
   令和５年度 

第６２回関東甲信越静地区造形教育研究大会（埼玉大会 in 川口） 

第５４回埼玉県造形教育研究大会 

大会運営要項 
大会テーマ 

「造形教育の新天地！ ワイワイ埼玉 Artlearntis」 

 

＜対面・オンライン開催＞ 

令和５年１１月１７日（金）９：３０～１６：００ 
    川口総合文化センター・リリア 

  川口市立舟戸幼稚園  

    川口市立元郷南小学校 

    川口市立南中学校 

    川口市立高等学校 

 

＜オンデマンド開催＞ 

令和５年１２月４日（月）～令和６年１月７日（日） 

 

大 会 概 要 
 

１ 大 会 名 「第５２回関東甲信越静地区造形教育研究大会 埼玉大会」 

 
２ 

 
主    催 

「第５４回埼玉県造形教育研究大会」 

関東甲信越静地区造形教育連合 

  埼玉県造形教育連合 

  （埼玉県国公立幼稚園教育研究会、埼玉県美術教育連盟、 

埼玉県高等学校美術･工芸教育研究会） 
 後    援 文部科学省  埼玉県教育委員会 

  さいたま市教育委員会    川口市教育委員会 

  埼玉県連合教育研究会    埼玉県国公立幼稚園長会 

埼玉県公立小学校校長会  さいたま市立小学校校長会 

  埼玉県中学校長会        さいたま市立中学校長会 

  
 

埼玉県高等学校長協会埼玉県教育公務員弘済会 

 

３ 開催の目的 本県及びその他関東甲信越静地区の造形教育における研究成果 

の提案等を通して、学習指導の改善について協議し、造形教育 

 
４ 

 

 
大会テーマ 

の充実を図るとともに、関係職員の資質向上を図る。 

「造形教育の新天地！ワイワイ埼玉 Artlearntis」 

先行きが不確実で予測の困難な「VUCA」の時代。そんな時代 

の大海原を目前にして、〝Art〟による〝learn(学び)〟は、こ 

れからの時代を豊かに生きる力を育む教育として見直されつつ 

あります。資質・能力の育成、創造力や造形的視点の獲得、生 

活や社会との関わりなど、新たな造形教育の在り方も模索され 

ています。 本大会を契機に、埼玉県は、未来を拓き、子ども 

たちの希望となるような造形教育の新天地「Artlearntis アー 

トラーンティス」を求めて船出します。 
 



 

５ 日程 

６ 全体会（ビデオ３０分） 

開会の言葉（1 分）、埼玉県造形教育連合理事⾧あいさつ（3 分）、基調提案（10 分）、

平田教科調査官（10 分）、大会宣言（5 分）、閉会の言葉（1 分） 

※ 授業展紹介ビデオ（ビデオ１０分）幼稚園と高校のみ視聴 
 

７ 会場 
 

 

・受付 川口市立舟戸幼稚園 玄関  

・全体会、授業展ビデオ視聴 川口市立南中学校 多目的ホール （対面４０名まで） 

・公開保育 川口市立舟戸幼稚園 ゆうぎ室 （対面４０名まで） 

・昼食会場 川口市立南中学校 多目的ホール  

・研究協議 川口市立舟戸幼稚園 ゆうぎ室 （対面４０名まで） 

・授業展鑑賞 川口総合文化センター・リリア  
 

 

・全体会、分科会受付 川口総合文化センター・リリア 各分科会会場前 

・全体会、分科会 

第２分科会｢PLAY｣  川口総合文化センター・リリア  展示ホール（分科会２  対面４０名まで）

第３分科会｢CREATE｣ 川口総合文化センター・リリア 催し広場（分科会３ 対面１５０名まで）

第４分科会｢LIFE｣  川口総合文化センター・リリア  中会議室（分科会４  対面４０名まで） 

第５分科会｢WONDER｣   川口総合文化センター・リリア  大会議室（分科会５  対面１００名まで）

第６分科会｢LINK｣  川口総合文化センター・リリア  

 小会議室 A（分科会６  対面２０名まで） 

・授業展鑑賞 川口総合文化センター・リリア 展示ホール 入口付近 

・業者展示 川口総合文化センター・リリア 展示ホール 展示ブース内 

・授業公開受付 川口総合文化センター・リリア 川口市立元郷南小学校児童昇降口駅前出入口 

・授業公開 川口市立元郷南小学校 図工室（対面３０名まで） 

・研究協議 川口市立元郷南小学校 ランチルーム（対面３０名まで） 
 

 
 

幼稚園 

小学校 



 

