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京都市立芸大美術教育研究会50年史に寄せて
京都市立芸術大学学長西島安則

この度､美術教育研究会の50年の記録が皆様のご尽力によって編集・発行されますことは、
誠に意義深く、有難いことであります。

美術教育の重要性や、文化芸術の振興が声高に論じられておりますが、その現実はまさに

危機に瀕していると言っても過言でないと思います。５０年前に、耐え難きを堪えた長い抑圧
から解放され、自由の光に美術・芸術の輝く新しい時代の到来が期待されました。事実、世
界各地に新しい時代の幕開きにふさわしい芸術運動が始まりました。しかし、飢餓の中で夢
見たあの高貴で純粋な美の探求の時代は、やがて、飽食の世で、市場経済の社会風潮にもま
れ、やたら奇をてらう短命な流行に飲み込まれてしまうかに見えました。

たしかに、この50年は、美術教育にとって波乱の世紀で、決して恵まれた時とは言えませ
んでした。しかし、この間、本学の卒業生の方々の美術教員として果たしてこられた地味な
ご努力と、その大事なご貢献に深い敬意を表したいと思います。

美の教育を初等・中等教育のいわゆる“ゆとり”の飾りものにしてはなりません。わが国
の教育において、何を人づくりの中軸とするかをしっかりと弁えるべき時なのです。息せき
切って、敗戦の荒廃から立ち直ったそのままの延長線上を走っている時代は過ぎました。国
の品格そして固有の成熟への道を歩むためには、人の人たる文化の歴史の中心にある美術の
探求の柱を現代の教育体系の中軸として据えることこそ肝要と、私はかねてより信じてきま
した｡そのためには、初等・中等教育の体系における美術教育の位置づけは言うまでもあり
ませんが、現代の社会生活の中での、美術館や博物館での学芸員のあり方、また、マスメデ
ィアでの芸術の世界の取扱いなど、根本的に検討して、強力に実施に移すべきことが多々あ
ります。美術教育の充実のために本学のような芸術大学での美術教員になるための教職免許
のあり方も現場から活溌な論議を進めるべきと思っております。

この美術教育研究会50年史が、新しい時代の展望と、わが国の教育の大きな転換を期す渦
の起点の一つともなることを切に望んでおります。
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50年史の刊行にあたり
京都市立芸術大学美術学部長

京都市立芸術大学美術教育研究会会長新海治

京都市立芸術大学美術教育研究会が50年史を刊行することとなり大変喜ばしく、また意義
深いことと存じます。突然、巻頭の言葉とのことを受け賜りましたが、本研究会が、どのよ
うな経過で発足されたのか、もちろん美術教育に係る先輩諸先生方の熱意と1情熱で設立され
たことと存じますが、５０年前の様子を充分に理解できていないで、会長をおおせつかってい
る私自身の勉強不足を痛感している次第です。

昭和41年２月15日発行の京都市立芸術大学美術教育研究会研究誌第一号「美」の発刊によ

せて佐和隆研先生のお言葉から引用させていただきます。「美術教育研究に研究部が設置さ

れてから既に1年余りになる。この研究部は研究会の役員の協議によって設けられ、総会で
承認されたものであるが、部員の人選については、自発的に集まった人達によって構成され
た形になったのである。教育現場において直面するさまざまな問題を、とりあげてかわされ

る部員達の多角的な討議（中略）教育現場における先生達は、直面するさまざまな問題につ

いて、真剣に取りくみ解決しなければならないと思うことが多い……」と書かれ、美術教育

研究誌「美」の発行までの足どりや、本研究会発足当時から、美術教育に関わられた諸先生
方の大変なご苦労の集積が推察されます。

半世紀後の今日においても、さまざまな問題が美術教育全般に多く山積みされていること
も事実であります。長い歴史の中でここまで美術教育研究会を育成発展させていただきまし
た諸先輩の皆々様、特に、教職研究室を中心とした大学関係者並びに学外役員の皆様の並々
ならないご尽力ご努力の賜としての50年史であります。

昨年より会長として当研究会のメンバーとして、会合等に出席させていただくようになり
ました。いろいろな問題点の改善・改革を大学役員と学外役員の先生方で検討されました。

今後、より強力な繋がりによって、多くの若い会員の参加と活気に満ちた美術研究会が先の
50年に向かって踏み出す出発点として、この50年史が位置付くことを期待するとともに、京
都市立芸術大学美術教育研究会のますますの発展を願って巻頭の言葉にさせていただきま
す。
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凡例

1．本書の編集は、本会発足から50年を経た平成1４（2002）年６月、大会の決定により着手し約
１年、後記４名の委員によって行った。

2．本書掲載記事の内容期限は、本会結成の昭和2７（1952）年２月から、平成1４（2002）年６月
までとした。

3．本書の目的は、５０年の本会の業績記録と、それを今後に生かして役立てることにあるが、特
に後者に重点を置いたので、会の組織運営面や、行事記録写真などは大部分割愛した。
4．掲載記事は、事実の記録を主とするため、会誌、会報、その他の刊行物、大会資料、役員会

資料、特設専門部会資料、広報文書、会合案内等に至るまで、あらゆる印刷物に拠った。不明
の部分は残されている。

5．その他については、「年表」以下各章記事のはじめに、当該記事のための注記を付したので
ここでは省略する。
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1．略史
本会の発足は昭和2７（1952）年２月、美術大学

学校は美術創作の専門教育を行っていたのである

講堂で行われた結成総会であったが、その気運は

から、そのま、教員となった卒業生には戦後の新

それ以前から美術大学の学内、学外ともに高まり

教育に戸惑いもあり、自己の創作活動と教育公務

つつあった。

との両立に悩みを大きくしたのは事実である。

当時は、戦後の教育改革も軌道に乗り、教育基

折りから新学制へ移行する際の人事異動に、不

本法、学校教育法に基く６．３．３制の学校教育

当な処遇を受ける例も多発し、あまつさえ給与体

体制も確立し、その中で美術専門学校も旧制の専

系の学歴格付けで、旧絵専の５年制専門学校の例

門学校から新制の大学へ移行した。美術専門学校

が他にないことから「４年制」の枠に位置付けら

は昭和27年３月には、２３．２４年入学生を同時に卒

れる事態も起り、行政の不当な扱いに抗議するな

業させ、美術大学に移行したのである。

どの、止むに止まれぬ同窓生の集団行動に盛り上

昭和27年２月には、美術大学は「教職課程」を

ったのである。このような種々の問題が発端とな

設置した。これは戦後の開放制教員養成制度に基

り昭和23年結成されたのが京都、大阪の「双線美

くもので、これにより学生は美術大学を卒業する

術｣、兵庫の「二葉会」であった。「双線」の名は、

ことと共に、本人の希望によっては教職課程を履

美術創作と美術教育の二つのみちを両立させ、両

修し教員免許状を取得することができるようにな

者相乗作用によってともどもの向上発展をはかる

った。大学においても、教職課程関係の教育と研

という趣旨であった｡このような自主的研究団体

究に対応が必要となるのは当然のことであった。

が、地元の京都、大阪、兵庫につくられていたこ

教員養成系の国立大学では、教育研究には実践

とと、大学が旧時代の卒業生に対する後補的再教

研究が欠かせないことから、附属校の設置が行わ

育に熱意を持ったことが学長を長とする研究団体

れた。一般大学の教職課程の認可にはそこまでの

に結実したのである。

条件はなかったが、卒業生の教育実践の場が、大

学の研究と密接に関わることは望ましいことであ
った。

「研究大会」と称する研究集会は、当初は本会

の唯一の集会行事で、昭和3０（1955）年までは年

本会発足当時の会員には美術大学卒業者はまだ

２回行われ、第36回大会ごろまでは研究発表者の

１人もなく、すべて美専、絵専（旧制専門学校）

人選も分担申合わせに基き、支部役員会で行われ

の卒業生であり、所持していた免許状は、文部省

た。

から直接受けた旧制中等教育（旧制中学校・高等
女学校・師範学校）の図画、用器画の免許であっ

発表の内容は個人の自由なテーマの発表であっ
たから大会毎の独自な特色はなかった。

た。このように戦前昭和期以前から、事実上中等

本会の大会の特色は講演にあり、当初から本学

教育教員養成の歴史を持っているのはい今日数多

関係教授陣を中心に後年に至るまで、その顔ぶれ

い美術系大学の中で東京美術学校（現東京芸大）

は文化勲章の受章、重要無形文化財保持者や国立

と京都市立絵画専門学校（現京都芸大）の二校だ

芸大学長国公立美術館長文部省教育課程審議

けである。

会会長や有名作家、学者、評論家等、全国的な著

ただ当時の美術教育思想から当然のことながら

名人が多かった。
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京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

大会の行事の、会員の組織的研究活動への転期

これを無視することはできず、全国の友宣団体と

は昭和3７（1962）年で、この年から大会毎に大会

共に対策運動に力を議した。この時は行政管理の

研究主題が決められ、それを前年度の大会で決め

研究団体でさえ地元の当局や文部省に対して働き

た。この主題を中心に共同研究を進め、日常的継

かけを行い，全国的な運動に盛り上った。

続的な研究活動の中に大会を位置づけようとした

この種の問題は戦前にも度々教育史に遺されて

のである。この趣旨を具体化するため、「研究部

いるが、いつも決論が出てしまえば終止符が打た

れている。にも拘らずこの時は学習指導要領の告

会」が発足した。

研究会の中に研究部会をつくるということは、

示後も運動が広がり，教育委員会の基準案や学校

党中党をつくることと役員会の中に批判的な意見

でのカリキュラムづくりの段階まで運動は続き、

もあったが、あくまで大会テーマを中心とする研

中学校美術の週時数２．１．１の指導要領の最低

究部会であることと、研究活動、会計等を詳細に

基準を上まわる２．２．１や，２．２．１．５を

役員会に報告することで研究部会は発足した。

確保する例が全国の各地で見られた。本会におい

その後昭和5０（1975）年に至り、このような共

ても会長（学長）名の要望書を各方面に送付した。

同研究だけでなく、一般の学会のような会員個人

この様な運動が実り、次の昭和4４（1969）年の改

の自由な研究発表の場の拡充も重要であることか

定では「工芸」を復活して時数も必修２．２．１

ら、例会１００回を期に研究部の名称も「研究セン

までを確保した。その後ほず１０年毎に教育課程改

ター」と改め、組織、運営も強化された。

定がくり返されたが，本会は一貫してこの問題に

以後、この体制は50周年の第308回まで続いて

積極的に取組んだ。この運動は人間教育と一体で
ある美術教育を守る運動であり、会員のひとりひ

いる。

研究部会時代から会員の研究活動には自由なグ

とりが美術教育の理念を根拠に周囲の説得に当ら

ループ研究があり、昭和4５（1970）年にはじめて

なければならず，そのためには否応なく目に見え

絵画、版画、彫塑、工芸デザイン鑑賞の領域

る自己の教育実践を示さなければならないのであ

別研究部会や、色彩、特殊教育、幼児教育評価

るから，本会の運動も、研究と実践と一体のもの

の問題別研究部会が生まれ、それぞれ何回かの集

として進めることができたのである。

またこのような運動は、個人的な活動だけでな

会を持っている。昭和5６（1981）年にはさらに、
造形の感覚技術、造形の動機、造形の用語、社会

く、多くの美術教師が手をとり合い協力してこそ

教育、大学短大の研究部会が加わり、中でも幼児

成果を得るので、本会の集会においても会則上の

教育部会は昭和45年から51年までの間に、１泊

同窓の枠にとらわれず，事実上の門戸開放を行っ

２日の集会を含む１４回の研究集会を持っている。

てきたのである。例えば，本会主催の昭和３９

平成以後は他の部会同様に一時停止状態になって

(1964）年の，７日間にわたる油画、版画陶磁

いたが､平成９年復活し、以後１１回の集会を開き、

器、漆工、染織の各実技講習会は、教育委員会を
通じて全市の学校に周知し、受講は出身者に限定

その研究のまとめの集録刊行も進行中である。

や、遡って本会発足間もない昭和3１（1956)年、

日本の教育は戦後の教育の大きな転換期を迎え、

せずこの時の受講者で本会会員となった例もあ
る。

教育課程の国定化、道徳時間の特設、教員の勤務

しかしながら本会を外から見れば，強大な学閥

評定など、教育の中央集権化の中で，美術（中学

の形成の如くみられることもあったが、本会の会

校では当時図画工作）科授業時数の大幅縮減の問

員は，本会発足の経緯や目的からそのようなこと

題が起った。本来研究団体である本会においても

には無関心であったことは事実である。それでも
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1．略１２

って活字の大きさを大きく変えたこともそのひと
つである。平成に入ってから、諸事業が停滞気味

役員会では会員条項に、「会員の推せん者」の
改正が提案されたことがあったが、時期尚早で見
送られた。その後、組織運営の諸問題から，会名
の変更と会費の値上げ以外に47年間放置されたま
まになっていた会則の本格的改正は、平成11
(1999）年から着手し、会員資格が会則の上でも

の中で、「美」の投稿者は漸増し、近年各号の頁
数は過去に例を見ない程増大した。会報発行でも
担当者が替ってから、近年内容も充実した。
本会の会員数は、当初は約300であったが、昭
和6３（1988）年には867となり、平成３（1991）
年を頂点として以後少子化の影響などで漸減して

明確になったのは50周年を迎えた平成１４（2002）
年である。

いるが、５０年間の会員は初期の、故人となってい

本会の事業としては、大会、例会、部会などの
研究集会の他に、会員の研究発表、論文などを印
刷物として遺すことが，会の発足と同時に行われ

る方々を含め1300を超えている。

大会、例会、会誌などでの研究発表者の数は
437人（639件）で、本会の会員がもともと美術実

ている。

技の専攻であることからすれば予想外に大きい。
本会が一般の他の学会や研究会に例を見ない点
は、「美術教育」の研究に必要なあらゆる図書、
資料を可能な限り蒐集し活用することに早くから
取組んだことにある。発端となったのは、大会の
研究テーマを前年度に決めたことによる共同研究
の組織がつくられたことで、そこで必要となった
文献を常に傍に備えたいということと、それを会
の資産として、将来への会の研究発展の条件を拡
充したいということにあった。最初は研究チーム
のメンバーが私本を持ち寄り寄贈した書棚１個分
であったが、これは昭和4５（1970）年１月、突然
の学舎の火災によって全焼した。一時は力を落し
たがまもなく本格的な「図書資料室」事業に着手

これは研究団体としては基本的、かつ当然のこ
とであるが、５０年間休みなく継続されている例は
全国でも極めて少い゜

本会の会誌「美」はその主要なもので、その名
称は、大正、昭和初期に絵専、美工校友会の定期
刊行学術誌であった「美」を復活させたものであ
る。この学術誌には、当時の日本の著名な学者、
芸術家が毎号名を連ねている。

本会の会誌「美」は、昭和2７（1952）年から昭
和4３（1968）年までは年l回刊であったが、昭和
４１（1966）年、大会テーマを中心に研究を進める
研究部の、研究記録を全会員に早く知らせる必要
から年５回刊の小冊子を、研究誌「美」として、
年刊誌「美」と併行して発行した。
昭和4４（1969）年、１８号からこの両者は統合さ

したのである。

れた。

この時点で、画期的なことは本会会誌「美」は、
郵政審議会の答申に基き、郵政省から学術刊行物
の指定を受けたことである。この指定は後年に至
るほど難しくなり、全国の数多い美術教育団体で
他に例を見ない。

会誌「美」の編集部は、度々アンケート調査等
によって会員の声をきき、毎年１月には定例の拡

大委員会を開き、翌年度の編集方針や特集テーマ
など、時局の課題を先取りして投稿応募層を拡大
するなど、改善がこらされた。133号から思い切

全会員に度々寄贈を呼びかけ、美術教育関係の
古本、新本とりわけ明治初期以来の教科書を中心
に蒐集を始めた。幸いこれを可能にする財源に恵
まれたことも他に例を見ないことである。

