
- 1 -

第74回全国造形教育研究大会長野大会

第76回長野県美術教育研究大会北信ブロック大会（最終案内）

１ 大会スローガン ＩＭＡ！ ∞ ふれて はじまる 感動物語
いま

２ 全県研究テーマ 私っていいね！ ～ つくり出す形・色 ひびき合う感性 今を生きる私たち ～

３ 期 日 令和４年８月２６日（金）・２７日（土）

４ 会 場 長野市城山エリア［長野市立城山小学校 長野清泉女学院中学校 長野県立美術館］

５ 主 催 全国造形教育連盟 長野県美術教育研究会

６ 後 援 文化庁 全国国立公立幼稚園・こども園長会 全国連合校長会 全国連合小学校長会
全国中学校長会 全国高等学校長協会 全国公立学校教頭会 全国特別支援学校長会
公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会
長野県教育委員会 長野市教育委員会 長野上水内教育会 長野上水内校長会
信濃教育会 公益財団法人日本教育公務員弘済会長野支部

７ 協賛企業 ぺんてる株式会社 財団法人教育美術振興会 日本色研事業株式会社
株式会社サクラクレパス 和信ペイント株式会社 株式会社東栄社
株式会社サンワ クラフテリオ事業部 新日本造形株式会社 日本文教出版株式会社
開隆堂出版株式会社 東亞合成株式会社 株式会社美術工芸センター
鈴木楽器販売株式会社 ターナー色彩株式会社 （株）美術出版エデュケーショナル
株式会社パジコ
株式会社バッファロー（BUFFALO INC.） シー・エフ・デー販売株式会社
株式会社テイラーイノベーションズ（Tailor Innovations Inc.）
セイコーエプソン株式会社
ＮＩＭＯ ナイスモバイル株式会社 信州なかの－Web
有限会社ルックス パソコン修理センター

８ 日 程
【第１日目】８月２６日（金） 【第２日目】８月２７日（土）
内容 会場 時間 内容 会場 時間

受付 各会場 13:10～ 13:40 記念イベント
開会行事（放送） 各会場 13:45～ 13:55 ①善光寺散策ツアー 善光寺界隈 8:00～ 8:45

②ながのキッズ造形Ｆミニ 県立美術館 9:00 ～ 9:45
公開授業 県立美術館 14:00～ 14:45

城山小学校 14:00～ 14:45 分科会（ハイブリット方式）城山小学校 10:00～ 11:45
清泉中学校 14:00～ 14:50

昼食 城山小学校 11:45～ 12:45
授業研究会 各会場 15:10～ 16:30 校種別会議 城山小学校 12:45～ 13:20
全国代議員会 城山小学校 16:50～ 17:30 講演会（パネルディスカッション） 城山小学校 13:30～ 15:20
レセプション ※検討中 19:00～ 閉会行事・文科省講評 城山小学校 15:30～ 16:30

９ 文部科学省出席者
小林 恭代 調査官 文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官

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
文化庁参事官（芸術文化担当）付教科調査官

平田 朝一 調査官 文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官
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
文化庁参事官（芸術文化担当）付教科調査官

10 開催方式 長野県からの参加者は参集とする。県外関係者は参集かオンラインから選択する。
【１日目】□公開授業・授業研究会・全国代議員会【参集】
【２日目】□記念イベント①善光寺散策ツアー ②ながのキッズ造形フェスタミニ【参集】

□分科会【ハイブリット方式】 □校種別会議【ハイブリット方式】
□講演会（パネルディスカッション）・閉会行事・文部科学省講評【ハイブリット方式】

11 参加費 一般参加者 4,000円（学生割 1,000円） オンライン参加者 2,000円（学生割 1,000円）

12 申 込 管理システム E-VE（イーベ）【期間７月２０日（水）～８月１７日（水）】
資料等は長野県美術教育研究会ＨＰからのダウンロードを行う。
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13 公開授業【第１日目】８月２６日（金）