・全体会、分科会受付 川口総合文化センター・リリア 各分科会場前 

・全体会、分科会 

第２分科会｢PLAY｣  川口総合文化センター・リリア  展示ホール（分科会２  対面４０名まで）

第３分科会｢CREATE｣ 川口総合文化センター・リリア 催し広場（分科会３ 対面１５０名まで）

第４分科会｢LIFE｣  川口総合文化センター・リリア  中会議室（分科会４  対面４０名まで） 

第５分科会｢WONDER｣ 川口総合文化センター・リリア  大会議室（分科会５  対面１００名まで）

第６分科会｢LINK｣  川口総合文化センター・リリア   小会議室 A（分科会６  対面２０名まで） 

・授業展鑑賞 川口総合文化センター・リリア 展示ホール 入り口付近 

・業者展示 川口総合文化センター・リリア 展示ホール 展示ブース内 

・授業公開受付 川口市立南中学校 生徒昇降口 

・授業公開 川口市立南中学校 美術室（対面３０名まで） 

・研究協議 川口市立南中学校 多目的ホール（対面３０名まで） 
 

 

・受付 川口市立高等学校 入口  

・全体会、授業展ビデオ視聴 川口市立高等学校 小ホール （対面３０名まで） 

・公開授業 川口市立高等学校 美術室 （対面３０名まで） 

・昼食会場 川口市立高等学校 学食  

・研究協議 川口市立高等学校 小ホール （対面３０名まで） 

・校内見学 川口市立高等学校内  

・授業展鑑賞 川口総合文化センター・リリア 展示ホール 
 

 

・来賓控室 川口総合文化センター・リリア 催し広場 

・運営関係者控室 川口総合文化センター・リリア 小会議室 B 

 