当時会の財政は、本会編著になる中学校生徒向
けの美術鑑賞教本が好評で、全国の学校で採用数
を伸ばし、印税収入の安定によって、会費の低額
方針を続けても毎年繰越残高を増加していくこと
ができた。昭和4５（1970）年以後の会計決算報告
では、資産の利息収入が会費収入を上廻るような
状態が続いた。しかしながら経済社会のインフレ

－７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

－ションは確実に進行し、積立て資産の目減りは

術」は最初の出版で、会長（学長）の序文もあり、
第五回研究大会ではその祝賀会が行われた。

避けられないということもあって、本会の目的に
副い将来を見越した価値の高い文献図書の購入
に、思い切った予算を充当することとなった。た
だし、図書資料の蒐集ということには当然、管理
と運用の業務を伴う。当初は原簿登録事務などほ
とんど臨時募集の学生協力によったが、年間継続
的かつ仕事の量的拡大により非常勤専従者を置い

この出版社は戦後数多い教科書出版をめざす１
つであったがまもなく倒産し、本会は当時新進の
大阪に本社を持つ教科書関係出版社と契約を結
び、以後50周年の今日まで41回の刊行を続けてい
る。

昭和3１（1956）年当時は東京、名古屋、大阪、
京都にこの種の副教本を刊行する出版社が20数社
あり、それぞれ鏑を削っていた。昭和4５（1970）
年頃には大手５社だけがのこり、他はすべて姿を
消した。しかしそれからの競争は名実ともに熾烈
であった。特に教本の内容構成のアイデアや解説
文など、先きに刊行している本会のものそっくり

た。

図書購入の方針、分類整理の基本方式は、常任
委で度々検討し、役員会で決めた。収蔵図書の各

年度末実数は役員総会に毎年報告された。後年、

平成1２（2000）年管理責任者不在となる事態が起
こり、大学図書館に移動されたが、その時登録番
号では19805であった。

の類似本がすぐに出てくるということが度重な

「美術教育」という特定分野の収蔵では、全国
の研究団体や関係大学はもとより、地方の一般図
書館にも比類のない蒐集となり、昭和6１（1986）

り、厳重抗議をしたこともあった。

平成1２（2000）年、第５２回大会において、４７年
間の本会出版になるすべての教本実物を、教師用

年、主要部分蔵書の目録を刊行した。これは会員
だけでなく大学関係集会でも配布したので、以後
各大学（東京芸大、筑波大、大阪教育大、東京造
形大、茨城大など）の研究者、院生、ゼミ授業に
組み込まれた調査団などの来訪が相次いだ。
大会テーマに直結した資料蒐集では、再度の

｢絵本・アニメーション」や「マンガと美術教育」
の際、世界の絵本と、各種各年代のマンガ本を集
中的に大量購入し、中には一般図書館では短期に
廃棄処分となるようなものまで遺されている。
美術鑑賞の教本は、戦後図画工作科の教科書が
なかった時代に、地元京都では教委指導主事個人
の著作２種が刊行ざれ管下の中学校で採用されて
いた。本会発足後京都支部役員会でこれを不満と
し、よりよい鑑賞教本の編集、刊行を志した。こ
れが発端で、研究会の事業とすることとなったが

当時は予算の裏付けもなく、編集場所や会合の交
通費食費などすべて委員の自費による奉仕活動で
あった。昭和2９（1954）年６月「日本と西洋の美

解説書をも含め全41種を展示した。

昭和3８（1963)年から昭和５９(1984)年まで、印
税支払い明細書によると、総冊数は9.813.000に上
り、その学習者の中から少なからず芸大入学生も
あり、本会会員となったつながりも無視できない。
本会の刊行物には、主として会員を対象とする
会誌、会報の外に、外部に広く販布販売された、
昭和5３（1978）年の「現代の美術教育」と、平成
６（1994）年の「美術教材事典」がある。

「教材事典」は本会発足のころからの会員300人
の教育実践を、指導作品例によってまとめたもの
であり、このような事典は珍しい。これは幼（－
部協力園)、小、中、高、大、普通教育専門教

育、養護教育、社会教育のすべてを網羅し、造形
美術の全領域にわたる教材集で、本会会員の広範
な実践記録というにとどまらず、広く斯界に貢献
する意義も少〈ない。

その他会員の美術制作表現活動の面では、それ

ぞれ個人としての発表が主であるが、本会支部の
関わる作品展も行われてきた。中でも、百貨店の

－８－

1．略

大会場を使う大作展は、本会発足前の「双線美術」
では京都でも行われたが、大阪では天王寺の市立
美術館で昭和5６（1981）年、第１ﾛ展が開かれ、
５回まで続いた。小品展は昭和3９（1964）年から
毎年年初に開かれ、平成1４（2002）年、第39回に
及んでいる。

京都支部双線展は昭和6３（1988）年復活し、平
成15年第16回を迎えている。兵庫、滋賀でも度々
支部会員作品展があり中部東海支部では昭和３１
(1956）年以来「赫赫展」８回、「花と士と人」展
が平成１３（2001）年までに14回行われている。

現地で直接実物に接する現地研修は本会研修
において格別に重視されてきたところであり、昭

和3０（1955）年、第１０回大会以来毎年、近畿、中
部、四国の範囲で、個人的には参観の難しい文化
財を中心に、古社寺、古民家や美術館や制作場な
どを歴訪、研究例会でも毎年１回趣好を変えた見
学地を選び現地研修を実施している。

海外研修においても、昭和4５（1971）年、第１
回インド東南アジア美術研修旅行から、平成１４

(2001）年、第28回「じっくりローマ美術研修の
旅」まで、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、南北
アメリカ各州の32ヶ国の著名な美術館博物館、美
術遺産を訪ね、参加者は延べ880名を超えている。
かくして本会は、平成1３（2001）年、発足50周

