中学校

阿部　健一　柏市立柏第五中学校

小林　晴美　常総市立大生小学校

北島　洋一　柏市立酒井根中学校

坂本　　徹　境町立境第一中学校

高野佐知子　柏市立豊四季中学校

宍戸　英子　結城市立結城東中学校

野邉由美子　柏市立酒井根中学校

３
藤巻　直子　藤岡市立藤岡第二小学校

道越　洋美　藤枝市立高洲中学校

中村　順子　藤岡市立小野中学校

杉浦　弘卓　焼津市立大富中学校

飯塚　淑光　藤岡市立東中学校

角谷　由美　茨城町立明光中学校

大井　　衛　群馬大学教育学部附属中学校

坂本白百合　取手市立藤代南中学校

４
富永　京子　常陸太田市立金砂郷小学校

菊地美紀子　相模原市立大野台小学校

角谷　直人　日立市立大久保小学校

岡部　尚紀　相模原市立総合学習センター

鈴木　佳恵　北茨城市立華川小学校

眞間　秀子　相模原市立桜台小学校

髙橋　裕子　常陸太田市立久米小学校

渡部　　強　相模原市立桜台小学校

５
篠塚　浩美　鹿嶋市立鹿島中学校

山賀　貴志　高崎市立群馬南中学校

近重　敦子　那珂市立芳野小学校

下山　純子　高崎市立新町中学校

皆川　　充　鹿嶋市立鹿野中学校

池田　晶子　高崎市立中尾中学校

菊地　幸子　鹿嶋市立大野中学校

黒澤　　馨　高崎市立桜山小学校

６
杉本　裕美　柏市立松葉第二小学校

吉野　榮子　柏崎市立第三中学校

小山　　博　千葉市立千草台小学校

日諸　博美　新潟市立東山の下小学校

人見　朋美　柏市立高柳小学校

渡邉　敏尚　新潟市立東新潟中学校

中條　範子　柏市立風早北部小学校

横山めぐみ　新潟県立はまなす特別支援学校

７
田邉　　藍　新宿区立早稲田小学校

石井　康義　静岡市立安東小学校

麻　佐知子　新宿区立市谷小学校

杉田　容章　静岡市立井宮北小学校

平田　耕介　新宿区立愛日小学校

岡部佐知子　水戸市立国田中学校

中林真倫子　新宿区立鶴巻小学校

清水　由香　水戸市立吉田小学校

８
山本理恵子　牛久市立牛久第三中学校

坂本　　充　韮崎市立韮崎西中学校

中島　澄枝　つくば市教育委員会

大塚　克哉　笛吹市立春日居小学校

川村　祐子　牛久市立牛久第一中学校

窪田　眞敏　甲府市立城南中学校

高野　　理　牛久市立下根中学校

小俣　直喜　山梨大学教育人間科学部附属中学校

９
脇元　重彰　さいたま市立大砂土小学校

丸山　千文　茅野市立永明小学校

田島　　均　さいたま市教育委員会

酒井　重明　飯山市立常盤小学校

磯部　繁征　さいたま市立柏崎小学校

大西　孝一　長野市立信州新町中学校

関　　雅之　さいたま市立三橋小学校

野田　俊司　長野市立篠ノ井西小学校

10
八木千惠子　常総市立菅原小学校

磯部　征尊　新潟市立亀田小学校

中田　和彦　龍ケ崎市立馴柴小学校

市村　吉之　新潟市立中之口西小学校

飯田　政子　坂東市立逆井山小学校

齋藤　　暢　新潟市立大淵小学校

長谷川智子　下妻市立下妻小学校

生原　芳美　新潟市立浜浦小学校

11
山形　幸穂　日立市立泉丘中学校

シュティーベ　リング　育子　杉並区立杉森中学校

坂本　一成　日立市立金沢小学校

須藤　昭人　日野市立日野第四中学校

鈴木真理子　高萩市立君田中学校

吉田　諭司　中野区立緑野中学校

浅井　　香　日立市立泉丘中学校

佐藤真理子　大田区立南六郷中学校

12
田中　健二　南アルプス市立八田小学校

室井　祐児　大田原市立大田原中学校

佐藤　政道　大月市立大月東小学校

青木　孝浩　栃木県教育委員会学校教育課

市川知都理　南アルプス市立若草南小学校

藤田　光一　大田原市立若草中学校

宮澤　宏明　笛吹市立八代小学校

石倉　由喜　那須塩原市立黒磯北中学校

13
後藤　祥栄　潮来市立日の出小学校

有賀　　弘　伊那市立手良小学校

横田　次男　行方市立玉造小学校

黒澤　増博　松本市立波田小学校

山口　宏子　潮来市立日の出中学校

田中　好文　佐久市立臼田中学校

佐々木智美　潮来市立日の出小学校

久保田充徳　須坂市立東中学校

14

神沢　規子　横須賀市立浦賀中学校

清水　清美　横須賀市立神明中学校

掛波久美子　横須賀市立北下浦中学校

漆原　広美　白岡市立南中学校

川合　克彦　川崎市立玉川中学校

峯　　裕彦　八潮市立大原中学校

野呂　昌史　横須賀市立鷹取中学校

武正　恵子　久喜市立栗橋西中学校

莇　由紀子　横須賀市立常葉中学校

小林　寿子　久喜市立栗橋東中学校

高
太田　泰助
茨城県立取手松陽高等学校

小泉　晋弥
茨城大学

赤平　純子
茨城県立取手松陽高等学校

鈴木　敦子　茨城県立つくば工科高等学校

結束　淳子　茨城県立土浦工業高等学校

問い合わせ先 茨城県教育研究会図画工作・美術教育研究部　　事務局　安田　和人
  茨城大学教育学部附属小学校内　〒 310-0011　茨城県水戸市三の丸２－６－８
  ＴＥＬ 029-231-2831　ＦＡＸ 029-227-2358
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水戸駅

