
２０１６年５月吉日 
各学校長・園長様	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
造形・図画工作・美術科担当様                                                          

                                                                          

第６１回	 造形教育センター	 夏の研究大会（第一次案内）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 造形教育センター委員長	 山田	 猛	  

	 	 	 研究部長	 石賀直之	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        
研究テーマ「今、子どもたちに必要なこと＋」	 

 
子どもの切実さ－それは、現代において我々が思っているほど簡単に語れるような

ものではなさそうです。なにが直接的に我が身に差し迫っているかがわからない、と

いうことが切実である、というやっかいな状況のように思えてなりません。 
	 本当の意味での子どもの切実さとはなんだろうか、という問いを改めて行ってみた

とき、現代がよりリアリティを持って見えてくるのではないでしょうか。 
今期の造形教育センターでは、今の子どものおかれている「リアル」と、彼らに「必

要なこと、足りないこと」を捉え、足りないことを足るようにしている「旬の人」を

多方面から招聘し、議論しています。その豊かな語らいの中で、これから進むべき美

術教育の有り様を捉えようとしています。 
 
夏の研究大会では、これまでのゲストとの対話の中で得られた「子どもの切実さ及

び子どもに必要なこと、足らしめたいこと」ことを明らかにしていきながら、その核

心に迫るべく体験的に深めていきます。どうぞよろしくお願いします。	 	                                                                                                
◇会	 期	 	 	 ２０１６年７月３０日（土）・３１日（日）                                              
 
◇会	 場	 	 	 成城学園初等学校 
 
◇交通案内	 	 小田急線	 成城学園前駅よ

り徒歩約８分 
(成城学園初等学校のＨＰに経路に関する詳
細が載っていますのでご覧ください) 
◇内容（予定）	  



 
第１日目	 ７月３０日（土） 第２日目	 ７月３１日（日） 

10:00 会員受付 
10:30 一般受付 
  
11:00 開会 
	 	 	 	 委員長挨拶	 	 山田猛	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 基調提案	 	 	 石賀直之 
 
11:30   実践研究発表	 ① 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   
12:00 昼食	 	 	 	 （会員総会）

   
13:00	 対談 
	 	 「 こころが感じられる人物写真」 
写真家	 植田峰子（Tahko）氏による精

神障碍者のポートレイト撮影に関す

る経験談から話題を広げて…	 

コーディネーター	 瀬崎真也	 

  
14:45	   造形ワークショップ	 各種 
	 今期のテーマに合わせて役員がキ

ュレーターとなってワークショップ

を行います。 
	  
16:45    共有	 	 鑑賞会	 	 	  
17:00	 	 記念撮影  
17:15	 	 移動開始  	  
17:30  懇親会	 	 別会場にて 

9:00 受付 
9:15	 	 アイスブレークワークショッ	 	  
	 	 	 	 プ 
9:30	 	 実践研究発表	 ② 
	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  
11:00	 「国際協力経験者の視点から 
	 	 	 日本の造形美術教育を再考する—	 	  
	 	 	 今、子どもたちに必要なもの」 
	 	 （仮題）	  
	 	 経験者のプレゼンテーション 
	 	 参加者グループ別ディスカッショ	  
	 	 ン 
 
12:45閉会式	  
 
13:00 解散 
 

  