年を迎え、６月23日の第53回大会の年次総会では、

３年前から原案を提示してきた会則の全面的改正
も終え、新しいスタートに立った。

会則の目的条項と、会員条項の改正は、会の性

格を一新するものであり、従って大学との内外関
係も変化をみることになる。

社会環境も、旧会則出発時とは大きく変化し、
少子化の影響や、学校５日制と教育課程改定によ

る先行き不安が漂っている中で、いかにして会員
の研究、実践を高揚、深化し、美術教育の前途を
拓いていくか、いよいよ本会の使命は大きい。
（川村善之記）
－９－

史

２．年表
凡例

川武教授の講演

１．文体は、内容を表示できる最少字数
とし、事実の記録を主として解説的叙

６．３０第１回研究大会。（内容は年表編では
省略。以下同じ）

述を要する場合も、できるだけ簡潔な

７．１現地研修（京都博物館）

表現とした。

９．１京都支部会誌「双線」発行

２．火災以前の本部の記録がすべて失わ

１０．９役員会

れ、昭和44年以前の月日等の明確でな

１０．１０会員研究集会

い記事は掲載していない。

３．各支部主催で行われた研究行事も、

１２．２８会誌「美」１号発行（以下、「号発行」
を省略｡）

会員作品展（別掲）を除きこの年表編
に加えた。

くこの年＞

４．研究集会は、大会、例会、部会はす

２．１７美大、教職課程設置、文部省認可

べて、参加人数の如何にかかわらず掲
載した。

３．２０京都市立美術専門学校閉校式｡昭和23,
24年入学生同時に卒業。

５．会務運営の日常的各役員会、常任委

６．６文部省中央教育審議会設置

員会は特記すべきことのある場合を除

７．１ｇヘルシンキオリンピック

き省略した。集会の準備、打合わせ、

会誌会報等の編集実務の会合も省略、
鑑賞教本の編集会合も各刊毎に回数が

多く、原則として初回と回数のみを記

７．２３～８．２０教育職員免許法認定講習始

まる。（美大では、図画工作教育法、美術史開講）
８．８義務教育費国庫負担法公布
１１．１市区町村教育委員会発足

載した。役員会、総会の内容のうち特
記すべきものは記載した。

昭和２８年１９５３

6．集会記事の（会場）は、学内会場の
場合は原則として省略、学外の場合も
初回を除き略称とした。

１．１８兵庫支部、二葉会と三美会（絵専、美
専、美大同窓一丸の意）合併して新発足。

その他の固有名詞も、初回を除き略

１．２４第２回研究大会

称とした。

７．３役員会

7．記事には原則として、会長の就任、
研究集会講師を除き、人名を省いた。

７．４第３回研究大会総会・会誌「美」の
会員外誌友制度の導入｡中学生用鑑賞教本の出版、
を決定。

昭和２７年１９５２

７．５会誌「美」２

２．９結成総会会則決定。長崎太郎美大学

長を会長に、他の全役員を選出。須田国太郎、吉

７．１５第１回教本編集委員会。美大学内委員
５名、学外委員７名、基本方針を決め、以後46回
の会合で校了。

－１０－

２．年表

くこの年＞

略。研究集会編研究大会に記載）

８．９教員免許法認定講習、美大では美術史
美術理論、開講。

１２．９京都支部主催現地研修会．岡寺．橘

寺・飛鳥寺・石舞台、講師美大佐和教授

１２．２７美大教授会、絵専卒業者の教員上級免
許状取得に講座開設を決める。

＜この年＞

４．１美大教職課程履習による免許科目に

昭和２９年１９５４

高等学校書道を新設。

昭和３１年１９５６

２．６第４回研究大会美大所蔵品展観
２．１０会誌「美」３

６．１中学校美術鑑賞教本「日本と西洋の美

３．３１役員会（京都・北野中）

術」都出版社より刊行。

４．１鑑賞教本「美術の世界」刊行

６．５第５回研究大会「日本と西洋の美術」

６．２９役員会

出版記念祝賀会（智積院本坊）

６．３０第８回研究大会

７．２０～８．６絵専、美専卒業者対象公開

講座「東洋画」「図案」開講（美大)。開講への本

７．６須田国太郎教授、学長代理となり、会
長に就任。

会の要望、内容にも生かされる。

７．２１～２２鑑賞教本編集「美術の世界」改

定検討、以後12月までに７回会合。
＜この年〉

６．教育職員免許法改正。教科専門科目強

＜この年＞

化される。

１０．１９文部省､教科用図書検定審議会を強化。

昭和３０年１９５５

昭和３２年１９５７

１．２８役員会

１．１５兵庫支部研究会・総会参会者50余名。

１．２９第６回研究大会現地研修京都市美

２．３京都支部現地研修会善水寺、櫟野寺

術館・フランス美術（ルーヴル）展

信楽窯元講師美大佐和教授

会誌「美」５（この号から横書き左綴に体裁を改
める｡）

４．３０鑑賞教本編集、新スタッフ７名で「世

界の美術」を改め、日本、西洋分冊の方針を決め、

５．７鑑賞教本、出版社を秀学社とし、新本

以後１２．１３まで34回の会合（主として円徳院)。

｢美術の世界｣第１回編集会合。以後12月までに31回。

５．６川村多實二美大学長、会長就任

５．２５大阪支部講演会「現代西洋建築のデザ
イン」

６．１９京都支部現地研修会、教王護国寺、宝
物館

６．３０役員会

６．２８役員会

７．１第７回研究大会美大蔵品展、

６．２９第９回研究大会工芸及び工作教育

会誌「美」４

１１．１４役員会、研修会

７．２現地研修

懇親会・旅館銀閣（以下、現地研修、懇親会は省
－１１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

７．４第１１回研究大会大会分科会で樹脂等の

＜この年＞

実技講習。

４．１小中学校教頭に管理職手当支給。
１２．４教頭職制化

昭和３５年1960
昭和３３年１９５８
３．２５京都支部現地研修会、天理参考館石

上神社、十輪院極楽坊、新薬師寺

１．４教育課程改定対策委員会設置

４．１美術鑑賞教本「中学生の日本美術」

１．２０文部省教育課程審議会（以下教諜審）
に要望書送付。日本美術教育連合に加盟。全国的

｢中学生の西洋美術」刊行

６．３大阪支部、見学・ギター絵具工場

運動に参加。

６．７京都支部、見学・大映京都撮影所、広

２．１８鑑賞教本「美術」日本編・西洋編校了

秀学社刊。はじめてＢ５版とする。４．１刊行

隆寺宝物殿

３．１０役員総会（京都、スター本店）

７．１役員会

５．１５役員会教課改定対策

７．２第１２回研究大会新収蔵庫特別展。こ

７．５第１０回研究大会総会、教育課程問題

の大会ではじめて多量の生徒作品を展示して研究

討議。新教育課程実施に当り、中学校美術２．

で要望書等決議。会誌「美」６
７．６現地研修会

２．２の要望書等決議。関係各方面に送付。（大

７．１５京都支部、映画鑑賞会、裸婦クロッキ

会会費は年会費を含み300円）会誌「美」８
１２．２５会誌「美」９

ー会

８．１３鑑賞教本、教師用書執筆打合わせ。
＜この年＞

１２．２８完了。（以後40年間各刊教本の教師用書

６．２３安保条約改訂｡３３万人デモ、国会を包む。

については記事を省略）

昭和３６年１９６１

〈この年＞

３．１８文部省小中学校週１時間の「道徳」実
６．３０役員会

施要項を通達。

７．１第１３回研究大会収蔵庫特別展。（大

４．２中央教育審議会（以下中教審）勤労青

会参加176名）会誌「美」１０

少年教育振興、産業技能教育の拡充を答申。

７．２現地研修

７．９教員の勤務評定反対休暇闘争。

７．１０大会決定の教育課程要望書を、京、阪、

１１．１０文部省初中局に、教科調査官、硯学委

神教委と会員学校長に送付。

員を新設、現場への指導強化。

１１．１１京都支部現地研修「ピカソ展」

昭和３４年１９５９
くこの年＞

２．１５京都支部現地研修会道明寺､葛井寺、

４．文部省、高校生急増対策を決める

吉村邸、高井田古墳、講師美大佐和教授

昭和３７年１９６２

７．３役員会
７．４会誌「美」７
－１２－

２．年表

２．７役員会中、高教育課程対策。

＜この年＞

３．１０高校新教育課程実施についての要望書

を関係教委、会員勤務学校長宛に送付。

４．７ＮＨＫ大河ドラマ始まる。第１回「花
の生涯」

５．１２年度役員総会

６．１部落問題研究所主催第１回全国集会

５．２４鑑賞教本編集、新企画第1回。以後１２

(京都）

月まで、２２回会合（主として円徳院｡）

昭和３９年１９６４

６．１６大阪支部､見学会・寺西化学絵具工場。
６．２０京部支部写生会、着衣（美松ホール）
６．３０第14回研究大会。この大会ではじめ

て、大会研究主題を前年度大会で決めることとな

１．７新企画、鑑賞教本編集委員会第１回、
以後12月まで１泊２日を含め42回。

る。

４．１６役員会（京都、岡崎中）

７．１現地研修

４．１９教本編集室を円徳院から西円寺に移

７．１会誌「美」１１

し、全集、図書、文献資料を移送。１０回以後円徳

７．１０京都支部現地研修、版画家・徳力富吉

院の会合もあり。

郎氏宅。

４．２５役員総会

１２．６役員総会

５．１２年次役員総会
６．１３会誌「美」１３

＜この年＞

６．１３第16回研究大会(京都女子学園中高校、

３．３１義務教育諸学校の教科用図書の無償に
関する法律公布。

美大）この大会ではじめて、中、高校勤務会員
の公開授業。

４．１学校教育法改正。５年制高等専門学校

７．４役員会

の設置。

７．３０～８．５美大共催夏期美術実技講

座、油画講座30名、版画講座１５名、陶磁器講座３０

昭和３８年１９６３

名漆Ｌ講座30名染織講座30名受講。教委を通
じ会員外の受講も認め案内。

４．１鑑賞教本「日本美術」「西洋美術」ス

８．５夏期美術講座反省会｡全講師､役員会。

キュラ版、秀学社より刊行。

１１．２６役員総会。大会と全会員の日常的研究

５．６美大学長富本憲吉、会長就任。

をつなぐ組織として研究部の設置決定｡部則決定。

５．１６役員総会（京都、辰馬旅館）

18名の委員を選出。

６．２９第15回研究大会７．１現地研修の参

加希望多く、Ａ，Ｂ選択制とし、Ａはバス１台定

１２．１研究部発足、第１回集会。（以下、「第」
｢回」を省略）

員で締切る。

１２．２４鑑賞教本「美術の世界」日本編、西洋

７．１会誌「美」１２

編、編集完了。

７．６美大学長、中田勇次郎（学長代理）会

１２．２８２研究部集会（旅館・銀閣）

長に就任。

９．５役員会

＜この年＞

９．２７京都支部現地研修姫路城

１０．１０～２４束京オリンピック

－１３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

昭和40年１９６５

この年全国高校進学率70％を超える。
６．１２家永教科書裁判始まる。

１．２８会長副会長常任幹事役員会（以下幹部

昭和４１年１９６６

役員会）

２．２１１研究例会研究部会報１
３．２３研究部会委員、例会運営協議

１．２３９研究例会（京都、紫明荘）役員総会。

４．１鑑賞教本新版「美術の世界」刊行。

常任委員５名選出。

４．１０研究部会報２

２．５京都支部、見学会「木喰展」

２．１５研究誌「美」１。（翌年大会テーマを

４．１６役員総会・２研究例会
５．１０研究部会報３

中心とした研究部会、例会内容を早く全会員に知

５．２３３研究例会

らせる目的｡）

６．１３４研究例会

２．２７１０研究例会。部会報１４．

７．３，４第17回研究大会、懇親会は、はじ

３．１５常任委員会（以下常任委員会は頻度が

めて校庭でビールパーテイ。後直ぐバス２台現地

多いので、特記を要する内容の会合の外は省略｡）

研修高野山へ。この年はじめて一泊研修。

４．３１１研究例会

７．３会誌「美」１４

４．１５研究誌「美」２

７．１０５研究例会（大阪サクラ本社）会報４
７．１３京都支部現地研修、天球院、退蔵院

５．６役員会（以下、役員総会以外の臨時役

員会は、特記を要する内容の会合の外は省略）

８．６美大学長（学長代理）近藤悠三、会長
就任。

５．１５１２研究例会。大会参加者に呼びかけ、

大会展示の生徒作品を事前に集めることを決める。

８．１５研究部会報５

５．２０大阪支部講演会「ソビエト紀行」美大

９．１９６研究例会（京都、立命館高）会報６

仲谷助教授。

１０．２４７研究例会研究のため資料室設置の
構想浮上。

６．１９１３研究例会。大会参加予定会員から送
付された作品整理、分類

１１．１研究部会委員の寄贈本を持ち寄り、教

６．２６１４研究例会。18大会に提案する次年度

職研究室内の書棚1つから図書資料室の活動を始

研究主題を「材料体験の系列と造形基礎能力」と

める。

決める。（以下例回内容記事は年表編では省略）

１１．２８８研究例会

７．２会誌「美」1５

１２．２役員総会（京都、岡崎洛陽荘、以下洛

陽荘）本会常務執行のため「常任委員会」の設置

７．２，３第18回研究大会総会で教育課程改

定への文部大臣、審議会への要望決議。

と、「美術教育図書資料室」設置決定。以後会員

懇親会後、バス２台で吉野竹林院一泊研修。

へ図書、資料の寄贈を呼びかける。

７．４常任委員会、大会参加者アンケート調

１２．１０１７回大会参加147人に大会についての

査発送（美大）

アンケート調査（回答１０４人）

７．１０１５研究例会

１２．１４幹部役員会美大事務局長同席（唯凡
荘）

７．１２大会出展生徒作品返却送付。

７．２０大会決議の要望書関係方面に発送。
８．１５研究誌「美」３

＜この年＞

９．１１１６研究例会
－１４－

2.年

９．１５大版支部現地研修会、吉村邸。葛井寺。

７．９２５研究例会

１０．１５研究誌「美」４

８．１５研究誌「美」８

１０．２３１７研究例会（大阪・天王寺工芸高）

８．１９～２０２６研究例会（周山一泊）

表

９．１０鑑賞教本編集場所、京都市鹿垣町借家

京都支部見学会「ロダン展」「ミロ展」
１２．７大阪支部現地研修会、京都友禅文化会

に移動。

９．２４２７研究例会

館

１２．１５研究誌「美」５

１０．１５研究誌「美」９

１２．２０会誌「美」郵政省より、「学術刊行物」

１１．５２８研究例会

１２．２役員会、美大海外研究調査団、インド

の認定を受ける。

ネシア、イラン報告会。

１２．１５研究誌「美」１０

＜この年＞

７．１１～１６美大教職課程特設実技講座開設。

１２．２７２９研究例会

１０．３兵庫県教委、６８年度からの高校入試全
＜この年＞

廃を発表。

７．２４教課審中間まとめ、１０．３０答申

１０．３１中教審、後期中等教育の拡充、整備に
ついて、多様化の最終答申。

６．このころ自動車保有台数1,000万突破。

この年（ひのえうま）で出生率前年比25％減。

昭和４３年１９６８
昭和４２年１９６７
１．２８３０研究例会
１．２２１８研究例会

２．２５３１研究例会

２．７役員総会

４．１５研究誌「美」１１

２．１３幹部役員会

４．２１３２研究例会

２．１５研究誌「美」６

５．６幹部役員会

２．１９１９研究例会

５．１５年度役員総会

２．２６２０研究例会

５．１９３３研究例会。１学級生徒全作品の評価

３．４年度役員総会（洛陽荘）

演習。

４．１５研究誌「美」７

５．２０研究誌「美」１２

４．１６２１研究例会

６．９研究部会委員会

５．１４２２研究例会

６．１５会計監査委員会

６．４２３研究例会

６．２９，３０２０研究大会。参会会員中１００名に

６．２４２４研究例会

よる、中学校生徒作品・風景画とポスター各１学

６．３０役員会、大会準備、設営。（以下、大

級全作品の評定演習、結果集計の分析。総会・高

会前日の役員会記事省略）

校美術普通科６、職業科４単位必修の要望決議。

７．１会誌「美」１６

７．１３３４研究例会（京都市互助センター、以

７．１，２第19回研究大会。総会中学校美術

