
                                         令和 3 年 10 月 8 日 

県内小・中・特別支援学校長 様 

県美術教育研究会会員    様 

長野県美術教育研究会会長  村松 哲史 

更埴美術教育研究会会長   梅田 久仁 

 

第７５回長野県美術教育研究大会（更埴大会）のご案内 

 
第 75 回長野県美術教育研究大会（更埴大会）をテーマ「ふるさとで楽しく子どもアート」のもと 

午後開催とし下記の通り計画いたしました。図画工作・美術教育，授業について公開授業をもとに学び合い，

研鑽を深める機会です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

記 

                 
１ 期 日 令和３年１１月１２日（金）    ※午後開催 
  
２ 会 場 公開授業      千曲市立治田小学校   小学校（低・高）  

千曲市立更埴西中学校  中学校        
        授業研究会・全体会 千曲市立治田小学校 
    
３ 主 催 長野県美術教育研究会 
  
４ 後 援 長野県教育委員会     千曲市教育委員会      坂城町教育委員会 

更埴校長会     （一般社団法人）更埴教育会   （公益社団法人）信濃教育会   
 
５ 授業会場、授業者、指導者 
校種 授業会場 学年 授業者 指導者 

小学校 治田小学校  
児童玄関ホール 

3 年 神田由莉香 教諭 豊科東小学校 
志摩 宏道 教頭 

治田小学校 
体育館 

6 年 木下 将志 教諭 中信教育事務所 
北澤 公浩 指導主事 

中学校 更埴西中学校 
美術室 

3 年 玉井 克憲 教諭 長野県総合教育センター 
千原  厚 専門主事 

 
６ 大会日程  

 
会場 

 
受付 

授業公開 
治田小学校 
更埴西中学校 

治田小へ移動 
二次受付 
研究発表 
 

 
授業研究会 
 

 
開・閉会行事 
 

時間 13:30 13：40～14:40 治田小 
13：40～14:30 西 中 

15：00 15：15～16:15 16：20～16：40 

 
７ 授業研究会  15：15～16：15 
 
公開授業 授業者 研究会場 助言者 司会者 
小学校 3 年生 
 神田由莉香 教諭 
 

治田小 
プレイルーム 

 豊科東小学校 教頭 
志摩 宏道 先生 

  

県美研究推進小委員 
 上の原小学校 教頭 
 宮坂 哲夫 先生 

  題材名 「カラフルな治田小に大変身～色いろいろ～」 
小学校 6 年生 
 木下 将志 教諭 

治田小 
体育館 

 中信教育事務所 
 北澤 公浩 指導主事 

 県美研究推進小委員 
 丸子中央小学校 教頭 
 小山 俊樹 先生 

  題材名 「見立てアート『50th anniversary』in 治田小」 



中学校 3 年生 
玉井 克憲 教諭 

治田小 
会議室 

 長野県総合教育センター 
 千原 厚 専門主事 
 

 県美研究推進小委員 
 豊野中学校 教頭 
 鈴木 大三 先生 

  題材名 「『田毎焼』de ふるさと再発見」（工芸領域） 
 
８ 全体会次第            

16:20～16:40 （放送による） 
  開・閉会式            進行 吉池光則 事務局長 

①  開会の言葉         （中平紀子 研究推進委員） 

②  長野県美術教育研究会会長挨拶（村松哲史 会長） 

③  更埴大会運営委員長挨拶    （梅田久仁 運営委員長） 

④  諸報告  ・長野県美術教育研究会事業報告 
         ・長野県美術教育研究会会計報告 

⑤  次回 第 76 回大会 代表挨拶 
⑥ 諸連絡 
⑦ 閉会の言葉（阿部 哲 代議員） 

 
９  展覧会  
  【全体会 会場】（治田小） 
「長野県児童生徒選抜美術展覧会」 各支部より 3-4 点、全 60 点を児童玄関ホールに展示 
「善光寺街道 400 年歴史旅画集展覧会」 会場校の 50 周年記念事業として、地元の画家待井亮造先生に 
よる、稲荷山の町並み風景を中心に「善光寺街道 400 年歴史旅画集」の一部 44 点 原画展を併催 

「水彩アート千曲会員作品展」 会場校で 20 年以上継続している地元水彩画愛好家による展覧会を併催 
 

  【アートまちかど 会場】〒387-0007 長野県千曲市屋代 2176-2 一階市民ギャラリー 
「第 17 回更埴地区児童生徒図画美術作品展」11/6(土)～12/5(日) 9：00～16：30  
休業日は月曜日と祝日の翌日 

 
 10 その他 
   基本的な感染症拡大防止対策の実施 

① 発熱など風邪症状がある場合は大会への参加はご遠慮ください。 
② 勤務地の感染警戒レベルが特別警戒レベルⅠの場合には参加について慎重にご判断ください。 
③ 授業公開校への入校時、検温、健康チェックカード（県美ホームページ）の提出をお願いします。 

体温が 37・5 度以上、健康観察にチェックがある場合には大会への参加はご遠慮ください。 
 

※参観者は新型コロナウイルス感染症の状況によって限定する可能性があります 
 
   【感染対策】「レベル 4 を踏まえた教育活動について」（千曲市教育委員会）に基づいて実施。 

【事業中止判断】域内に感染レベル 5（特別警戒Ⅱ）が発令された段階で、公開研究は中止とします。 
 
※ 研究会は感染防止策を講じて治田小プレイルーム、体育館、会議室にて行います。 
  校内の動線指示に従っての行動にご協力ください。 
※ 県内郡市間の往来が規制される状況である場合は「更埴支部内」研究といたします。 
※ 更埴教育会「全郡研究会」を兼ねて実施しています。 
※ 教材展示会は行いません。 
（１）参加希望者は，下記事務局へ に申し込んでください。 

※やむを得ない事情により開催中止や時間変更の必要がある場合には，長野県美術教育研究会ホームペ

ージを通して，ご連絡をいたします。最新情報をご確認の上、ご参加ください。 

（２）参加費 なし 

参加希望者は、氏名、勤務校、電話等連絡先、参観希望校種を明記して、以下の連絡先へ申し込んでください。

様式は問いません。 大会事務局：〒387-0021 千曲市稲荷山 1360 千曲市立治田小学校 吉池光則宛  

TEL: 026-272-1054  FAX: 026-272-4644   email:  hts_pri@school.chikuma-ngn.ed.jp 