７ 参加者 （１）対面参加対象地域 埼玉県内 

オンライン参加対象地域 関東甲信越静地区

オンデマンド対象地域 全国 

（２）参加対象者 幼稚園、小、中学校図画工作、美術科、高等学校美術 

・工芸科にかかわる教員 

（３）参加予定人員 対面参加 ２００名 

オンライン参加 ４００名 

オンデマンド ２００名 

（４）参加料 対面参加・オンライン ３０００円

オンデマンド ２０００円 

（※対面参加・オンライン参加者はオンデマンド無料） 

高等学校 

その他 

中学校 





を築いていく力の要になるはずです。造形教育に秘められた 可能性を見出し、どう実現していく 
か、私たちの主体性、創造性、そして、共同する力が試される時です。 

 
◇ 子どもが主役！きらめく感性 つくり出す喜び。 

◇ 作品主義を乗り越え、資質・能力の育成を中心に。 

◇ 今こそArt！ 豊かに生きる力を育む造形教育へ。 

（造形的な視点、創造力、生活や社会と関わる力など） 

◇ 共同と対話を広げ、冒険的な授業づくりを。 

基調提案 

１ 新時代への船出 ～ 希望としての Art＋learn＋t＋i＋s ～ 

先行きが不確実で予測の困難な「VUCA」の時代。そんな時代の大海原を目前にして、〝Art〟によ

る〝learn(学び)〟は、これからの時代を豊かに生きる力を育む教育として見直されつつあります。資

質・能力の育成、創造力や造形的視点の獲得、生活や社会との関わりなど、新たな造形教育の在り方

も模索されています。 本大会を契機に、埼玉県は、未来を拓き、子どもたちの希望となるような造

形教育の新天地「Artlearntis アートラーンティス」を求めて船出します。 
 

２ 私たちの地図 ～大会コンセプト～ 

私たちには、どのような〝Artlearntis〟の姿を想い描けるでしょうか。その姿は、まだおぼろげで

す。それでも、航路の手がかりとなる地図があります。それが、本大会のコンセプトです。夢中にな

り本気になって活動する子どもたちの姿。きらめく感性、つくり出す喜び。お決まりの手順もあてが

いぶちのゴールも突き抜け、思い思いに自らの感性を働かせ、想像の翼をいっぱいに広げ、詩や物語

を紡いでいく子どもたちの姿。新たな意味や価値を生み出し、互いに響き合い、かけがえのない自分

と出会いう子どもたちの姿。作品の出来映えのみに目を奪われ競い合うのではなく、豊かな資質や能

力を 我がものとし、成⾧していく子どもたちの一人一人の姿にこそ目が向けるべきでしょう。造形

活動を通して獲得される、造形的な見方・考え方、創造力、生活や社会と関わる力なと、Art に根ざ

した生きる力は、様々な困難を乗り越え、豊かな人生を歩んでいく力、より人間的で彩りのある社会 

・「Art (アート)」は、幼、小、中、高を通じて行われる造形活動のこと 
 

・「learn (学び)」は、造形活動により子供が成⾧したり、何かを獲得したりすること 
 

・「t」は、「transformation(変革)」学びの在り方をより豊かな方向に変えていくこと 
 

・「i」は、「inclusion (包括)」 多様な人々が互いの個性を認め合い協働すること 
 

・「s」は、「sustainability(持続可能性) 」造形教育の力を将来にわたって生かし続けること 



３ 羅針盤を携えて ～3 つの追究観点～ 

埼玉県では、毎年、県の造形教育研究大会を開催し、創造体験研修会と授業実践研修会を通して、

多くの参加者を集め研修を積み重ねてきました。「3 つの追究観点」は、そうした⾧年の研究の中で

明らかにされてきた観点であり、造形教育の原点に立ち返りながら、新たな実践に挑む上での指針と

なっています。とりわけ〝子どもの心〟を見つめ、受け止め、励ましていくという観点は、埼玉の造

形教育の大切な理念として受け継がれています。ここで掲げた「3 つの追究観点」を羅針盤に、時代

の変化に挑み、新たな発想を呼び起こしながら、より創造的に造形教育の未来を拓いていきたいと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 「にじいろ」の冒険がはじまる ～7 つの分科会～ 

本大会では、7 つの分科会を設けることとしました。第 1 分科会は、幼稚園での取組を、第 7 分 
科会は、高校での取組を取り上げます。そして、第 2 分科会から第 6 分科会までの 5 つの分科会

は、小学校と中学校での取組を取り上げる分科会となっています。 
 

それぞれの分科会は、造形教育のねらいや課題、活動内容の特性を象徴する 7 つのトヒックで構成

されています。提案者や 参会者がそれぞれのトピックを手がかりにしながら、より自由な発想で提

案したり内容を深めたりできるようにしました。 
 

第１分科会の「Spring」(わくわくぞうけい)には、「跳ねる、生じる、湧き出る」あるいは「春、

泉」といった意味 があります。就学前の幼稚園の子どもたちの生まれながらにもつ造形への意欲の

発露や感性のみずみずしさを象徴しています。 第 2 分科会「Play」(造形遊びを中心に)、第 3 分科 

会「Create」(自己表現を中心に)、第 4 分科会「Life」 (豊かな生活づくり)、第 5 分科「Wonder」 

(新たな試みや鑑賞)、第 6 分科会「Link」(様々な連携を図る) は、小中学校を対象にした分科会で

す。それぞれ、具体的な実践例を 3 つずつ示し、提案の参考になるようにしました。 第 7 分科会の 

 
 



「flying」(はばたく美術教育)には、「飛翔」という意味があります。「美術に関する専門的な学習

に取り組み、感性を磨き、美術文化の継承、発展、創造に寄与する態度を養う。」という高校の美術

教育の目標や豊かな生活や人生を築く力を身に付け社会へはばたいていくというこの時期の美術教育

の特性を象徴的に示しています。 
 

 

 

5 チームシップの輪を広げて ～ワイワイ 埼玉～ 

これからの研究活動の形態として、チームシップ（「チーム内の地位や役割に関係なく、一人ひと

りがお互いを理解しながら、チームとしての成果の為に成⾧すること」)は、大きな可能性を秘めて

います。地域の垣根や校種の垣根も越えた様々な人との関係づくり、だれもが自由に語り合える場づ

くり、授業づくりの課題・アイデア・成果の交流や共有などを一歩一歩実現していくことで、より創

造的で、広がりのある研究活動が生まれます。エネルギッシュなチームが形成されることで、造形教

育を推進する主体者が育ち、造形教育の輪が広がります。コロナ禍にあっても、私たちは、オンライ

ンミーティングも積極的に活用しながら、つながりを広げ、対話を積み重ねることを通して、本大会

を構想するとともに、今までにない取組として、チームシッフを生かした実践研究、提案準備にチャ

レンジしてきました。「ワイワイ埼玉」を掲げる本大会におい て、チームシップの輪が大きく広が

ることを期待します。 



６ 造形教育の新天地へ 

造形教育の冒険に終わりはありません。私たちは、従来の造形教育を乗り越え、新たな造形教育を

創造するためにも、また、時代の担い手を育てるためにも、様々な人々がつながり合い、互いの問題

意識をぶつけ合い、抱えている課題を共有して、知恵と情熱を響かせ合うような大会をめざしたいと

考えます。埼玉には海はないけれど、新天地へのあこがれを胸に、みんなで荒波にもまれながら、 

〝ワイワイ〟進んでいきましょう。諸人集え、埼玉へ！ 
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