事務局広報発行:H29 年度 都図研ニュース
理事長 平田耕介 事務局長 柴田芳作
４・５月号編集担当 堀江美由紀
研を側面で支援してきたつもりですが、今年度、都図研

新会長！「ごあいさつ」

は東京都小学校教育研究会連合の幹事研究会でもあり、
ここが組織改編の機と判断した次第です。都公立小学

東京都図画工作研究会会長
飯澤 公夫（八王子：陶鎔小校長）

校において図工美術出身の管理職は約４３名です。指
導主事の先生も１０名程おります。管理職、指導主事に

都図研新会長に就任しました飯澤です。昨年度一年 なったら、都図研と距離を置くのではなく、管理職の立
間、組織改編に向けて都図研の様々な方々にご指導い 場で、この都図研を支えていってほしいと思っていま
ただきながら作業を進めて参りました。都図研に初め す。図画工作にかかわる論議にも、管理職としての発言
て管理職組織を入れるに当たり、新組織図の作成・都図 も必要になってきます。
研会則の改正等を実施し昨年度の理事会で承認してい

ぜひ、これからの都図研を益々発展させるために、多

ただきました。私自身、都図研顧問として５年間、都図 くの方々のご支援をお願いいたします。

新副会長よりごあいさつ
副会長 徳永和弘（八王子：第五小校長）
「知ることは感じることの半分も重要でない」
子供たちがもつ感性（センス・オブ・ワンダー）に
寄り添い、感動を分かち合う大人がそばにいること
が何より重要：レイチェル・カーソン
図工の先生たちこそ共感できる言葉ですね。皆さ
んが、都図研で力を高めていけるように、微力です
が、お手伝いさせていただきます。

副会長 丸木英美（世田谷：八幡山小校長）
杉並・武蔵野時代に皆さんにお世話になりまし
た。図工は、子供の感性を育て、情操を育むことの
できる素晴らしい教科です。まさに新しい時代を生
き抜いていく子供たちの育成に欠かせないもので
す。図工専科は、ある意味、学校の要と思っていま
す。そんな都図研の先生方のお役に少しでも立てる
よう微力ですが、努力してまいります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

新役員よりごあいさつ
この度、理事長となりました新宿区立愛日小、平田耕介です。過去にも、理事長として仕事をさせて頂き
ましたが、その当時とは、理事長の立ち位置も周囲の状況も大きく変わりました。組織は、一人では成り立
ちません。飯澤公夫校長先生を会長とし、新しい体制の中、前任の会長が築いてきた都図研の信頼を継承し
つつ、様々な考えを交わしながら、皆が同じ方向を向いて発展していけるよう尽力していきたいと思いま
す。皆様のお力添えよろしくお願いいたします。
理事長 平田 耕介（新宿：愛日小）
私の祖母が以前、
「どんな仕事でも喜んで引き受けなさい。その経験は自分を磨き強くするから。
」とよく言
っていました。当時は小学生だったので実感がありませんでしたが、多くの方と仕事をさせていただく中でそ
の言葉の重みを感じています。今年度より副理事長を担当させていただくことになりました。たくさんの方と
の出会いを大事にして、また勉強させていただければと思います。よろしくお願いします。
副理事長 杉山 聡（板橋：板橋六小）
前年度まで副会長をさせていただいておりましたが、本年度より、事務局長として尽力させていただきます。
滞り無く都図研の運営が進められるようにしていきたいと存じます。不慣れな仕事で周りの皆様に助けてい
ただきながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
事務局長 柴田 芳作（狛江：狛江一小）
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組織とおもな役員・年間活動予定