下互助会館）

２．２．２要望、関係団体へも呼びかけ決議。

７．２０大会決定の要望書、各方面に発送。

会則改正、年会費500円。

７．２５資料室図書整理・常任委員会
－１５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

９．１０工芸教本企画委員会（互助会館）

４．１５研究誌「美」１６

９．１５３５研究例会

５．９鑑賞教本新改訂版編集第１回、（互助

９．２１愛知支部講演会（名古屋ＹＭＣＡ）講

会館）１２月まで23回会合。

師美大佐和教授

５．１０年度役員総会

１０．１５研究誌「美」１３

５．１６工芸教本編集委員会（互助会館）

１０．２７３６研究例会講演・梶野あきら京大教

５．１８４３研究例会

授。

５．３１４４研究例会

１１．１６３７研究例会

６．６年度幹部役員会

１２．１４３８研究例会

６．１４４５研究例会

１２．１５研究誌「美」１４

６．１５研究誌「美」１７

１２．２５鑑賞教本「時代別日本美術の鑑賞」

６．１９会計監査委員会

｢西洋美術の鑑賞」編集完了。

６．２８～２９第２１回研究大会（国立京都国際

会館）この大会ではじめて学外会場、全国最高級
＜この年＞

会場で開催。総会、会名変更に伴う会則改正。

４．１５水俣病を告発する会発足。

６．２９会誌「美」１７

７．１１小学校学習指導要領告示。

７．１３４６研究例会

１０．１１束大紛争など全国大学紛争。

７．１５常任委員会、大会決定の要望書発送

１２．１９南極大陸第９次越冬隊内陸調査、南極

７．２０研究大会アンケート調査発送

点に到達。

８．１５年刊会誌「美」と、隔月刊研究誌「美」
を統合。「美」１８号を発行。

昭和４４年１９６９

９．１４４７研究例会

１０．１統合新会誌「美」郵政省学術刊行物指
１．２５３９研究例会

定認可。

１．３０幹部役員会

１０．４４８研究例会

２．１５研究誌「美」１５

１０．１５会誌「美」１９

２．２２４０研究例会

１１．１５４９研究例会

３．２９４１研究例会

１２．３０常任委、会員寄贈等の図書3,500余と

４．１美術大学、大学名称を芸術大学に変更

なり分類、管理について検討。

し、音楽学部を設置。本会会名、京都市立芸術大

学美術教育研究会となる。（以下芸大美術教育研

＜この年＞

究会）

１．２０東大69年度入試中止。以後各大学で機

４．１鑑賞教本「時代別日本美術の鑑賞」

動隊導入。全国各地で大学紛争。

｢時代別西洋美術の鑑賞」秀学社より刊行。

７．１０～１６芸大教職課程特設実技講座

４．１美大近藤悠三学長、芸大学長となり、

１２．１１芸大美術学部教授会､学部改革案決定。

会長留任。

４．１０芸大美術学部長佐和教授、副会長とな

昭和４５年１９７０

り、以後学部長の副会長就任が決まる。
４．１３４２研究例会

・３芸大南学舎全焼。２階西端の教職研究
－１６－

２．年表

１０．２４５７研究例会

室・本会事務所も全焼。

１０．２４愛知支部講演会（さくら井）講師芸大

１．４常任委員会緊急会合。本部事務所消失

佐和教授

対策協議。

１１．８工芸鑑賞教本編集委員会。

１．８常任委員会、火災対策、多数会員から

１１．２９５８研究例会（西宮甲陵中）

の見舞に対し、礼状、報告発送。

１２．１全会員に芸大大学要覧送付。会員通信

２．１５会誌「美」２０

第２号。

２．２２５０研究例会（互助会館）

１２．１５会誌「美」２４

３．１火災のため焼失した会員原簿再成のた

１２．２０５９研究例会

め全会員調査実施。

１２．２６～１．６第１回インド東南アジア美術

４．１０５１研究例会（大阪、西中）

４．１０消失南学舎跡に急造プレハブ学舎、本
会事務室、西端の教職研究室内に置く。
４．１８現職で急逝の本会常任幹事、城貞男助
教授告別式（だん王法林寺）

研修旅行。
＜この年＞

３．１４～９．１３日本万国博覧会EXPO70大阪
千里

５．１５会誌「美」２１

３．３１日航機よど号事件

５．１７５２研究例会

７．１０～１６芸大教職課程特設実技講座開設。

６．４幹部役員会

１０．５高等学校学習指導要領改定。

６．１３５３研究例会、年度役員総会
６．２７，２８第２２回研究大会（京都会館）現

地研修は２班に分れ、ｌ班は小浜ロッジ宿泊、２

１１．２３芸大90年記念式典記念講演、祝賀会
(京都会館）

班は第２日。この大会参加245名

昭和４６年１９７１

７．８大会アンケート発送。回答135名。
７．１５会誌「美」２２
７．２１５４研究例会。

１．３１評価研究部会研究会

７．２９常任委員会図書資料室整備要項案決

２．１工芸研究部会、工芸教育に関するアン
ケート調査実施。

定。

２．３彫塑教育部会、会員80名抽出アンケー

８．１１常任委員会（京都私学会館、以下私学

ト調査、返信51の結果分析。

会館）図書資料室図書購入計画。

２．６６０研究例会。領域別、問題別各部会代

８．２６５５研究例会（私学会館）

表者の報告会

９．１２５６研究例会

２．１５会誌「美」２５

９．１８会員通信第１号（これが後に会報とな

大阪支部、会員名簿発行。

って続く）

３．１３６１研究例会

９．１９絵画、彫塑、版画、色彩、デザイン、

３．１６～２９海外研修20人の見たインド展（京

工芸、鑑賞、特殊、幼児、評価の研究部回発足、

参加者113名。年度役員総会（洛陽荘）
１０．１領域別、問題別１０の研究部会参加203

都、紅画廊）

名となり、各部会長、副20名を決定。

４．１１６２研究例会

４．１５会誌「美」２６特集・彫塑

４．１７鑑賞教本新委員会第１回、新本編集に

１０．１５会誌「美」２３
－１７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

着手、１２月まで28回、（十念寺、互助会館他｡）
４．２７会計監査委員会

５．８年度役員総会（京都スター本店）

１２．１１

工芸鑑賞資料編集委員会

１２．１２

幼児教育部会研究会（京都上賀茂保育

園）

５．１５６３研究例会（洛陽荘）

１２．１５

５．１９～２０工芸研究部会、南木曽漆器現地研

会誌「美」２９版画特集

１２．１８

評価研究部会研究会

１２．２９

評価研究部会研究会（大阪、守居神社）

修。

５．２８幹部役員会

６．１５絵画教育研究部会アンケート調査研究

＜この年＞

まとめ公表。

１．２０文部省、環境、公害問題を重視して小

６．２０６４研究例会

中指導要領の手直し。

７．３デザイン教育研究部会アンケート調査

６．２全国教育所連盟「授業内容理解の子ど

まとめ公表

もは半数」と発表

７．３，４第23回研究大会この大会現地研

修も一泊、夜間の研究討議各分科会報告等深更ま

９．１６成田空港予定地第２次強制代執行、多
数の死傷者。

で。

７．１５会誌「美」２７、表現と技術特集。

昭和４７年１９７２

７．２２資料室収蔵図書整理作業（以後、７，
８月、３月に５～６日、日程を定め、昭和求年ま

１．１５研究部会役員会（洛陽荘）

で毎年行われたが、年表編には省略）

１．２９６７研究例会（京都堀川会館、以下堀川）

８．１０～１８第２回海外研修、バリ島、ジャワ、

１．３０評価研究部会

東南アジア。

２．１５会誌「美」３０絵画特集

８．１７６５研究例会

２．２６６８研究例会

８．２６幼児教育部会研究集会。

２．２７評価研究部会

１０．２６６研究例会

３．９～１７工芸教育部会資料採集３回、（高

１０．５佐和隆研芸大学長、会長就任。

津商会）

１０．１５会誌「美」２８、デザイン教育特集。

４．９幼児教育部会（嵯峨美術短期大学、以

１０．１６版画教育部会研究会。

下嵯峨美短）

１０．２６役員総会､会員慶弔について申合わせ。

４．１４会計監査委員会

近藤、佐和会長歓送迎会（岡崎ホテル）

４．１５デザイン教育部会研究会

１１．５会員通信を会報に改め、３発行。

４．２２６９研究例会

１１．６鑑賞教本「新しい美術の鑑賞」編集完

４．２７幹部役員会

了。教師用解説書執筆に入る。

４．２８年度役員総会（洛陽荘）

１１．７工芸教育部会研究会（立命館高）竹工

５．１３７０研究例会

作実技実習。

５．１５会誌「美」３１素材特集

１１．１３版画教育部会研究会

６．３７１研究例会

１１．１６ジンク版、版画実技講習会。受講19名
１１．２１評価部会研究会（守口市民会館）
１１．２９鑑賞教育研究部会研究会

７．１，２第24回研究大会（堀川）第２Ｈ１班

実技講習芸大、２班見学地、この大会で本会発足
20周年祝賀会。
－１８－

２．年表

１．２１役員総会（堀川）

７．１５会誌「美」３２、表現と技術特集。この

２．２０７６研究例会

号以降図書資料室図書を順次紹介。
７．２２７２研究例会

３．１会誌「美」３５色彩教育特集

７．２９～８．１６第３回海外研修・地中海南欧

３．１１彫塑教育研究部会
３．１９常任委員会、図書購入計画

美術の旅。

４．２幼児教育部会研究会

８．１７工芸教育部会資料採集、西浅井七りん

４．３教本編集委「新しい美術鑑賞」日本、

館。

西洋合本編集第１回、１２月までに１８回会合

８．２５会報４
９．１０７３研究例会

４．２２７７研究例会

９．２５会報５児童生徒作品研究資料蒐集の

４．２４会計監査委員会
４．２６幹部役員会

呼びかけ。

１０．１４７４研究例会

４．２８年度役員総会（洛陽荘）

１０．１５会誌「美」３３鑑資特集。

５．６７８研究例会

１０．２１工教教育部会研究会（立命館高）竹工

５．１５会誌「美」３６工芸教育特集
５．２７幼児教育部会研究会

技術講習。

１０．２２ジンク版・版画実技講習会

６．１会報６

１１．１２陶磁器実技講習会、受講23名。

６．２７９研究例会

１１．１８７５研究例会

６．１０会報７

６．１７８０研究例会。各地作品（大阪・京都・

１２．９～２９第４回海外研修インド旅行

兵庫・奈良・山口・福岡・熊本・鹿児島・愛知・
新潟・栃木の会員指導）の分析。

＜この年＞

８．２６～９．１１オリンビック､ミュンヘン大会。

６．３０，７．１第25回研究大会（大覚寺）

１．２４グアム島密林内で、太平洋戦生き残り

７．１５会誌「美」３７、特集現代。
７．２１８１研究例会（京都教育文化センター、

横井軍曹帰国

以後教文センター）

３．２１奈良明日香村で高松塚古墳発見

７．３１～８．１７第５回海外研修北欧旅行。

７．３教員養成審議会・教育実習期間延長、

８．２～７資料室図書整理（以下、各年夏・

免許の３段階制を建議７．２０免許法改正
７．２１立川市の中学校音楽教諭のオール３評

冬・春３回あるが大会資料、別冊「美」各年に
報告あり、年表では省略）

定問題化。

８．２５８２研究例会（大阪なにわ会館、以下な

この年沖縄、日本に復帰

にわ会館）

この年、田中角栄日本列島改造論。

９．１５会誌「美」３８特集幼児教育
９．１６８３研究例会（京都博物館）

昭和４８年１９７３

１０．２０８４研究例会文献紹介交換

１１．１０役員総会（スター本店）会員資格改正

１．１

会誌「美」３４、映像特集

１．１２

海外研修企画委員会（堀川）

１．１８

色彩教育部会研究会、講師芸大長崎盛

論議。

１１．２４８５研究例会（嵯|峨美短）

１２．１会誌「美」３９、特集造形の基礎教育。

輝教授
－１９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

１２．１５８６研究例会

８．１９～２２教本編集委員、日本文教東京編集

１２．２２幼児教育部会研究会（園田学園）

部教科書用資料調査出張。
９．７役員総会（京大楽友会館）

＜この年＞

９．１４９３研究例会

２．６文部省、京都府教委申請の教育長承認
せず。

９．２１大阪支部講演会講師梅原猛学長（会
長）

この年オイルショックで、トイレットペーパー

１０．１２９４研究例会

買いだめさわぎ。

１０．１５会誌「美」４３美術教育とことば。

１０．２Ｏ滋賀支部現地研修会渡岸寺、布施美

昭和49年１９７４

術館求現寺。
１１．１６９５研究例会

１．１会報８

１２．１５会誌「美」４４特集創造性

１．１９８７研究例会

１２．２１９６研究例会

１．２４鑑賞教本新企画で、第１回編集委員会

１２．２２幼児教育部会研究会（園田学園短大）

原則として隔週会合。互助会館他。１２月までに８

月宿泊を含め41回会合

１２．２９教本編集委、はじめてオールカラー版

｢新しい美術鑑賞」「美術の世界」編集完了。

２．９８８研究例会（西宮市教育会館）見学、
美術教育史資料。

＜この年＞

２．１５会誌「美」４０特集、美術教育のひか

６．１０～モナ・リザ展、東京、京都

げ。

この年高校進学率90％を超す。

４．２幼児教育部会研究会。

昭和５０年１９７５

４．２１８９研究例会

４．２２会計監査委員会
４．２６幹部役員会

１．１会報１０１．１５会報11を同時発行

４．２７年度役員総会（京都私学会館）

１．１８９７研究例会

５．１１９０研究例会

１．～第６回海外研修メキシコ美術（参

５．１５会誌「美」４１特集、美術教育と作品。

加22名）

５．２５９１研究例会

２．２０会誌「美」４５特集、工芸教育

５．２７幼児教育部会研究会

２．２２９８研究例会

６．１会報９

３．１静岡支部講演会講演、梅原猛学長

６．２色彩教育部会研究会

４．１２９９研究例会

６．１５佐和前会長、堀内前副会長送別会（伏

４．１７会計監査委員会

見王家）

４．２０会誌「美」４６特集、遊びと造形

６．２９，３０第26回研究大会（堀川）大会会

４．２６年度役員総会（洛陽荘）

場に世界の絵本、イラスト展示。

５．１７１００研究例会

７．１芸大学長梅原猛、会長就任。

７．１５会誌「美」４２これからの美術教育

５．２８教育課程改定問題対策委員会、以後
度々会合。

７．２１９２研究例会（堀川）

６．１会報１２教育課程問題緊急号
－２０－

２．年表

箕田源二郎、共同研究者参会（大津安土宅）

６．５会報1３

６．１４１０１研究例会

１．３０比叡山大会運営委員会

６．１８教育課程問題要望書､関係方面に送付、

２．１０比叡山宿泊大会のため第１次案内
２．１４１０７研究例会（京都勤労会館）

教課審委員長には直接面談要望。

２．２０会誌「美」編集拡大委員会

６．２O梅原猛会長、文部大臣に直接要望。会

３．６１０８研究例会（勤労会館）

誌「美」４７、特集美術教育におけるイメージ。

３．１５会誌「美」５０特集、海外研修

６．２８，２９第27回研究大会（教文センター）

４．９会計監査委員会

世界の絵本展

７．１８代表役員上京、教課審委員歴訪陳情

４．１７１０９研究例会

７．１９代表役員、日本美術教育連合会議に出

４．２０幹部役員会

４．２４年次役員総会（私学会館）

席（東京）

７．２０１０２研究例会（なにわ会館）

４．２９役員会（梅原会長宅）

７．２９～８．１４第７回海ﾀ１J研修、西欧４ケ国

５．９１１０研究例会

５．１０会誌「美」５１特集、伝統と創造

美術の旅。

６．５１１１研究例会

８．２５手織実技講習会（堀川）

６．１０宿泊大会申込全会員に日程プランアン

８．３０幼児教育部会研究会（京都上賀茂保育

ケート。

園、以下上賀茂保）

６．２６，２７第28回研究大会（比叡山延暦寺会

９．２７１０３研究例会

館）この大会は夜間深更まで分科会。

１０．１会誌「美」４８
１０．２５１０４研究例会

７．１会誌「美」５２特集、イメージと技術

１１．１幼児教育部会研究会（兵庫、百合学院）

７．１７１１２研究例会（堀川）