校種 授業園・校［会場］ 学年 授業者・授業支援者（所属） 助言者（所属等）
長野市立城山小学校 太田ちあ紀（善光寺保育園担任）

幼保部会 ［長野県立美術館］ 遠藤早貴子（善光寺保育園担任）

小学校部会 年長 舘林 未希（長野市立城山小学校担任） 槇 英子（淑徳大学教授）
【連携】 善光寺保育園 ２年 清水早知子（長野市立櫻ヶ岡中学校）

※感染拡大のため園児 西澤しのぶ（長野市立山王小学校） 北澤公浩（長野県教育委員会中信教育事務所指導主事）
の参加を見合わせま 宮本 郁子（長野県若槻養護学校）

す。 原田 奈実（高山村立高山中学校）

中澤 香名（長野市立城山小学校担任）

坂井 大輝（長野市立三陽中学校） 岡田京子（東京家政大学教授）
小学校部会 長野市立城山小学校 ６年 西澤 桃子（長野市立古里小学校）

［長野市立城山小学校］ 久保田 芳（中野市立南宮中学校） 千原 厚（長野県総合教育センター専門主事）
越 絢乃（長野市立柳原小学校）

中村美枝子（長野市立城山小学校）

信太 一郎（長野清泉女学院中学校教担） 大橋 功（岡山大学教授）
長野清泉女学院中学校 １年 上本 忍（長野市立更北中学校）

［長野清泉女学院］ 若松 洋幸（長野市立松代中学校） 上條雪絵（松本市立清水中学校教頭）
中学校部会 青木 香織（長野市立川中島中学校）

信太 一郎（長野清泉女学院中学校教担） 林 耕史（群馬大学教授）
長野清泉女学院中学校 ２年 土屋 真巳（長野市立豊野中学校）

［長野清泉女学院］ 小林 晴雄（長野市立東北中学校） 志摩宏道（安曇野市立豊科東小学校教頭）
青木由美子（長野市立長野中学校）

14 記念イベント【第２日目】８月２７日（土）

コース 会場 講師・所属 内容
①善光寺散策ツアー 善光寺境内 善光寺関係者 善光寺文化財等の見学

②ながのキッズ造形フェスタミニ 長野県立美術館 長野市立長野中学校高等学校 学生による作品鑑賞会
長野県立美術館鑑賞ツアー 美術班

15 分科会【第２日目】８月２７日（土） 【参】･･･現地参加 【オ】･･･オンライン参加

分科会 会場 道都県名 発表者［所属］ 助言者・記録者［所属］※司会長野県

新潟県 大矢奎哉［新潟市立日和山小学校］【参】 助言：南伸裕［新潟市立赤塚小学校］【参】

記録：吉田直彦【阿賀野市立安野小学校】【参】

第１分科会 １年１組 長野県 臼田裕太［軽井沢町立軽井沢中学校］【参】 助言：大西 孝一［佐久市立中込中学校］【参】

記録：井出 尚宏［小諸市立坂の上小学校］【参】

沖縄県 大川晃［琉球大学教育学部附属中学校］【参】 助言：田仲浩美［国頭村立安田小学校］【参】

記録：酒井織恵［豊見城市立伊良波中学校］【参】

北海道 渡邊 千晴［札幌市立中沼小学校］【オ】 助言：花輪大輔［北海道教育大学札幌校］【オ】

記録：木村 美香［札幌市立伏見小学校］【オ】

第２分科会 １年２組 山梨県 金丸聖奈［河口湖南中学校組合立河口湖南中学校］【参】 助言：小田切武［甲府市立新紺屋小学校］【参】

記録：奥秋由香［富士吉田市立下吉田中学校］【参】

熊本県 伊藤亜希子［熊本市立京陵中学校］【参】 助言：青木正治［長野県美術教育研究会元会長］【参】

記録：原山裕司［長野県若槻養護学校］【参】

栃木県 大塚智大［宇都宮大学共同教育学部附属小学校］【参】 助言：関 敦巳［栃木県総合教育センター指導主事］【オ】

記録：金子優人［宇都宮大学共同教育学部附属小学校］【参】

第３分科会 ２年１組 秋田県 田中真二朗［大仙市立中仙中学校］【オ】 助言：大野一紀［秋田市立戸島小学校］【オ】

記録：沼田 桃子［北秋田市立鷹巣中学校］【オ】

長野県 渡邊香苗［安曇野市立堀金中学校］【参】 助言：沓掛 隆［安曇野市立三郷中学校］【参】

記録：中村 実［安曇野市立豊科南中学校］【参】

東京都（小） 森俊輔［八王子市立第一小学校］【参】 助言：河野 路［小金井市立小金井第四小学校］【参】

記録：菅 千尋［八王子市立別所小学校］【参】

第４分科会 ２年２組 埼玉県 大島伸夫［上尾市立大石中学校］【オ】 助言：山田一文［戸田市立美女木小学校］【オ】

記録：川上京太［越谷市立千間台小学校］【オ】

宮城県 中村由貴江［柴田町立船迫小学校］【オ】 助言：佐藤 順［角田市立横倉小学校］【オ】

記録：遠藤香菜［柴田町立船迫小学校］【オ】

茨城県 堀江奈央［つくば市立上郷小学校］【オ】 助言：岡部佐知子［水戸市立浜田小学校【オ】