平成 2９年度

組織図・役員及び各局長
【管理職組織】
会長
飯澤公夫校長
（八王子・陶鎔）
副会長
徳永和弘校長
（八王子・第五）
丸木英美校長
（世田谷・八幡山）

顧問
鷹野改三（元会長）
亀川 豊（元会長）
矢木 武（元会長）
鈴石弘之（元会長）
辻 政博（元会長）
高橋香苗（元会長）
福岡貴彦（前会長）

会計監査

南多摩ブロック
中央ブロック

理事長

平田耕介（新宿:愛日）
副理事長
鶴内秀一
杉山 聡（板橋:板橋六）
伊藤貴光（葛飾:西小菅）

特
別
委
員
会

田中明美（品川:立会）

都教職員研修センターとの連携研修
地区との研修・教育課程研修
題材提案等

林小和子（立川:第一）

事務局長

都図研大会 城北ブロック大会

柴田芳作（狛江:狛江第一）

事前研究/城南ブロック

副事務局長
堀江美由紀（葛飾:こすげ）

事務局

後藤真理子（荒川:赤土）

庶務部…鶴見智（足立:島根）
広報部…渡邉 裕樹（昭島:つつじヶ丘）

★理事研究会

事業部…菅野光洋（新宿:市谷）

※理事による研究会（注釈参照）

HP 担当…東郷拓巳（台東:上野）

選挙管理委員会

研修局（都認定研修）
岡部哲（中央:月島第一）

各ブロック会・ブロック長
城東

研究局

浦本美岐子（荒川:汐入東） 城西 加藤幸子（新宿:淀橋第四）

栗本圭（国分寺:国分寺第四）

城南 緒方輝一郎（大田:馬込第三） 城北 堀口あや子（豊島:南池袋）
中央

岡部哲（中央:月島第一）

南多摩 藤井和恵（日野:平山）

北多摩 日下美和（小金井:本町）
西多摩 黒澤健二（福生:第一）

各地区図工部
月

注釈：
「理事」は、規模に応じて各区市１～３
名の図工専科が当たる。
「理事研究会」では、
各区市の理事が出席し、都図研の研究、研修、
大会、都展等の情報を共有する場である。理事
は情報を各区市に持ち帰り、伝える役目を担
う。また、役員の選挙権をもつ。

おもな活動予定

備考

４

なし

都図研ゼミ受講生募集

５

１６日/理事研究会（狛江：狛江第一小）研修Ⅰ申込

研究局公開授業・未定

6

２０日/新学習指導要領研修会（新宿：愛日小） ２９日/都認定研修Ⅰ（中央：月島第一小）

7

１１日/理事研究会（新宿：愛日小）１３日/都教職員研修センター連携研修（国分寺：国分寺第四小）
３１日/新学習指導要領研修会（立川：第一小）

8

役員会 研修Ⅱ申込

9

５日/理事研究会（立川：第一小）

10

都認定研修Ⅱ（未定・２学期中に開催予定）

11

17,18 日/全造連・全小図連総会・関ブロ…長野大会（佐久市）

12

８日/都図研城北大会 １２日/理事研究会（板橋：板橋第六小）役員会

1

都図研活動報告書編集開始（各局報告書まとめ開始）都図研ゼミ公開授業（日時:未定）

2

長野県美術教育研究会合同研修会 １２～１８日/都展（都美術館）都研究推進団体研究まとめ報告書作成

3

８日/理事研究会総会・役員選挙（新宿：愛日小）H２９都図研活動報告書発行 役員会
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研修局長:岡部 哲

担当副理事長:杉山 聡

（中央：月島一小）
研修局では How To 型の研修ではなく、
「子供が自
身の世界を広げる図工」という視点で、参加者が図工
について考えるきっかけをつくる研修を企画してお
り、今年度も年２回の研修を実施します。多くの方の
参加をお待ちしています。
【研修Ⅰ】
日時：６月２９日（木）１３：３０～
場所：中央区立月島第一小学校
テーマ：
『粘土の世界を味わう』（仮）
講師：未定
内容：前半は、土・紙・油など、様々な粘土の題材を
体験し、後半はテーマに関連した講演を予定していま
す。

【研修Ⅱ】
日時：２学期中を予定しています。
テーマ：授業参観から学ぶ
講師、内容：未定
研修Ⅱの内容については、後日詳細をお知らせします。
★お知らせ★ 研修Ⅰ、Ⅱは、東京都研修センターの教育研究普及事
業Ａ（認定研修団体）による研修ですので、受講申込書での申し込みに
なります。（所属校の校長の許可を得て申し込んでください。）
◎受講申込書の用紙については、後日詳しくお知らせ、配布します。

（板橋：板橋六小）

私達図画工作科教師は、日々子供たちとともに造形活動
の現場にいて、日常的に子供の活動を観察し分析している
研究者です。子供の成長には一見無用に見えるかもしれな
い時間の積み重ねが必要になります。心と身体を存分に働
かせ、感じ、関わり、考え、悩みながら表していく時間の
大切さはどなたも実践の中で感じていることだと思いま
す。だからこそ、日々の授業の中で今子供が何を感じ考え
ているのかを観察し、価値を認め、その良さや学びを外に
向かって発信していくことは、子供の成長と図工科の意味
を確かにする意味でも我々の大切な責務だと考えていま
す。
都図研研究局では、昨年度「わたしと身近な世界をつなぐ
～造形活動を通して～」というテーマの下、ものと充分にか
かわりそのものを自分の感覚でとらえる造形活動、ひとつの
見方だけでなく多面的な価値を見付ける造形活動を通して、
子供の学びが高まっていく姿を実践・検証を重ねながら研究
してきました。今年度は、新しいメンバーで取り組んでいく
ことになります。図工科の研究として一つの指針となるよう
な提案ができるよう力を合わせて作り上げていきたいと思
います。よろしくお願いいたします。
★お知らせ★ 公開授業を計画しておりますが詳しい日程は後ほどお
知らせします。また、12 月 8 日の城北大会時には 2 本の研究授業を実
施します。

ゼミ担当:田中 明美

事務局 事業部長：菅野光洋
（新宿:市谷小）

（品川：立会小）

「都図研研究ゼミ（２０１７）」
都図研ゼミも今年で８年目。ゼミ生も２０２名を数
えるほどになりました。前年に引き続き図工担当経験
２年以上から１０年未満の方を対象に、６月から月に
１回程度、全１０回の研究会を開きます。