１１．８役員総会（洛陽荘）研究部部則の「研

７．２５会報１５

８．１６，１７１１３研究例会（北桑周山）この例会

究部」を「研究センター」と改称。

は１泊２日。

１１．１５１０５研究例会

８．２５会報1６

１１．２０会報1４

８．２９工芸教育部会研究会（堀川）
９．１１１１４研究例会

＜この年＞

４．２８文部省、短期大学設置基準公示。

９．２１工芸教育部会研究会

７．１９沖縄国際海洋博覧会

１０．１会誌「美」５３マンガと美術教育

１０．１国勢調査人口’億1193万。

１０．１３～１２．１２工芸鑑賞教育資料編集委員会
(出版に至らず）

昭和５１年１９７６

１０．２３１１５研究例会

１０．３０工芸教育部会研究会（近江屋）
･１１

幼児教育部会研究会（上賀茂保）

１１．１３役員総会（楽友会館）

．１５

１０６研究例会（大阪青少年会館）

１１．２０１１６研究例会

．２０

会誌「美」４９、特集デザインの基礎教

１２．１会誌「美」５４美術と環境
１２．１１工芸教育部会研究会

青

１．２３教育課程委員会、日教組梅根案検討、
－２１－

１２．１８１１７研究例会

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

12.28～１．７８海外研修､インドネパール。

９．２０会誌「美」５８美術教育の領域
９．２３１２５研究例会

＜この年＞

１０．１５１２６研究例会

１．２０芸大教授会､移転地を大枝沓掛と決定。

１１．２６１２７研究例会

６．１２ロッキード事件

１２．３役員総会（教文センター）３０回大会予

７．１７モントリオールオリンピツク

算と記念事業企画委員会委員選出。

１２．１８教課審、小中高校教育課程の基準改善

１２．１０１２８研究例会

答申。

１２．１５会誌「美」５９美術教育の資料

この年全国の５才児、幼稚園へ64.6、保育所へ
25.4計90％が通う。

＜この年＞

３．１文部省、学校に主任制を実施。

昭和５２年１９７７

７．２３文部省、小、中学校の学習指導要領改
正告示。

１．２２１１８研究例会

９．２２文部省、教科用図書検定規則改定。

２．１会誌「美」５５日本画の基礎教育

４．２５元会長、近藤悠三、無形文化財保持者

２．１２会誌「美」５２年編集拡大委員会

となる。

２．１３１１９研究例会（西宮市大谷記念美術館）
絵本原画展見学。

この年平均寿命、男72.69,女77.95才で世界一
位となる。

３．１２１２０研究例会（大阪高津荘）

４．１芸大卒新採用教員、非常勤を含め43名

昭和５３年１９７８

(本会新会員）

４．１５会計監査委員会

１．１会報1７１．１０会報１８

４．２０幹部役員会

１．１４３０回大会記念事業「現代の美術教育」

４．２３１２１研究例会

第１回編集会、以後9回の編集会合

４．３０年度役員総会

３．８３０回大会企画運営委員会

５．１会誌「美」５６作家と教師

１．２８１２９研究例会

５．２８１２２研究例会

２．１３会誌「美」５３年度企画拡大委員会

６．２６１２３研究例会

２．１８大阪支部講演会、講師芸大田村隆照教

７．１会誌「美」５７人間性と美術教育

授

７．２，３第29回研究大会（楽友会館）第１

２．２５１３０研究例会（私学教文会館）

日終了後、常任委員会、研究センター委員、支部

３．１０会誌「美」６０彫刻の基礎

長合同会議、大会研究発表の特定教科書批判問題

対応協議。全参会者と関係者に主催者見解の送付

３．３１図書資料室図書8,700となり、収蔵図
書目録Ⅱ教科書関係発行。

を決める。７．７送付。

４．１４会計監査委員会

７．３０～８．１８第９回海外美術研修ギリシ

４．１５１３１研究例会

ャ、スペイン、ヨーロッパ。

４．２０幹部役員会

８．２５１２４研究例会（教文センター）

９．１１海外研修資料交換会（吉村邸）

４．２２年度役員総会（伏見王家）資料室図書
について、学舎移転後の管理保全のため、運営利
－２２－

２．年表

用は従来のま国、財産権は大学図書館に寄贈。

学舎移転を機に、音楽を含めた「芸術教育学会」

５．５会誌「美」６１

構想の論議。教本編集委員２名新任選出。

５．２０１３２研究例会

５．１会誌「美」６６美術教育の施設設備

６．１会報1９

５．１７教本編集「新しい美術鑑賞」部分改定

６．１１１３３研究例会

第１回会合（桃山星野別宅）資料図書移送、以後

６．１７研究センター講演会（嵯峨美短大）

１２．２９まで23回会合

７．１「現代の美術教育」刊行。～８．２１会

５．１９１４１研究例会

員送付。会誌「美」６２生活と美術教育

６．２「お別れ学舎スケッチ会」（今熊野学舎）

７．１，２第30回研究大会（京都市伝統産業

参加21名

会館、以下伝産会館）

６．９１４２研究例会

７．１１３０回大会各分科会展示作品返送

６．３０会誌「美」６７美術教育の指導計画

９．２０会誌「美」６３中学校の美術教育

６．３０，７．１第３１回研究大会

９．２４１３４研究例会（なにわ会館）

７．２５～８．１３第１０回海外研修、世界三大

１０．１４１３５研究例会

美術館と北欧。

１１．１８１３６研究例会

８．２４１４３研究例会（日赤大阪支部）

１１．２２役員総会（京都会館）研究例会を共

９．２５会誌「美」６８世界の美術教育

同研究主題以外の発表の場ともし、発表者に研究

９．３０１４４研究例会（京都会館）

助成費支給を決める。

１０．８教育実習に関するアンケート調査

１２．１６１３７研究例会

１０．１５鑑賞教本編集委員会京都、大阪の教

１２．２０会誌「美」６４美術教育の歴史、会報

本採用中学校の実態調査。
１０．２７１４５研究例会

2０，２１

１２．２２役員総会（伏見王家）

１１．２０会報2０．２１
１１．２７１４６研究例会

＜この年＞

１１．３０会誌「美」６９教育実習

６．１６中教審、教員の資質能力向上について

１２．１１４７研究例会研究センター運営委員会。

答申。大学院での研究拡充。

１２．２２役員総会（私学会館）

８．３０文部省、高校学習指導要領改正告示。

必修科目、単位数減。

＜この年＞

１．１３国公立大学共通1次学力試験はじめて

昭和５４年１９７９

実施。

６．１８中教審、地域社会への学校開放の促進
２．９会誌「美」５４年度編集企画拡大委員会。

など提言

２．１７１３８研究例会（東山会館）

７．２文部省、盲聾養護学校の新指導要領改

３．５会誌「美」６５西洋画の基礎

定告示。

３．２７１３９研究例会兵庫、井上郷土玩具館、

昭和５５年１９８０

香呂民俗資料館見学
４．１９会計監査委員会
４．２８１４０研究例会、年度役員総会（玉家）
－２３－

１．７鑑賞教本「新しい美術鑑賞」日本、西

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

昭和５６年１９８１

洋、及び合本全面改訂第１回会合、以後12月29日
までに1泊２日２回を含め48回の会合。

１．２６会誌「美」拡大編集委員会、（次年度

１．２６１４８研究例会

２．５会誌「美」拡大編集委員会年度編集方

編集方針､特集テーマ等決定｡毎年同じ以下省略）
１．３１１５６研究例会（大阪私学教文）

針、特集テーマ等決定。

２．１幼児教育部会研究会(京都､タワーホテル）

２．２０会誌「美」７０版画の基礎

２．１５本会編（秀学社）と同種、類似本の出

２．２３１４９研究例会（京都会館）

３．１４～２５芸大今熊野から沓掛へ移転に伴

版社に対して抗議。

２．２０会誌「美」７５陶磁器の基礎

い本会事務所移転。

２．２０鑑賞教本「新しい美術鑑賞」日本編・

３．２７１５０研究例会、京都市考古資料館、北

西洋編。「新しい美術の世界」編集完了。４．１

村徳斎文羅研究所見学

秀学社より刊行。（以下「刊行」省略）

４．１５会計監査委員会
４．２０会誌「美」７１幼児の造形

２．２８１５７研究例会（東山会館）

４．２４幹部役員会

３．１０会報２３会員研究活動についてアンケ
ート調査。

４．２７年度役員総会

３．２６１５８研究例会巨大仏像鋳造の長田工

５．１７１５１研究例会

房、嵯峨野高校美術、工芸教室施設見学。

６．２５会誌「美」７２指導計画
６．２８，２９第３２回研究大会

３．３１資料登録収蔵図書１万冊を超える。

７．１芸大佐藤雅彦学長、会長就任。

４．１５幹部役員会

８．１５会員実勢調査まとめ。

４．１８会計監査委員会

８．２２１５２研究例会（京都会館）

４．２０会誌「美」７６環境構成
４．２５年度役員総会（王家）芸大卒業図録購

９．２０１５３研究例会、役員総会、梅原前学長

入特別支出と、教本編集費は従来通り前年度印税

謝恩会（玉家）

収入の５分の１とすることを再確認。

９．２５会誌「美」７３織と美術教育

５．１６１５９研究例会（東山会館）

１０．１８１５４研究例会（京都ソニービデオセン

６．１５会報2４

ター）視聴覚機器見学

６．２０１６０研究例会

１１．２２１５５研究例会（填山会館）センター運

７．１会誌「美」７７想像力と美術教育

営委員会。

７．４，５第33回研究大会（京都会館）総会、

１２．１５会誌「美」７４音楽教育と美術教育。

会則一部（会費次年度より2,000）改正。
８゜感覚・技術部会研究会

＜この年＞

２．２９文部省､指導要録改定を各教委に通知、
小学校１，２年は３段階評価、到達度評価導入。
４．７芸大、沓掛新学舎竣工式５．２０創

８．２１１６１研究例会（西宮市公民館）
９．５造形の動機部会研究会

９．１９１６２研究例会（大阪青少年会館）
１０．１会誌「美」７８障害児美術教育

立百周年式典・祝賀会。
６．２芸大、大学院第１回入学式。

１０．１７１６３研究例会

この年、全国に校内暴力事件多発。

１１．７造形の動機部会研究会（嵯峨美短）
１１．２１１６４研究例会
－２４－

２．年表

１２．１０会誌「美」７９指導困難な生徒の美術

_）新入会員歓迎会（大阪丸美食堂）

教育

５．９教本編集委員会、東京編技法の後に本

１２．１２１６５研究例会、役員総会（私学会館）

会編鑑賞をつけ合本とする営業部の意向でやむな

１２．２０幼児教育部会研究会（京都会館）

くこれの編集も併行して行うこととなる。
５．１６３０周年記念事業委員会

＜この年＞

５．２２１６８研究例会（高槻市民会館）

６．１１中教審、生涯教育について答申

５．２９造形の動機部会

１０．１内閣、常用漢字表（1945字）を決定。

６．７会報2５

当用漢字1850字を廃止。

６．１２１６９研究例会

１１．２４文部省、第１３期中教審に、時代の変化
に対応する初中教育諮問。

６．１９，２０造形の感覚、技術部会研究会（箕
面帝釈寺）

６．２０海外研修イタリア美術事前学習会（大

昭和57年１９８２

阪トラベラー）

７．１会誌「美」８２美術の鑑賞教育
１．６会誌「美」拡大編集委員会

７．２３０周年記念､ビデオスコープ(ソニー)、

１．２３造形の動機部会研究会

モニターテレビ購入。

１．３０１６６研究例会（大阪梅田ブーン会館。

７．３，４第34回研究大会、３０周年記念祝賀会

以下ブーン）

７．２４～８．１４第１１回海外研修、ギリシヤ、

２．７支部長会（守口市民会館）各支部予算

イタリア、フランス。

２．２０色彩教育部会研究会（大阪郵政会館、
以下郵政）

８．５，６感覚、技術部会研究会（一燈園）

９．１２海外研修資料交換会（大阪福寿飯店）

２．２７会誌「美」８０染織の基礎

９．２５１７０研究例会

３．１４造形の動機部会研究会（園部公民館）

１０．１会誌「美」８３小学校の美術教育

３．２５１６７研究例会、日本写真印刷本社工場、

１０．２造形の動機部会研究会（嵯峨美短）

研究室、便利堂印刷見学

１０．２３１７１研究例会（豊中養護学校）

４．６鑑賞教育部会研究会

１１．２０１７２１m研究例会（郵政）

４．１２会計監査委員会

１２．１会誌「美」８４美術系大学の入試

４．２０鑑賞教育部会研究会

１２．４造形の動機部会研究会

４．２１幹部役員会

１２．１１役員総会（私学会館）

４．２２教本編集委「新しい美術の鑑賞」「新

１２．１５１７３研究例会（伝産会館）

しい日本西洋美術の世界」３分の１改訂第１回。
１２．２７までに28回会合。秀学社より、東京編集の

くこの年＞

技法参考書との合本を別に出版の方針をはじめて

９．１４文部省、教課審に教課改定を諮問

きく。

この年新聞等活字大きくなる。

４．２４年度役員総会（京都タワーホテル）
４．２５会誌「美」８１美術教育と部活動造形

昭和５８年１９８３

の感覚、技術部会研究会（千里丘金剛院）
５．８海外研修予習会（大阪トラベルセンタ
－２５－

１．８会誌「美」拡大編集委員会（ブーン）

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

１．１５３５回大会中心テーマ研究集会（伝瀧会

寺）

館）

１．２２１７４研究例会（園田学園短）

９．１７

180研究例会（上賀茂保）

９．２４

工芸教育部会研究会(国鉄大阪クラブ）
会誌「美」８８美術教育と地域性

１．２８大阪支部講演会講師芸大岩丼弘教授

１０．５

２．１９１７５研究例会（伝産会館）

１０．２２

'81研究例会（郵政）

２．２０研究部会４部会チーフ打合わせ会会

１１．５

造形の動機部会研究会（嵯峨美短）

１１．１９

182研究例会

２．２６３５大会子ども観研究会(香里・三問宅）

１１．２５

常任委員会、本会法人組織化の検討。

３．１３用語部会研究会初会合

１２．３

工芸部会教材研究会（平岡宅）

３．１８用語部会研究会

１２．５

会誌「美」８９美術教育の可能性と限

誌「美」８５漆工の基礎

界

３．２６会報2６

３．２９１７６研究例会、東洋陶磁美術館・阪神
ナショナルルーム見学。

１２．１７

183研究例会（茨木市民会館）

１２．２１

教本編集拡大委員会旧委員参加

４．３美術教育理念研究部会(大阪茨木高校）
＜この年＞

４．７会計監査委員会（王家）

４．４ＮＨＫテレビ「おしん」視聴率65％

４．９３５回大会「教科性」研究集会（大阪日

１１．２２教員養成審議会、教員免許３本だて基

本色研）

準大幅ﾜ|上げ答申。

４．１０用語部会研究会

この年公私立高校中退者11万人（2.4％）を超

４．１５会誌「美」８６海外研修

える。

４．２０幹部役員会

この年パソコン、ワープロ急速普及

４．２８３５回大会子ども観分科会研究会(郵政）

この年中学校１年男子平均身長150,50年前比

４．３０年度役員総会（京都会館）

12ｃｍ伸び。

５．７１７７研究例会（郵政）

５．８３５回大会理念分科会研究会（茨木高）

昭和Ｂ９年1９８４

５．２２３５回大会教師論、教科性分科会研究会
(伝産会館）

５．２８新入会員歓迎会（大阪丸美食堂）

１．５会誌「美」拡大編集委（アクチ大阪）

５．３１３５回大会理念分科会研究会

１．２１造形の動機部会研究会（嵯峨美短）

６．６会報2７

１．２３工芸部会教材研究会（平岡宅）

６．１１１７８研究例会

２．８工芸教育第３分科会打合わせ会（両宮
今津小学校）

６．２７用語部会研究会

７．１会誌「美」８７美術教育の位置づけ

２．１５会誌「美」９０造形の基礎

７．１芸大梅原猛学長、会長に再任。

２．１８１８４研究例会（郵政）
３．２６１８５研究例会洛西竹林公園資料館、

７．２，３第35回研究大会（私学会館）
８．１０，１１１７９研究例会（湖北菅浦つづらお

東洋竹工見学。

３．３１工芸教育第１分科会打合わせ会（茨木

荘宿泊）