記録：住谷 浩［水戸市立内原小学校］【オ】

第５分科会 英語教室 長野県 石坂宏［長野市立長野中学校・高等学校］【参】 助言：土屋敏行［長野県美術教育研究会前会長］【参】

記録：塚田香織［長野市立川中島中学校］【参】

東京都（中） 入門勇樹［練馬区立開進第一中学校］【参】 助言：松永かおり［世田谷区立砧南中学校］【参】

記録：奥井 伸［渋谷区立原宿外苑中学校］【参】
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16 講演会（パネルディスカッション） 【第２日目】８月２７日（土）

テーマ
城山エリアから造形教育の未来を考える ～全ての子どもたちが「世界の人となる」ために～

【パネリスト】

進行 大島 賢一 （信州大学教育学部助教）
松本 透 （長野県立美術館館長）
岡田 京子 （東京家政大学教授）
寺島 賴利 （長野県美術教育研究会参与）
長﨑 至宏 （長野県美術教育研究会研究推進委員会事務局長）

【学びの支援者】※子どもの学びを支援していただいている皆様に感想・意見等をいただきます。

行政・地域代表 箱山 正一 様（長野市議会議員・城山小学校コミュニティスクール運営委員長）
ICT関連企業代表 宇津木 聡 様（株式会社バッファロー）
地域・保護者代表 松田 愛絵 様（善光寺光明院・城山小コミュニティスクール運営委員・保護者）

17 閉会行事・文部科学省講評

１ 開会の言葉（大会長 高山顕光）
２ 主催者あいさつ

全国造形教育連盟 委員長 大野 正人
長野県美術教育研究会 会長 村松 哲史
長野市立城山小学校 校長 片山 洋一

３ 来賓祝辞（調査官代表）
４ 来賓紹介
５ 文部科学省講評

小林 恭代 調査官（文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官）
平田 朝一 調査官（文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官）

６ 大会宣言
長野県美術教育研究会研究推進委員会 沓掛 隆

７ 次期開催県大会旗引き引継ぎ・代表あいさつ
８ 閉会の言葉（大会長 高山顕光）

18 新型コロナウイルス感染症感染対策と開催判断基準
（１）公開授業・授業研究会・分科会・講演会・閉会行事について

①長野市が感染警戒レベル６（特措法に基づくまん延防止等重点措置公示および緊急事態宣言）の場合
・公開授業・授業研究会中止，分科会・講演会・閉会行事はオンラインで実施する。

②長野市が感染警戒レベル５（特別警報Ⅱ）の場合
・公開授業は感染防止対策を講じた上で人数を抑えて実施する。
・講演会・閉会行事は感染防止対策を講じた上で人数を抑えて実施する。
・分科会は感染対策を講じた上で人数を抑えて実施する。但しレベル６以上の地域からの参加は禁止する。

③長野市が感染レベル４（特別警報）以下の場合
・感染対策を講じた上で実施。但しレベル６以上の地域からの参加は禁止
・感染警戒レベル４・５において，本校で感染者や濃厚接触者発生による臨時休業又は学級閉鎖が生じ
ている場合は，公開授業中止も検討する。

（２）感染警戒レベル５・６の開催等最終判断について
①第一判断 ７月１日（金）時点の感染状況を踏まえ長野市教育委員会の指示を受け対応する。

長野県美術教育研究会ＨＰ上で配信し周知する。
②最終判断→８月 10日（水）に変更

８月１日（月）時点の感染状況を踏まえ長野市教育委員会の指示を受け対応する。
長野県美術教育研究会ＨＰ上で配信し周知する。

③最終判断８月10日（水）感染対策を徹底した上で開催します。
各教育機関等との協議・指示を受け感染対策を徹底した上で開催します。但し園児・児童・生徒のみな

さん，各会場の関係者の皆様，参観者の皆様の安全を考え，公開授業の内容等を一部変更して開催します。

④８月11日（木）～ 大会当日までの対応
大会当時までの期間に感染状況が悪化し，特措法に基づくまん延防止等重点措置公示および緊急事態宣

言が発令され，更なる感染対策・対応等が必要になった場合は，日程・内容等の大幅な見直しを行う場合
があります。開催方法等に関する情報は，長野県美術教育研究会のホームページで配信しますのでこまめ
にご確認ください。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。