今年度から事業部担当になりました、新宿区立市谷
小学校の菅野光洋と申します。よろしくお願いいたし
ます。事業部では主に東京都公立学校美術展覧会（都
展・公美展）の運営を行っております。

この研究会は、経験のある方々に教えていただく受
身的な研究会ではなく、企画運営を受講者で主体的に

今年度の都展は前年度と日程が異なります。
1.事前搬入
平成 30 年 2 月 9 日(金)

行っていくものです。図工教育に関する基礎的な指導
力を図り、身近な疑問から授業研究、題材研究までの
共同研究・研修の場とします。主な内容は、指導案の
書き方・評価について・学習指導要領について・授業
研究・作品の持寄り研究等。３０人くらいのゼミ生を
チームに分け、この１年間、積極的な授業研究を行う
予定です。今、都図研ゼミの時間を通して、もう一度、

2.搬入・展示 平成 30 年 2 月 12 日(月)
3.会期
平成 30 年 2 月 13 日(火)～18 日(日)
4.撤去・搬出 平成 30 年 2 月 18 日(日)
前年度より 1 週間遅く開催されます。
詳細については、
決定次第、皆様にご連絡させていただきます。
1 年に 1 回の大イベントですので、出品された子供・
保護者や各作業をしていただく皆様に気持ちよく参

図工に向き合ってみませんか。

加していただけるように頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

申し込みについては、用紙に記入後 FAX にて送付。
６月９日（金）締め切り 問合わせ：品川区立立会小学校 田中明美まで
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今年度、突撃！となりの図工室は、各地区（計８ブロック）の図工専科から取材を行います！取材して欲しい図工室がありましたら、紹介してください♪

リレー連載 A

突撃！となりの図工室 城東
第１回目の訪問先は城東ブロックより井野早穂里先生（荒川・尾久小）の図工室です。ご
経験は１校目６年目ですが、産休代替など経験豊富な先生です。スカイツリーの見える電車
と ね り

お

ぐ

“日暮里・舎人ライナー”沿いの尾久小学校は荒川区の中でも ICT 研究先進校です。図工室
に伺うと、整理されてすっきりとしたきれいな図工室という印象。さらに目を引くのは教員
机のそばにある図工室専用のプリンターです。タブレットパソコンが児童１人１台配置され
た環境であることから、特別教室にも電子黒板やプリンターなどが設置されている学校です。
昨年度の ICT 研究発表では図工の授業も公開し「つなげてかざろうアートカード」としてタ
ブレットパソコンで児童が描いたオリジナルカードをその場でプリントアウトして掲示し
ながら交流したり、鑑賞したりしたそうです。絵の具や素材と触れ合うアナログな体験も大
切にしながら、デジタル機器の活用もバランスよく取り入れることを考え授業をおこなって
いるとのことでした。
また、デジタル機器とは対照的にベテランの図工専科の先生がつ
くってくださったという便利な手づくりの棚もいくつか発見しまし
た。水道がある窓際にはお皿や筆などなんでも乾燥できる棚、画用
紙の整理棚、壁際は掲示板しかなかったところにちょっとした作品
なども置ける棚が頑丈に備え付けられています。その他にも２年生
から図工室で活動しているとのことで、用具の表示が絵と文字入り
で丁寧に表示されていました。すっきりとした用具の整理は児童が
自ら取り出し片付けができる環境づくりが大切だという基本に改め
て気付かされます。先進的な機器の中にも代々の先生方の知恵を引継ぎながら、児童が活動し
やすいあたたかい環境づくりの工夫がたくさん見られた素敵な図工室でした。
取材担当者：後藤真理子（荒川・赤土小）
リレー連載 B

局長＆副理事長からのメッセージ【事務局長より】
いよいよ、平成２９年度の東京都図画工作研究会が動きだしました。
本年度より、組織、運営体制が大きく変わりました。都図研会長を八王子
市立陶鎔小学校の飯澤公夫先生、副会長に八王子市立第五小学校の徳永和
弘先生、世田谷区立八幡山小学校の丸木英美先生の３名の校長先生に新た
に運営に加わっていただき、現場で授業を実践する多くの先生方と一緒に
研究を進めていくこととなりました。それに伴い、組織の改編も行いまし
た。前年度までの役職名など変更しましたので、P２にある組織図をご参
照ください。例年のように引き継ぐことができないことも多々あり、各局
のメンバーの決定や年間の活動予定などまだ決定できていないなどご心配
をおかけしておりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

さて、新学習指導要領が告示されました。今後益々、新しいことが次々に提案され、教育現場での対応はより忙し
くなってきそうです。しかし、教科の本質がぼやけることの無いように、これまでも大切にしてきた図画工作科の資
質、能力を育てていく研究内容の理解とともに、新しい図画工作科の学びの可能性にも挑戦し、発信、提案しながら
研究を進め、不易と流行のバランスのとれた研究にしていくことを目指していければと考えます。
しんしゃく

事務局はじめ、都図研を運営する側は、１０００人を優に超える図工専科の多様な考え方を斟 酌 して組織の活性化
を図り、みなさんにとって楽しい研究団体となることを願います。
事務局長：柴田芳作（狛江・狛江一小）
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