８．１３工作・工芸教育部会研究会。

高）

９．１０，１１日感覚、技術部会研究会（神峰山
－２６－

４．５会報2８

２．年表

＜この年＞

４．７工芸教育第２分科会打合わせ会（大阪

２．１首相直属の臨時教育審議会設置

天王寺高校）

４．９会計監査委員会

８．３１自動車運転免許所有5,000万突破。

４．１４工芸教育第１、第２分科会研究課題

１１．３上村松篁芸大名誉教授（本会元役員）

文化勲章受章。

(茨木高）

１１．２４臨教審、学校教育の自由化公表。

４．１７幹部役員会

４．２１年度役員総会（王家）

昭和６０年１９８５

４．２５会誌「美」９１絵画制作
５．３海外研修参加者第１次研修会、スペイ

１．１２造形の動機部会研究会（嵯峨美短）

ンの美術（大阪トラベラー）

１．１５会誌「美」拡大編集委員会

５．１２新入会員歓迎会（大阪第１生命ビル）
５．１９１８６研究例会

１．１９１９１研究例会（伝産会館）

５．２５工芸教育部会研究会（茨木高）

２．１５会誌「美」９５専門教育

６．２１８７研究例会

２．２３１９２研究例会（私学会館）

６．５会報2９

３．１０第２回マンガ研究会。（茨木高）
３．２７１９３研究例会。神戸竹中大工道具館、

６．１６３６回大会工芸第１第２分科会研究課題

神戸市美術館見学

検討（大阪市美術館）

４．７第３回マンガ研究会（茨木高）

６．１７海外研修参加者第３次研修会（大阪ト

４．８会計監査委員会

ラベラー）

６．３０会誌「美」９２工芸制作

４．１９幹部役員会

６．３０，７．１第36回研究大会はじめて支

４．２５会誌「美」９６文字の造形

４．２７年度役員総会（京都平安会館）

部別７集会。

５．３第４回マンガ研究会（茨木高）

７．２１～８．１８第１２回海外研修、スペイン、

５．１８３７回大阪大会準備支部総会（港南高）

ポルトガル、ロマネスク、イスラム美術

９．１６海外研修参加者資料交換会

５．２３海外研修インド旅行企画委員会

１０．１会誌「美」９３彫塑・立体

５．２５１９４研究例会（港南高）

１０．５海外研修参加者インド美術研究会（梅

６．４会報3０

６．８教本編集委員会、東京技法教本との合

田第１ビル）

１０．２０１８８研究例会、「マンガと美術教育」プ

本「美術の鑑賞」編集にかかる。１２月まで14回の
会合。

ロジェクトチーム発会。

１１．１６第２回インド美術研究会(梅田１ビル）

６．８大阪大会準備拡大役員会（港南高）

１１．１７１８９研究例会

６．１５「教育改革と美術教育」特設部会

１１．２４造形の動機部会研究会

６．２０会誌「美」９７マンガと美術教育

１２．１マンガ研究部会（茨木高）

６．２８大阪支部研究会（港南高）

１２．８１９０研究例会臨時役員会懇親会

６．２９，３０第37回研究大会

７．１４第２回インド美術研究会（梅田ビル）

(スター本店）

８．１０，１１幼児教育部会合宿研修会（堀川）

１２．１０会誌「美」９４デザイン

８．２７，９－２１「教育改革」特設部会（勤労
－２７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

会館）

５．１０２０１研究例会（京都会館）

１０．１会誌「美」９８教育改革と美術教育

５．１３教本編集委、教本採用校会員対象アン

１０．５第３回インド美術研究会（梅田ビル）

ケート調査。

１０．１９１９５研究例会（郵政）

５．２１兵庫支部研修会（神戸市博物館）

１１．１６１９６研究例会（茨木高）

６．６会報3１

１１．１６第４回インド美術研究会（梅田）

６．７第６回教育改革と美術教育部会研究会

１２．５会誌「美」９９美術教育の潮流

６．２１兵庫支部会員名簿発行

１２．１４１９７研究例会（淀川高校）

６．２５「美術教育関係収蔵図書目録」刊行。

１２．２５～１．７第13回海外研修、インド。

６．２８，２９第38回研究大会（京都エミナー
ス）

＜この年＞

７．１会誌「美」１０２制度

２．１１臨教審、学校教育の自由化を個性主義

７．１芸大河野健二学長、会長就任。

に改める。

７．１２２０２研究例会（茨木市民会館）

８．２２文部省、小中高校教育のコンピュータ

ー積極的導入方針公表。

８．２，３幼児教育部会造形保育指導者養
成研究会（信楽保育園・玉桂寺）

９．１０文部省、教課審に幼小中高の教育課程

８．１２支部長会、常任委員会連合会

の基準改善を諮問。

８．１７拡大常任委員会､教課審へ要望書の件、

この年電子ゲーム機爆発的人気。年間650万台。

８．２６送付。

８．１９～21203研究例会、２泊３日研修（た

昭和６１年１９８６

てしな泉地山荘）
９．２０２０４研究例会（郵政）

１．１２会誌「美」拡大委員会（大阪ビアンカ）
１．１８１９８研究例会

９．３０河野会長､福井謙一教課審会長に面談、
直接芸術教育重視を要望。

２．８海外研修インド美術資料交換会（エコ

１０．１０会誌「美」１０３心理

ー大阪）

１０．２５２０５研究例会（滋賀会館）会報、３２

２．１５第４回教育改革と美術教育部会（京都

１１．４筑波大宮脇教授､院生９名資料室来訪。

会館）

１１．２３支部長会、常任委員会連合会

２．２２１９９研究例会（茨木福祉会館）

１１．２９２０６研究例会（満福寺）

３．５会誌「美」１００

１２．１４海外研修参加者研修会（大阪トラベラ

３．８第５回「教育改革と美術教育」部会（嵯

ー）

峨美短）

１２．２０２０７研究例会臨時役員総会、教育課

３．３１２００研究例会ターナーエ場、大阪デ

程問題対処、河野会長歓迎会（玉家）

ザインセンター見学

１２．３０教育課程問題特別委員会発会（以下教

４．１２会計監査委員会

課特委員会）（京都勝山中学校）

４．２１幹部役員会

４．２５会誌「美」１０１提言

＜この年＞

４．２６年度役員総会、梅原会長送別会(堀川）
５．３マンガ研究部会（茨木高）

３．６国語審議会、現代仮名遣い、許容範囲
をひろめる答申。

－２８－

２．年表

４．８文部省、学習塾調査発表。塾通い中学

この大会で会員の実地研究授業。

生２人に１人。１世帯教育費７万円。

この年中学生の登校拒否27.926人。１０年で3.6倍

７．５海外研修参加者フランス美術研修会
(京都トラベラー）

この年テレホンカード年間発行’億突破。

７．２０～８．１８第14回海外研修、中世美術南

北フランス、ドイツライン沿い。

昭和62年１９８７

７．２２教育課程問題大会決議要望､3300署名、
文部省教課審送付。

１．６会誌「美」拡大委員会（大阪なんば）

８．２９兵庫支部研究集会（県学校厚生会館）

１．１７第３回教課特別委員会

９．１９海外研修参加者資料交換会

１．３１２０８研究例会（京都トラベラー）

９．２０２１３研究例会（郵政）

２．５会誌「美」１０４実践

９．２７デザイン教育部会研究会（茨木高）

２．１０教育課程問題対策冊子「必修美術週２

１０．１０大学部会研究会（伝産会館）

時間がなぜ必要か」全会員に送付。

１０．１５会誌「美」１０７教育課程

２．２１２０９研究例会（ヒジカタビル）

１０．１７２１４研究例会

２．２２第４回教課特別委員会（天王寺高）

１０．２０大学部会研究会（伝産会館）

３．１第５回教課特別委員会（京都洛西高）

１１．１４２１５研究例会（郵政）

３．２１２１０研究例会、工芸新教材実技実習

１２．１３２１６研究例会（音楽学部）

(ロベット本社）

４．１０会計監査委員会

＜この年＞

４．１１教課問題対策冊子、全造連他各団体、

８．７臨教審､教育政策第４次答申し、解散。

全国美術系大学送付。

１０．１７京都市議会、古都条例を廃止。

４．１５教課特別委代表、文部省で視学官、中
学校課長、審議官に直接面談要望。

１２．２４教課審、小学校低学年の社会、理科を

廃し生活科新設、高校社会廃止、地、歴、公民科

４．１７幹部役員会

新設。

４．２５年度役員総会（私学会館）

１２．１８教養審、免許状を専修、標準、初級に

５．１０会誌「美」１０５新入生

３段階化、必要単位引上げ答申。

５．１６２１１研究例会（ヒジカタビル）

５．２８河野会長､国公立美術４大学長連名で、

昭和６３年１９８８

中学校美術に選択制を持ち込むことに反対表明。
文部大臣、教課審に要望書

１．６教本編集新本「美と感動への出発」

６．６会報33.212研究例会。海外研修フラ
ンスロマネスク資料冊子発行。（大阪トラベラー）

｢美術の表現と鑑賞」鑑賞編編集に着手。１２．２９
までに宿泊を含め46回の会合。

６．７社会教育部会初会合(大阪トラベラー）

１．１５会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）

６．８大学教育部会研究会初会合

１．２３２１７研究例会（ヒジカタ）

６．１４海外研修参加予定者フランスロマネス
クゴシック研究会

２．１５会報34．会誌「美」１０８海外の美術
教育

６．２５会誌「美」１０６絵を描くよろこび

２．２０２１８研究例会（ヒジカタ）

６．２７～２８第39回研究大会(家政学園中高校）

３．７教育課程問題特別委員会（勝山中）

－２９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

３．２３デザイン教育部会研究会（伝産会館）

昭和６４年平成１年１９８９

３．２５大学教育部会研究会（大阪ガーデンパ
レス）

１．１５会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）

３．２６２１９研究例会現地研修（六甲名塩和紙

１．１６教科特別委員会

製紙工程・谷徳）

１．１７会報3６

４．１教育課程問題特別委員会（大阪鉄道共

１．３０～２．４日本美術教育史展（芸大資料

済会館）
４．１３会計監査委員会

館・美術学部画廊）第225回研究例会川村善之

４．２０会誌「美」１０９生涯教育

常任幹事退官記念講演会。展覧会。
２．１８教本編集「新しい美術鑑賞」日本、西

４．２２幹部役員会

４．２３デザイン教育部会研究会（ヒジカタ）

洋部分改訂第１回。平２．２．１７まで、東京支社

４．３０年度役員総会

出張を含め29回会合

５．８教課特別委､再要望書文部大臣宛送付。

３．１会誌「美」１１２美術館

５．２３会報3５

３．２１２２６研究例会

３．２５各界50人の提言「人間と美術教育」刊

５．２８２２０研究例会（京都トラベラー）講師

行。文部省他各団体にも送付。

芸大佐野敬彦教授
６．５教課特別委員会

４．１０会計監査委員会

６．１８２２１研究例会

４．２１幹部役員会

７．２，３第40回研究大会滋賀厚生年金休

４．２２年度役員総会（堀川）

４．３０会誌「美」１１３日本美術教育史。

暇センター合宿研究。

５．２０２２７研究例会（郵政）

７．３会誌「美」１１０デザイン教育
７．４兵庫支部研究集会

５．２５会報3７

７．１０海外研修参加者研究会（トラベラー）

６．４海外研修東欧の美術研究会（大阪トラ

７．１８～８．１５第15回海外研修シチリア、

ベラー）

６．１７２２８研究例会（郵政）

ローマ、ミラノ

７．１，２第４１回研究大会会誌「美」ll4

８．２３教課特別委員会

JZ体造形

９．１７２２２研究例会（郵政）

７．９海外研修参加希研究会（京都トラベラ

９．２４海外研修参加者研究資料交換会
１０．２０会誌「美」１１ｌ新しい造形のこころ

ー）

７．２１～８．１５第16回海外研修東西ドイツ、

み。

東欧諸国

１０．２３２２３研究例会（郵政）

９．２３海外研修参加者資料交換会

１０．２４２２４研究例会（郵政）

９．３０２２９研究例会（郵政）

１２．１１教課特別委員会

１０．２６会誌｢美｣115創造性を開発する教材。
１０．２８２３０研究例会（ヒジカタ）

＜この年＞

７．１文部省、社会教育局を改組、生涯学習
局を設置

９．１７～1０．２オリンピックソウル大会。
－３０－

１１．２３２３１研究例会（郵政）

２．年麦

＜この年＞

＜この年＞

２．１ｏ文部省、幼小''１高校学習指導要領改定

１．１３共通1次入試、大学入試センター試験
とな})第１回。競争率3.9倍。

公示。

４．２１文部省、中教審再開。後期中等教育の
改革諮問。

この年出生1246796史上最少。平均初婚年令

６．２９生涯学習振興施策推進の法制

この年大学短大入学者、女子がはじめて男子を
上廻る。

25.8才で枇界最高。

平成３年１９９１

平成２年１９９０

１．６会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）
１．１７会報3９

１．６会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）
１．２０２３２研究例会（長岡公民館）

１．１９２４２研究例会

２．２４２３３研究例会（郵政）

２．２３２４３研究例会（郵政）

２．２８会誌「美」１１６創る立場と教える立場。

３．２４３大阪研究大会準備研究会（郵政）

３．２９２３４研究例会ソニツクスクエア、Ｉ

３．２５会誌「美」１２０技の世界

３．２９２４４研究例会日本写真印刷研究室、

ＭＰホール東洋陶磁美術館見学。

４．６教本編集合本「美術資料」鑑賞編第１

工場宮崎木工見学。

４．５４３大阪大会研究、運営準備会（大阪府

回。

教育会館たかつガーデン、以下たかつ）

４．７２３５研究例会
４．１９幹部役員会

４．１８幹部役員会

４．２１年度役員総会（玉家）

４．２７年度役員総会（王家）

４．２８支部長常任委員会（京都会館）

５．２０会報4０

５．１９２３６研究例会（郵政）

６．１５２４５研究例会（郵政）

５．２５会報3８

６．２５会誌「美」１２１造形教育の基礎教材

６．２２３７研究例会（ヒジカタ）

６．２９，３０第43回研究大会（たかつ）４０周

年記念「美術教材事典」編集委員選出。

６．２５会誌「美」１１７年間指導計画

７．８第２回「教材事典」編集委員会（ロイ

６．３０．７．１第４２回研究大会（京都会館）
７．３１～８．５第１７回海外研修、ソウル、台

ヤルホテル)以後平成６年６．５まで30回の会合。
会合は芸大。

北故宮博

７．１５～８．１２第18回海外研修、イギリス中

８．２２～24238研究例会、合宿（たてしな泉

世ケルト、ロマネスクゴシック

地山荘）

８．２０４３大阪大会反省懇談会（郵政）

９．２２２３９研究例会（ヒジカタ）

９．２５会誌「美」１１８手の技

９．２９海外研修参加者研究資料交換会

１０．２８２４０研究例会、教材研究小部会合流

１０．１２２４６研究例会（郵政）

１０．１５会誌「美」122発達段階と鑑賞

(京都会館）

１２．８２４１研究例会（守口市民会館）

１１．２３２４７研究例会

１２．２５会誌「美」１１９発想とテクノロジー

１２．２４会誌「美」１２３高校の美術、工芸

－３１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

＜この年＞

３．１３文部省の調査研、指導要録の絶対評価

平成５年１９９３

への移行を提言。

この年高卒者の大学、短大志願50％を超える。

１．２０会誌「美」１２７美術・環境

１．３１会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）
２．７海外研修、エジプトトルコ資料交換会

平成４年１９９２
１．５会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）
１．１５教本編集委。２４年間改訂せず存続して