水戸市立三の丸小学校

茨城大学教育学部附属小学校

茨城県

近代美術館

水戸市立第二中学校

水戸京成ホテル

C

大会会場及び水戸市内ホテル案内図

宿泊ホテル

番号 ホテル名 所在地 電　話 番号 ホテル名 所在地 電　話

 三の丸ホテル 水戸市三の丸2-1-1 029-221-3011  プレジデントホテル水戸 水戸市城南 2-2-2 029-300-1100

 ホテルメッツ水戸 水戸市宮町1-1-1 029-222-3100  水戸プリンスホテル 水戸市桜川 2-2-11 029-227-4111

 水戸京成ホテル 水戸市三の丸1-4-73 029-226-3111  ダイワロイネットホテル水戸 水戸市宮町 1-7-44 029-303-3311

 みまつホテル 水戸市宮町2-4-26 029-224-3005

●水戸市立第二中学校　水戸駅より 900m、徒歩 10 分。

●水戸京成ホテル　水戸駅より 450m、徒歩 5 分。

●茨城大学教育学部附属小学校　水戸駅より900m、徒歩10分。

●水戸市立三の丸小学校　水戸駅より 700m、徒歩 7 分。

●茨城県近代美術館　水戸駅より 1.6km、徒歩 15 分。

・近代美術館以外は、駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

・やむを得ずお車でご参加なされる方は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。

6



１．大会参加申し込みについて

　　（１）　 大会参加を希望される方は「大会参加」「宿泊」「弁当注文」等を最終ページの「大会参加・宿泊申込書」にご記入

の上、下記までファックスにてお申込みください。

　申込書の送付先・お問い合わせ先

　〒３１０−００１５　茨城県水戸市宮町２−４−３３　小林ビル
　近畿日本ツーリスト株式会社水戸支店「関東甲信越静地区造形教育研究大会茨城大会」宛
　ＴＥＬ：０２９−２２５−１０１５　ＦＡＸ：０２９−２３１−７８４１　担当：松本、軍司、赤岩

　　（２）　申込締め切り日：平成２５年１０月１１日（金）

　　（３）　申込書の回答（参加分科会、宿泊ホテル名）をお送りします。

　　　　　 ご請求書をお送りさせていただきますので到着後、予約内容を確認の上、１０月２５日（金）までにお振込みください。

　　　　　 入金確認後、１１月１日（金）までに大会参加証（大会参加券、昼食券、ホテル券）をお送りします。 大会当日は、大会参加証

をご持参ください。

２．大会参加について

　　（１）　大会参加費：一人４，０００円（大会紀要を含む）

　　（２）　申し込み取消後の参加費の取扱について

　　　　　 ご入金後に申し込みを取消された場合の大会費の扱いは、大会終了後に資料の送付をもってかえさせていただきます。よって返

金はできませんのでご了承ください。

３．全体会・公開授業・分科会参加について

　　（１）　全体会・希望公開授業に○印・希望分科会番号に○印をご記入ください。

４．昼食（お弁当）について

　　（１）　お弁当の注文を承ります。

　　　　　会場周辺には十分な食事場所がございませんので、お弁当の予約をお勧めいたします。

　　（２）　お弁当について

　　　　　 ２日目のお弁当を希望する方で、幼稚園の方は茨城県近代美術館、小・中・高等学校の方は水戸市立第二中学校受付付近で引き

換えをします。受取希望場所に○印をご記入ください。

　　（３）　お弁当代金は１食１，０００円（お茶付き）です。

５．レセプションについて

　　（１）　１日目（１１／１４）１７：３０より、大会で利用する京成ホテルで開催します。受付は１７：００からです。

　　（２）　参加希望される方は大会参加申込書にご記入ください。

６．宿泊申し込み

　　（１）　宿泊期間：平成２５年１１月１４日（木）　一泊二日

　　（２）　宿泊ホテル：基本料金（一泊朝食付き）

　　（３）　お申し込みは「大会参加・宿泊申込書」に申し込み番号を記入してください。

　　（４）　ホテルの予約は先着順とさせていただきますので第２希望までご記入ください。

ホ　　テ　　ル　　名 宿泊料金 申込記号 立　　地

三の丸ホテル シングル　8,500 円 Ａ ＪＲ水戸駅北口より徒歩５分

ホテルメッツ水戸 シングル　8,500 円 Ｂ ＪＲ水戸駅北口より徒歩３分

水戸京成ホテル シングル　9,000 円 Ｃ ＪＲ水戸駅北口より徒歩５分

みまつホテル シングル　7,000 円 Ｄ ＪＲ水戸駅北口より徒歩１０分

プレジデントホテル水戸 シングル　9,000 円 Ｅ ＪＲ水戸駅南口より徒歩５分

水戸プリンスホテル シングル　7,000 円 Ｆ ＪＲ水戸駅南口より徒歩３分

ダイワロイネットホテル水戸 シングル　9,500 円 Ｇ ＪＲ水戸駅南口直結

　　（５）　宿泊の取り消しについて（申し込み後は下記の取り消し料が必要です。）

21 日前 20 日〜 8 日前 7 日〜 2 日前 前日 当日 無連絡不参加

無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

近畿日本ツーリスト株式会社水戸支店がご参加の皆様の大会参加登録の代行、ご宿泊及び昼食（お弁当）

等のお世話をさせていただくことになりました。下記の要項をご覧いただきまして、皆様方のご参加

をお待ち申し上げております。

大会参加及び宿泊申込みご案内
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全体会

受取場所（希望場所に○印）

レセプション　11 月14日　17：30 〜19：00

（幼） （小・中・高）

高

５