いた美史的鑑賞教本、「日本・西洋美術のながれ」

２．２０２５５研究例会（コンピュータ三宅）

３．３１会誌「美」１２８コンピュータと美術
教育、256研究例会神戸美術館めぐり。
４．１４会計監査委員会

新本編集にかかる。１２．２２まで28回の会合。はじ

５．１年度役員総会（王家）

めてＡ４版とする。

５．２９２５７研究例会

１．２５２４８研究例会（太融寺）

６．６会報4２

２．２９２４９研究例会（郵政）

６．２６２５８研究例会（太融寺）

３．１５会誌「美」１２４現代と色彩

６．３０会誌「美」１２９教育の原点美術教育

３．３１２５０研究例会、兵庫の美術館めぐり。

７．１０，１１第45回研究大会（京都会館）

４．１芸大上山春平学長、会長就任。

５．２年度役員総会河野、上山前新会長歓

７．２４海外研修参加者中国美術研究会（京
都トラベラー）

送迎会（王家）

８．８～２４第20回海外研修、北京、大同西

５．１６２５１研究例会（京都会館）

安上海

６．６会報4１

９．２５海外研修中国美術資料交換会

６．１３２５２研究例会（郵政）

９．３０会誌「美」１３０展覧会

７．１会誌「美」１２５ものすごい表現

１０．１５会報4３

７．４，５第44回研究大会（京都会館）

１０．３０２５９研究例会（京都会館）

９．１９海外研修旅行予定者エジプト美術研究
会。（京都トラベラー）
９．２６２５３研究例会（京都会館）

１０．１６会誌「美」１２６ひとりひとりをみつ

１１．２５資料室図書16000を超え、現管理場所
に収容しきれなくなり、全集、図録の一部（書架
上下２台分）を大学図書館教員閲覧室に移動。

める評価

＜この年＞

１０．１７２５４研究例会（郵政）

１０．２８文部省全国調査公立小中高の70％に

１２．２１～１．６第１９回海外研修トルコ、エジ

コンピュータ設置。

プト

平成６年１９９４
＜この年＞

５．２国家公務員完全土曜休日実施。

１．９会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）

７．２５～８．９バルセロナオリンピック

活字を大きくし、各号増頁年刊３号と決める。

９．１２公立幼～高校、週５日制スタート。

１．１０会誌「美」１３１学校５日制

９．４世界遺産候補に法隆寺､姫路城決まる。
－３２－

２．２６２６０研究例会（太融寺）

２．年表

３．３１２６１研究例会、豊中日本民家博物館見

称性

学会誌「美」１３２学校教育と生涯教育会計

６．２４，２５第47回研究大会

監査委員会

７．２２～８．５第２２回海外研修、トルコ、イ

４．３０年度役員総会（王家）

ラン

５．１５２６２研究例会（児童文学館）

１０．１４２６７研究例会

５．２５会報4４

１０．３０会誌「美」１３７マルチメディア

６．５第30回教材事典編集委員会表紙デザ

１１．２５２６８研究例会、常任委員会（京都会館）

イン決め編集完了。

１１．２６教本編集委員会「美術のながれ」「新

６．２５会誌「美」１３３絵本、イラスト、ア

しい美術鑑賞」日本、西洋改定に着手。平成12年
12月までに23回の会合

ニメーション。

６．２５４０周年記念「美術教材事典」刊行。
６．２５，２６第46回研究大会

＜この年＞

７．１９～８．８第２１回海外研修アメリカ美術
館めぐり。

３．２２オウム教団一斉捜査。地下鉄サリン事
件等逮捕者400人以上。

１０．８２６３研究例会（互助会館）

この年白川郷、五箇山合掌造集落世界遺産登録

１０．１１会誌「美」１３４授業時数と表現

１０．１国勢調査人口’億2557万人

１０．２５教材事典編集委員会､会員寄稿の写真、
作品等返送。

この年パソコン爆発的ブーム。インターネット
への接続で急上昇。

平成８年１９９６

＜この年＞
１．２４郵便料金Ｉ直上。封書80円ハガキ50円。

６．２７松本サリン事件

１．７会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）

１２．１５世界遺産委員会、鳳凰堂、金閣、銀閣、

常任委員会、全委員担当決める。

東寺など古都京都の文化財を決定。

２．１０２６９研究例会

２．１５会誌「美」138美術教育と他領域

平成７年１９９５

２．２２会報4６

３．２４２７０研究例会大和地方美術館めぐ1)。
１．８会誌「美」拡大編集委員会、常任委員

常任委員会。

会（日仏会館）

４．７常任委員会(大阪リバーサイドホテル）

２．４２６４研究例会

年会費納入者の大会費無料化案会計監査委員の

３．１０会誌「美」１３５教育環境と表現

改選協議。

３．１９２６５研究例会出光美術館、サントリ

ー美術館見学

４．１４平成８年度第２回常任委員会。教育課
程対策特別委員会（仮称）設置

５．２O滋賀支部講演会、現地研修会、びわ湖
現代造形展。

４．２３第４回常任委員会（アヴイーナ）役員

総会役員数支部配分案。学内外役員会員に対する

５．２２会報4５

研究助成講師謝礼労務、役職手当等の均衡・

５．２７２６６研究例会

公平基準を検討。

６．２２会誌「美」１３６立体表現・展開の多
－３３－

４．２１教本編集「美術資料」鑑賞編改定第１

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

分改定に着手、１２．２０までに13,1会合。

回、以後11月23日までに18回会合。

３．２３２７７研究例会妙喜庵、アサヒビール、

４．２７年度役員総会（王家）

５．１１第５回常任委員会（大阪府中小企業文

見学

３．２８会誌「美」１４１造形表現の体系化、

化会館）会員名簿発行具体化。大会宣言、要望

独１１性と普遍'性

書文案。

４．１会誌「美」特号、教育課程検討特別委

５．２０教育課程改定アンケート実施。
５．２２会報47、研究集会参加以外の全会員の

員会編集、「必修美術２時間がなぜ必要か」拡大
版刊行。

研究交流アンケート。

４．２６年度役員総会（京都本能寺会館)愛知、

５．２５２７１研究例会

６．２０会誌「美」１３９学校教育と美術教育

岐阜の中部支部に三重を加え、東海支部に改組。
５．３１２７８研究例会、第１１回常任委員会（太

６．２１支部のない地方会員から代表役員選出

融寺）教課審へ要望書送付。

のハガキ投票選挙はじめて実施。

６．２２，２３第48回研究大会（大阪中小企業文

６．５会報4９

６．２８会誌「美」１４２２１世紀を展開する美

化会館）
６．２４～８．１３第23回海外研修、フランスロ

術教育
６．２８第49回研究大会（京都会館）

マネスク、ゴシック。

７．５第４回常任委員会、常任委員増員

８．２０，２１２７２研究例会（六甲スカイヴイラ）
９．２８２７３研究例会（互助会館）

７．２６～８．９第24回海外研修､ロシア北欧。

１０．２６２７４研究例会（互助会館）

８．１７，１８２７９研究例会旧尾荘）

８．２８幼児教育部会復活第１回研究会（太融

１１．１５会誌「美」１４O新しい鑑賞の教材・
寺）

素材

９．２６支部長会（コープイン京都、以下コー

１１．２３２７５研究例会（アウイーナ）

１１．２５会報４８会員１０１人の現在取組課題公

プ）

９．２７２８０研究例会（コープ）

開、日常的直接研究交流開始。

９．２８教育課程検討特別委員会、（アウイー

１２．１４第９回常任委員会（アウイーナ）役員

ナ）運動冊子「美」特号、文部当局、関係諸大学、

任期は年度末でなく大会から大会を確認。

諸団体に送付。第５回常任委員会。
１０．８副会長、常任幹事文部省に教育課程問

くこの年＞

題要望書提出。

８．７文部省調査、登校拒否毎年増加続く

１０．２９大学審、すべての大学教員の任期制導

１０．２５２８１研究例会、第６回常任委員会（た
かつガーデン、以下たかつ）

入答申。

１１．２０会誌「美」143学校教育において美

平成９年１９９７

術教育は不要か
１１．２２２８２研究例会、（コープ）
１１．２７会報5０

１．１１会誌「美」拡大編集委員会、常任委員

１２．６第２回幼児教育部会研究会（太融寺）

会（日仏会館）

１２．１３第８１回|常任委員会（コープ）常任各担

２．８２７６研究例会
２．１１教本編集委員会「美術資料」鑑賞編部

当部移動。各部業務確認。謝礼、記念品、賎別、

－３４－

２．年表

慶弔支出慣例の再検討。

会（アウィーナ）

７．２０～８．８第25回海外研修、ギリシヤ、

平成１０年１９９８

ビザンチン。

７．２１「学校美術教育の重要`性」要望書、署
１．１１会誌「美」拡大編集委員会、第９回常

任委員会(教文センター)常任委員の担当部､組織、

名997人、９．１第２次879人。児童生徒の声等文
部大臣宛送付。

会誌、会報､大会、研究センター、図書資料海外

８．２２第１１回教課特委員会（クレオ大阪）

研､教本編集教課特、記録の各副担当の移動。

９．１３第７回常任委員会、新会計へ債券資産

１．１８教課特別委員会（たかつ）

引継ぎ。会則改正案検討

１．３１第１０回常任委員会（ドーンセンター）

９．２６２８６研究例会第12回教課特委員会

常任委員の増員、役員選出ルール。

１０．２４２８７研究例会（トラベラー）

２．７第３回幼児教育部会研究会(聖母短大）

１０．３１会誌「美」１４６ポーダーレス

２．１４２８３研究例会、第１１回常任委員会、会

１１．３第13回教課特委員会（クレオ大阪）

則改正の方針を決め､改正案作成小委員会を設置、
以後12月までに３回会合。

１１．２１第５回幼児教育部会研究会。288研究
例会（たかつ）

３．１教課検討特別委員会（たかつ）

１１．２９第１４回教課特別委員会

３．２０会誌「美」１４４残すべきもの、伝え

１２．１０会報5２

るべきもの

３．２２２８４研究例会、堂本美術館見学。第１２

＜この年＞

回常任委員会（ルビノ堀川）

２．７～３．２２冬季オリンピック長野大会

４．１芸大西島安則学長、会長就任。

１１．１８文部省、ゆとり教育、学習内容大幅減

４．１８常任委員会（ドーンセンター）会計監

の新指導要領公表。

査不調のため会計問題検討。

１２．２古都奈良の文化財世界遺産登録決定。

４．２５再会計監査委員会（四条畷高校）幹事
担当の会計業務を他の常任委員に移す〕

平成１１年１９９９

４．２６年度役員総会（玉家）
５．９第８回教課検討特別委員会（たかつ）
５．２３２８５研究例会、第３回常任委員会（ア

１．９会誌「美」拡大編集委員会（日仏会館）
原稿はワープロ入力を原則とする。

ウィーナ）前任会計内容調査。

１．１６第１５回教課特委員会（アウイーナ）

５．３０会報5１

２．８常任委新会計担当委員協議会（天王寺

６．１３第４回幼児教育部会研究会、第４回常

高）

任委員会。第９回教課特別委員会（コープ）

２．１３第289研究例会、第１１回常任委員会

６．２５会誌「美」145親と子と牧師を結ぶ

(ルビノ堀川）

美術教育。

２．２２資料室資料、原簿照合作業完了。

６．２７，２８第50回研究大会。親と子と教師を

結ぶ、はじめてのワークショップ。資料室資料児

３．１第１７回教課検討特別委員会。以後資料
編集会合５回。

童生徒作品新規収蔵、会員寄贈再開。

３．５会誌「美」１４７個`性

７．１９第１０回教課特委員会、第５回常任委員
－３５－

３．２８２９０研究例会、滋賀県美術館めぐり。

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

６．９生涯学習審議会塾を教育機関と認め

４．１８常任委員会（四条畷高）新会計関係常

任委員、旧幹事からの引継ぎ停滞状況報告。
４．２４常任委員会。（たかつ）会計引継ぎ対

評価する答申。

この年、小中高校内暴力31055で過去最高。
１１．３梅原猛芸大名誉教授（本会元会長）文

策協議。

４．２５会計監査委員会、旧幹事までの会計に

化勲章受章。

１２．２０日光束照宮、世界遺産登録

ついては監査不能。

５．８２９１研究例会（たかつ）

平成１２年２０００

５．１５第２次会計監査委員会、常任委員会、
年度役員総会、６ケ月暫定予算承認。

１．９教本編集委員会、美術資料「美術の鑑

６．１会報５３改正会則案発表。

賞」編、全面改訂に着手、１２月までに18回の会合。

６．１３第６回幼児教育部会研究会

１．１１会報5４

６．２０第６回常任委員会第３次会計監査委

１．２３会誌「美」編集部主催「美術教育のゆ

員会（ドーンセンター）

くえ」座談会（芦屋市立美術博物館）295研究例

６．２６資料室所蔵美術教育資料目録刊行。

６．２６会誌「美」１４８すべての子に美術教

と８－
＝；

２．４資料室図書1万８千余、大学図書館へ

育を

６．２６，２７第５１回研究大会。総会、会則改正

移送開始

２．２６幼児教育部会研究会（こども未来館）

を提案。はじめて大会参加会費無料。

３．２６２９６研究例会、大阪南の美術館めぐり。

７．１８年度第１回常任委員会。会計担当３委

３．３１会誌「美」１５０美術教育のゆくえ、

員。旧幹事からの正確な引継ぎ続行。以後１１．３

すべての国民に造形美術がなぜ必要か。

まで数回会合。

４．１大学図書館に移送した資料室図書、登

７．２４第７回幼児教育部会研究会（コープ）
７．２８～８．９第26回海外研修。メキシコ・

録原簿と悉皆照合作業開始。
５．１３２９７研究例会（ルビノ堀川）

マヤ文明遺跡

５．２７大学図書館へ移送図書、一般美術図書

８．１教本編集委員候補者の役員推せん依頼。

と美術教育図書の分類完了。

９．２５２９２研究例会（京都会館）
１０．１７会計監査委員会

５．２７年度役員総会（日月庵）

１０．２３２９３研究例会（太融寺）

６．１会報5５

１１．３臨時総会、役員総会役員改選、平成

６．１０第８回幼児教育部会研究会（コープ）
６．２４会誌「美」１５１新しい表現

１０年度決算、１１年度予算承認。佐野敬彦美術学部
長会長就任。事務所を江口研究室から渡辺・佐野

６．２４，２５第５２回研究大会はじめて教本刊

賢研究室に移動、新幹事学内２名、学外２名選出、

行27年の歴史の実物展示。西島会長を名誉顧問、

資料室図書は大学図書館に移すこととする。
１１．２５会誌「美」１４９「美」と研究会の未来

新海美術学部長、会長就任。

像、過去・現在・未来。

業のうち、記録年史の刊行決定。

７．８年度第１回常任委員会、５０周年記念事
９．９２９８研究例会（アウイーナ）

１１．２７２９４研究例会（アウイーナ）

１０．１４２９９研究例会（コープ）

１０．３１会誌「美」１５２新い､表現・わたし

＜この年＞
－３６－

２．年表

１２．９年度第２回常任委員会、支部長会（コ

の教材

１１．１１３００研究例会、第４回常任委員会（ル

ープ）会計執行要領決定。慶弔費の全廃。

役員選出の方法､役員手当現行の一部改正案協議。

ビノ堀川）教育課程検討特別委員会は、研究セン
ターの部会として存続。

平成１４年２００２

１２．２３～３０第27回海外研修、カンボジア・ア
ンコール、プノンペン芸術大学。

１．６会誌「美」拡大編集委員会。第３回常
任委員会（コープ）

くこの年＞

１．１２３０６研究例会（コープ）

首里城琉球王国時代グスク世界遺産登録

２．１会報5８

２．３第４回常任委員会（コープ）常任委員

平成１３年２００１

会を次年度から代表役員会に改編
２．９３０７研究例会（たかつ）

１．１３美編集拡大委員会第５回常任委員会

２．１６第１１回幼児教育部会研究会（コープ）

(教文センター）

２．２８会誌「美」１５６発想と手だて、つか

２．１会報5６

２．１０３０１研究例会、第６回常任委員会（コ

みその後。

３．１７支部長会、第５回常任委員会（コープ）

ープ）

３．２０会誌「美」153新しい表現わたしの

会則改正案の顧問の名称を、特別会員とする。
３．２４幼児教育部会

教材－２

３．２３～３１第28回海外研修「じっくりロー

３．２５３０２研究例会現地研修、奈良方面

５．１３会計監査委員会、第９回常任委員会

マ」学校美術授業参観。

３．２４３０８研究例会現地研修奈良の古寺め

(コープ）

ぐり。

５．２６年度役員総会（ﾉｹぶお別館）

４．１４３０９研究例会（コープ）

６．５会報5７

５．１８年度役員総会（乃ぶお別館）

６．９３０３研究例会、支部長会、第１０回常任

６．５会報5９

委員会（コープ）

６．２９会誌「美」１５７新しい表現３発想

６．２３会誌「美」154新しい表現２生き

と手だて

る喜び

６．２３，２４第53回研究大会（大学コンソーシ

６．２９，３０第54回研究大会、総会、発足１９５２

アム京都）会員名簿2001発行。会則改正前年原案

以来の会則改正。附則も決定。常任委員会に代り、

一部修正再提案、懇親会タワーホテル（会費無料）

学内外常任幹事と支部長、各所管代表で構成する

７．２２第９回幼児教育部会研究会（芦屋市立

代表役員会を中心に会の常務運営にあたる。５０周

年記念事業担当を決める。この大会は満50年とな

美術博物館）

１０．１３３０４研究例会、常任委員会（教文セン

り、参加者全員懇親会費無料。

ター）

１０．２３会誌「美」１５５発想と手だて、つかみ
１１．１０３０５研究例会（コープ）

１１．２３第１０回幼児教育部会研究会（コープ）
－３７－

３．研究集会
3-1研究大会

〔第３回研究大会〕
昭和28年７月４日

〔結成総会、研究集会〕

会場・京都美大

昭和27年２月９日

講演・彫刻の指導について、辻晋堂

会場・京都市立美術大学講堂（以下京都美大）

美術教育における色彩構成の問題、長崎盛輝

講演・児童画について、須田国太郎

現代日本画の課題、龍村謙

教育技術、吉川武

研究発表

たくましき構築・長野誠之助人間性の解放

〔第１回研究大会〕

と美術教育・川村善之美術鑑賞の指導・館

昭和27年６月30日・７月１日

花修生活美術と文化性の発展に関連しての

会場・京都美大及び京都博物館

図ｒ科・秋山利彦

講演・才能と早教育、山松質文

懇親会・智積院

美術教育の指導、佐和隆研
ガイダンスの新傾向、田中健一

〔第４回研究大会〕

古美術の研究と新美術、矢代幸雄

昭和2〔１年２月６日

研究発表

会場・京都美大

美術教育私見・金川明治描画の発達と構想

講演・目的造形と美術教育、向井正也

画・荒木賢治技術指導の再認識・熊田誠司

色彩と環境・白子修二郎新単元「配置配

モダンアートについて、堀内正和
研究発表

合」・柴田穣

高校の美術教育に想う・野崎龍吉桂、修学

現地研修・京都博物館

院両離宮について．上羽雅夫

映画・ハイチの美術教室、日本の美を求めて

〔第２回研究大会〕

見学・美大蔵品展

昭和28年１月24日
会場・京都美大

〔第５回研究大会〕

講演・美術鑑賞の指導、佐和隆研

昭和29年６月５日

アメリカの現代美術、ポールデインガ

会場・京都美大

研究発表

講演・陶磁器の鑑賞法、谷田閲次

服飾指導について・渡辺信正高校図画科に

映画・カルダーのモビール､日本美術をたずねて、

ついて・黒田猛芸能科指導について・藤村

版画について

良一

研究発表

懇親会・智積院本坊

中学校における創造表現（描画）指導・椙村睦

親色彩感覚とデザイン・中川寿一美術
鑑賞指導の資料・金川明治色盲色弱生徒と
－３８－

3．研究集会

工芸及び工作教育について

色彩教育・川村善之図工科における製図の

パネル討議・富本憲吉、上野伊三郎、龍村謙

取扱いについて・白子修二郎

鑑賞教材読本、日本と西洋の美術、出版記念会、

研究発表・陶器の製作について、映画、大阪豊中
高陶器が出来るまで、映画、京都洛東中構

智積院講堂

成教育の進め方、神戸本山中ビザンチンの工

〔第６回研究大会〕

芸・元丼能
現地研修・浄瑠璃寺

昭和30年１月29日

懇親会・月見館（観月橋）

会場・京都美大及び京都市美術館

＜この大会の総会で、美術教育振興のための運

講演・フランス美術について、木村重信

動を決議＞

現地研修・フランス美術展、京都市美術館
くこの大会ではじめて現地研修＞

〔第10回研究大会〕

〔第７回研究大会〕

昭和33年７月５日・６日

会場・京都美大及び見学地

昭和30年７Ｈ１日・２日
会場・京都美大及び見学地

講演・デザインの基礎指導、長崎盛輝

講演・日本画の歩み、小野竹喬、川北倫明

実技講習・講師・彫刻／辻晋堂陶芸／富本憲吉
塗装，平館酉一郎染織〆小合友之助

講師佐和隆研、以後25回大会まで

研究発表

研究発表・椙村睦親

現地研修・美大蔵品展、醍醐寺、法界寺、平等院

構成学習の一システム・荒木賢二商業高校

懇親会・銀閣（京都駅前）にて

における美術教育・後藤直正
現地研修・渡岸寺、薬師堂

〔第８回研究大会〕

懇親会・円山観光会館

くこの大会ではじめて実技講習＞

昭和31年６月30日

＜教育課程改定に関して、関係方面への要望書

会場・京都美大及び見学地

を重ねて決議＞

講演・雪舟の絵画について．佐和隆研

パネル討議・抽象画の指導について、堀内正和、

講演会

昭和33年12月６日

長崎盛輝、佐和隆研、渡辺信正

会場・京都美大

研究発表

ゴッホについて、植田寿蔵

美術教育に望むもの・片山実三郎人間教育
における図工科の分野・松田与一プラスチ

〔第１１回研究大会〕

ックエ芸・高橋忠久

昭和34年７月４日・５日

現地研修・稲葉七宝、南禅寺、龍村織物
懇親会・紫明荘

会場・京都美大及び見学地
講演・プラスチックエ芸、佐伯健作

〔第９回研究大会〕
昭和32年６月29日

欧米のインダストリアルデザイン我妻栄
実技講習・プラスチックエ芸、デザイン実技，上
野伊三郎、幾何抽象形体〆堀内正和

会場・京都美大及び見学地

講演・フランス古蹟めぐり、木村重信

研究発表・デザインの基礎学習、上羽雅夫
－３９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

〔第15回研究大会〕

現地研修・大徳寺山内

懇親会・魚満楼

昭和38年６月29日・３０日

会場・京都美大及び見学地

〔第１２回研究大会〕

研究主題・伝統と美術教育、デザインと美術教育

昭和35年７月２日・３日

講演・日本の伝統と美術工芸、満岡忠成

会場・京都美大及び見学地

グツドデザインについて、我妻栄

講演・印度美術の南と北、佐和隆研

エジプト美術について、下村良之助

分科会．①美術教育の中の道徳教育②描画、彫

現地研修.Ａエジプト美術展、ビュッフェ展

塑の写生と構想表現③版画表現④デザイン
学習の方向

Ｂ金剛輪寺、西明寺、石馬寺
懇親会・スター本店（寺町）

現地研修・収蔵庫特別展、醍醐寺、禅定寺

〔第16回研究大会〕

懇親会・新門荘
くこの大会ではじめて分科会を設置し、生徒作

昭和39年６月13日・’4日

品を展示して研究した。また、各県教委、各

会場・京都美大及び見学地

中学校長あて、新教育課程実施に当り中学校

研究主題・鑑賞教育の実際指導

美術２．２．２を確保されるよう要望書決議＞

講演・ギリシヤ彫刻とヴイナス像、上平貢
公開授業・京都女子学園中学校、三田村宗二

〔第13回研究大会〕

高校、堀寛司

昭和36年７月１日・２日

鑑賞教育の問題点・川村善之、足立整郎

会場・京都美大及び見学地

共同討議・鑑賞教育の問題点

講演・ヨーロッパの風土と芸術、元井能

現地研修・ヴイナス像（美術館)、松尾寺、金剛

分科会．①描画版画／徳力富吉郎②彫塑堀内

正和③デザイン／向井正也④鑑賞／佐和隆

山寺（矢田寺)、東明寺、霊山寺
懇親会・鮒鶴

研⑤単元学習の系統的指導

くこの大会では公開授業が行われた＞

教育課程対策運動・各中学校長等への要望書と現

〔第１７回研究大会〕

場の実績確保の運動を協議。

現地研修・収蔵庫特別展、鞍馬寺、峯定寺

昭和40年７月３３４日

懇親会・鶴清

会場・京都美大及び見学地

研究主題・美術教育における創造のための材料研究

〔第14回研究大会〕

講演・色彩を中心の材料研究、長崎盛輝

昭和37年６月30日・７月１日

分科会.①線材の面②竹の成形③面材、プラ

会場・京都美大及び見学地

スチック④面材、紙の構成⑤量材、粘土と

研究主題・デザイン教育の問題点

テクニック

共同討議講師・堀内正和、長崎盛輝、向井正也、

講師.①山本格二②田中保③佐伯健作

元井能

④三宅多喜男、庄司達⑤小山喜平

現地研修・収蔵庫特別展、清源寺、蔭涼寺

懇親会・ビールパーティ

懇親会・大和屋旅館

現地研修・収蔵庫特別展、高野山各寺院

くこの大会ではじめて大会の研究主題を設定＞
－４０－

くこの年の現地研修ははじめて一泊＞

3．研究集会

点投票。結果集計をもとに午後共同討議。

〔第18回研究大会〕

映画・レンブラント

昭和41年７月２日・３日

現地研修.Ａレンブラント展、モヂリアニ展

会場・京都美大及び見学地

Ｂ来迎寺、西敦寺、滋賀院、他里坊
懇親会・東寺洛南会館、秘宝展見学
くこの大会で、教育課程改定に関し、高校美術、

研究主題・造形基礎能力をどう育てるか
講演・ＩＤの基礎教育、宮島久七
発想について、堀内正和

普通科では６，職業科では４単位の必修の要

分科会・'①色彩平面構成②面材立体構成③量

望書決議＞

材立体構成

現地研修・ビールパーテイ、後、吉野竹林院一泊、
吉野桜本坊、金峰神社、水分神社、如意輪寺、

〔第２１回研究大会〕
昭和44年６月28日・２９日

大日寺、吉水神社、蔵王堂

会場・国立京都国際会館及び見学地
研究主題・工芸教育の諸問題
講演・工芸について、元丼能

くこの大会で、中学校美術２．２．２の文部大臣、
審議会等への要望書を決議＞

日本現代美術論、河北倫明

〔第19回研究大会〕

パネル討議・小山喜平、藤崎誠、来野月乙、中井
貞次、辻井利夫、渋川礎、野崎龍吉、城貞男

昭和42年７月lH2H

会場・京都美大及び見学地

現地研修・横蔵寺、華厳寺
くこの大会で、はじめて学外会場で開催。＞

研究主題・創造のための導入をいかにするか－構
想画とパッケージを手がかりにして
講演・日本画雑感、上村松篁
フィレンツェの人と芸術、上平貢

〔第２２回研究大会〕

研究提案・幼児教育・大野幹彦小学校教育・
辻井利夫中学校教育・江ロ善之・111田博
高校教育・林正明・寺村晴雄・内海次郎
懇親会・ビールパーティ

現地研修・円城寺、観音寺、蟹満寺
くこの大会で、中学校美術２．２．２の要望書、
関係方面への運動を決議＞

昭和45年６H27H28H

会場・京都会館会議場及び見学地
研究主題・美術教育における評価
講演・現代美術と美術教育、木村重信
万博美術展のみどころ、富永惣一
研究発表・分科会（ｌ小学校）辻井利夫
（２中学校）平岡潤、上田晴也
（３高校）椙村睦親
懇親会・小浜ロッジ

〔第20回研究大会〕

現地研修・小浜ロッジ一泊、羽賀寺、妙楽寺、Ｐ］

昭和43年６月29日・３０日

照寺、神官寺、国分寺、明通寺

会場・京都美大及び見学地

研究主題・学習指導における作品評価
講演・インドネシヤの美術、佐和隆研

〔第23回研究大会〕
昭和46年７月３日・４日

レンブラントとモヂリアニ、今泉篤男

研究・風景画（京都朱雀中学校１年、１学級全作
品）ポスター（西宮甲陵中学校２年、ｌ学級全
作品）を展示。午前参加者中100名が作品を採

会場・京都芸大及び見学地

研究主題・美術教育における表現と技術
講演・イメージと技術、八木一夫

－４１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

造形と心理学の接点、仲谷洋平

研究発表・美術教育の現状と問題点、江口善之
分科会（１）星野日郎、竹内幸人（２）平岡淵、
泉地道子（３）大東純子、尾関檀次郎、松田

実技講習分科会.l石版画２アクラミン捺染
３織の基本４ガラスエ芸５木工芸６塗装
７カリグラフイ

高治、池田一良、黒田猛

講師・’吉原英雄２中野光雄３八木敏４近
藤豊５藤崎誠６新海治７鈴木佳子
研究発表・表現と技術について、星野日郎
領域別分科会・’絵画２彫塑３デザイン４
版画５色彩６工芸７鑑賞８幼児９特

懇親会・大覚寺庭湖館

現地研修・大覚寺宝物館、庭園、庭湖館、大国寺、
篠山丹波古陶館、立杭窯元

〔第26回研究大会〕

殊１０評価

昭和49年６月29日・３０日

現地研修・勝尾寺（一泊）夜、各分科会の報告と

会場・京都堀川会館及び見学地
研究主題・これからの美術教育

討議、中山観音、情荒神

講演・美術教育について、山本正男
展示・子どものイメージを育てるイラスト
スライド発表・私の美術教室（各支部）

〔第24回研究大会〕
昭和47年７月１日・２日

会場・京都堀川会館、京都芸大及び見学地
研究主題・美術教育における表現と技術

分科会・幼児、小・中・高・大学

研究発表・これからの美術教育・平岡潤世界

講演・芸術と技術文明、乾由明

の絵本展示について・江口善之

クロッキー会・裸婦、３室

研究発表・分科会、（１平面）竹内幸人（２立
体）倉本英一（３評価）太田茂（４幼児教
育）黒田猛（５不振児教育）宮嶋実仁
実技講習・講師（１版画）吉原英雄（２彫刻）
野崎一良（３染色）佐野猛夫（４ガラス工

(分科会）雑賀淳、星野日郎、北里桂一、渋川艦、
黒田猛、倉元英一、松岡征士、上田晴也

懇親会・堀川会館

現地研修・渡岸寺、石道寺、鶴足寺、充満寺
講師・田村隆照（以後42回大会まで）

芸）近藤豊

〔第27回研究大会〕

現地研修・鶴林寺、浄士寺、一乗寺
祝賀会・本会結成20周年祝賀パーティ

昭和50年６月28日・２９日

＜この大会ではじめて、クロッキー会を行う。
第２日、実技講習と現地研修を併行＞

〔第25回研究大会〕
昭和48年６月30日・７月１日
会場・大覚寺及び見学地

研究主題・美術教育の現状とその問題点
講演・高松塚古墳の壁画、網干善教
オリエント・ギリシヤの美術、元丼能

展示、分科会.l現代性と地域性２造形･性
３新しい授業の試み・教材教具

会場・京都教育文化センター及び見学地
研究主題・子どもの心を青くむイラスト
講演・古代の新しいみかた、梅原猛
映画・イメージの展開、ＣＭフイルム
展示・世界の絵本、イラスト作品

研究発表・子どもの心を青くむイラストレーショ
ン・平岡潤分科会（ｌ絵本とイラスト）池永
則子、江口善之、泉池道子（２イラスト教材）
金光明子、竹内幸人、椙村睦親（３テレビと

美術教育）勝見成太郎
懇親会・教文センター春陽堂

現地研修・吉村邸、葛井寺、道明寺、誉田八幡宮
－４２－

3．研究集会

＜この大会で､教育課程改定に対する文部大臣、

及小学校一土肥通春・金光明子・池田一良

審議会への要望書を決議＞

２中学校及小学校高一平岡潤・尾関檀次郎・雲
林院太郎・内藤敦夫・中谷温男・上田歌子・平

〔第28回研究大会〕

岡達子３高校_中谷健三・山崎良子・坂手得

昭和51年６月26日・２７日

二・椙村睦親４大学高校専門一足立真三・吉

会場・比叡山延暦寺会館及び見学地

富ヤスオ・村上文生５工芸教育一名合孝之・

研究主題・美術教育とイメージ

吉川幸直・寺山芳治・山下進公・野崎龍吉６

講演・イメージと人間、藤岡喜愛

養護教育―星野日郎・森脇勤

展示・各分科会作品展示発表

宗教と人間、堀沢祖門

特別展示・'①本会の足どりと大会30回回顧展

研究発表・美術教育とイメージ・池田一良

’②芸大新学舎の概観展

分科会．（ｌ絵画彫塑のイメージ）松岡征士、黒
田猛（２工芸デザインのイメージ）雑賀淳、

現地研修・富本憲吉記念館、額安寺、今井町民家

名合孝之（３日々実践の問題点）阿部佳男、

駒井達子（４これからの美術、工芸、図工

〔第３１回研究大会〕

科）谷口侃、上田歌子

昭和54年６月30日・７月１日

現地研修・延暦寺書院、西塔

会場・京都芸大、学内及び見学地

くこの大会は全員宿泊、夜おそくまで研究討議

研究主題・美術教育における指導計画
講演・私の古代学、梅原猛

を行った＞

分科会２

〔第29回研究大会〕

クロッキー会・裸婦３室

昭和52年７月２日・３日

研究発表・指導計画について・平岡潤分科

会場・京都大学楽友会館及び見学地

会（１）小学校図工科の指導計画・雑賀淳指

研究主題・人間性と美術教育

導計画の作成・泉地道子養護学校の指導計
画・河瀬桂子盲学校における美術教育・宮

講演・人間性と美術教育、鯵坂二夫

日本の心と色彩、長崎盛輝

崎又行(2)美術科年間学習指導計画・長谷田

三保子私の指導計画・菱本光一郎

研究発表・分科会（１）大主体の美術教育・中谷
健三（２）人間性と美術教育・土肥通春

展覧会・お別れ学舎を描く会会員作品展

（３）現行教科書の問題点・竹中保

現地研修・油日神社、櫟野寺、阿弥陀寺、善水寺

現地研修・現光寺、海住山寺、観菩提寺、伊賀焼

〔第３２回研究大会〕

陶窯

昭和55年６月28日・２９日

〔第30回研究大会〕

会場・京都芸大、新学舎中央棟及び見学地

昭和53年７月１日・２日

研究主題・美術教育と指導計画

会場・京都市伝統産業会館及び見学地

講演・私の中の東洋、前田常作

研究主題・生活と美術教育一人間を描く－

研究発表・模倣と創造の関係・安田保之

分科会（１）美術科の年間指導計画・松元雅夫

－生活につくる－
講演・工芸と生活、佐藤雅彦

高校美術年間学習計画・中西和夫(2)イメー

研究発表．（分科会）１幼児（養成大学を含む）

ジと表現・高瀬善明造形の諸能力の相関・川

－４３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

村善之(3)幼稚園における指導計画・土肥通

映画・京都の埋蔵文化財を探れて

春(4)養護教育について・加藤いく子

講演・現代への美術教育の意置づけ・山本正男、
分科会研究発表（１）美術教育の位置づけ・寺

現地研修・獅子窟寺、民家北田家住宅

１１１芳治、美術教育と教師・明星新二(2)美術

〔第33回研究大会〕

教育と教科性・川村善之、用語・造形と美術調

昭和56年７月４日・５日

査報告・用語研究部会、(3)今日の子ども、生

徒と美術教育・雑賀淳

会場・京都会館会議場、会議室ｌ～５及び見学地
研究主題・想像力と美術教育

現地研修・丹波篠山方面西光寺、達身寺､大国寺。

講演・染織基礎に想う、三浦景生

〔第36回研究大会〕

研究発表・分科会（１，幼児教育)はじめてのえの

ぐ・奥美佐子幼児造形教育とＶＴＲ・前川秀治
（２小学校）イメージを広げる表現・雑賀淳

昭和59年６月30日・７月１日

会場・京都芸大講堂・中央棟３階・２階（展示）

（３中学校)想像力と教師の役割・明星新二

及び見学地

（４高校)創造力、想像力と美術教育・近藤勝彦

研究主題・工作・工芸教育

（５大学）現代学生の発想形体・足立真二

映画・伝統工芸

（６養護)養護学校における陶芸・平井基子

講演・工芸教育、モダンクラフト科新設の意味・

懇親会・京都会館都ホテル食堂

加藤正明。陶芸と素材・小山喜平

現地研修・南河内、和泉方面、観心寺、金剛寺、
孝恩寺

展示･工作･工芸指導研究作品、工作工芸の新教材。
文部別部会

分科会研究発表：⑪工芸教育の意義と各校種工

〔第34回研究大会〕

作工芸教育の関連・桑畑健二②施設、設備、

昭和57年７月３日・４日

道具と工作、工芸教育・雑賀淳③望ましい教

会場・京都芸大中央棟及び見学地

材とその体系・名合孝之

研究主題・美術の鑑賞教育

現地研修・伊賀上野方面・仏士寺、信楽伝統産業

会館、常福寺、宝厳寺、市場寺

講演・絵画のメッセージ、高階秀爾

研究発表・鑑賞教育、江口善之
(1)高校における鑑賞教育・山下毅イメージ

〔第37回研究大会〕

画の指導と鑑賞･碇洋子(2)鑑賞教育と用語．

昭和60年６月29Ｈ３０Ｈ

中谷健三中学生の鑑賞能力の実態・堀内桂

会場・大阪府立港南高校．及び見学地

子・佐貫みち子

研究主題・マンガと美術教育

30周年記念祝賀会

ビデオユ手塚治虫をかこんで－マンガとアニメの

現地研修・大和方面、天理参考館、長岳寺、八幡
神社（白米密寺遺品）

－断面。

実技実習・裸婦クロッキー

講演・マンガ教育の時代一一ぬりかえられた文化地

〔第35回研究大会〕
昭和58年７月２日・３日

図・藤島宇策
展示・マンガ雑誌・単行本・研究誌評論等。

会場・京都私学会館及び見学地

研究発表、マンガの表現・山田清貴、児童生徒の

研究主題・美術教育の位置づけ

マンガヘの関心・小関真弓、マンガと生徒の表
－４４－

3．研究集会

現・坂地佳都子

会場・滋賀厚生年金休暇センター及び見学地

施設見学・府立新美術工芸学校実習施設

研究主題・今日の子ども、若者とデザイン

現地研修・甲賀方面・伊勢廻寺、正福寺、願隆寺、

輸送・現地研修・大阪駅、京都駅から契約バス、

正福寺

大塚近江陶業信楽工場、清原織物守山工場、近

くこの大会ははじめて大阪市の会場で、大阪支

江八幡古商家町並、生蓮寺、願福寺、荘巌寺、

部を中心とした取組みで実施される。＞

冷泉寺

課題別懇談会・夜間９分科会

〔第38回研究大会〕

講演・コンピュータイメージ・鈴木佳子

昭和61年６月28日・２９日

分科会・幼保・小・中・高・養・大・社の７

会場・京都エミナース及び見学地

研究発表・山岡智章河合富美喜田健嗣阪本

研究主題・教育改革と明日への美術教育一美術教

由加佃秀実友橋滋夫大原清

育で育てるもの

くこの大会は全員合宿、懇親会後、９室で課題

映画・歌舞伎の魅力

別集会、深更まで。＞

講演・発想と創造・吉原英雄

展示・美術教育教科書120年

〔第４１回研究大会〕

パネルデスカッション・共同討議池田一良藤

平成１年７月１日・２日

原義勝・曽根唯夫・中谷健三・森脇勤・雑賀淳

会場・京都市立芸術大学中央棟及び見学地

金沢大士

研究主題・立体造形の意義一素材と表現一

現地研修・丹波方面・宝林寺、清源寺・蔭涼寺、

極楽寺・国分寺跡。

映画・クレス、オルデンバーグ

講演・立体の造形・福嶋敬恭
展示・立体造形・彫刻・工芸・オモチャ等、教材

〔第39回研究大会〕

分科会．①幼・保・小・短大・犬②中’3'高
④養護

昭和62年６月27日・２８日

会場・家政学園中学高等学校及び見学地

研究発表・上田晴也、藤原義勝、池田広、清水一

研究主題・絵をかくよろこび

彦、鳥越清敏、山上隆史、田中佳洋

公開授業同校高校美術コース２年「色彩構成・

現地研修・滋賀県立近代美術館、湖東方面、永昌

笠間嘉一郎、同中学校２年「ステンシルの構

寺、飯道寺、金剛定寺、安楽寺

成・水本知久

講演・創作の苦しみとよろこび．元永定正

〔第４２回研究大会〕

施設見学・家政学園の教育機器

平成２年６月30日・７月１日

分科会・幼・小・中・高・大・社の６分科会

会場・京都会館及び見学地

研究発表者・池田一良鴫泉永子上田歌子藤

研究主題・年間指導計画

岡聖典松田敏男前川秀治山田弘

実技研修・ヌードクロッキー

現地研修・伊勢方面・朝田寺、慈恩寺、勝久寺、
光善寺

講演・絵を読む・池上忠治

分科会・幼、小、中、高、大、５分科会
研究発表・斉藤知子、叶千寿子、石河俊彦、坂地

〔第40回研究大会〕
昭和63年７月２日・３日

佳智子、堀内桂子、朝平恭敬
現地研修・南西大和方面、吉田寺、当麻寺、西南
－４５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

研究主題・絵本・イラスト・アニメーション

院、南河内方面、叡福寺、得生寺

講演・私の仕事一制作の現場から・山本容子

〔第43回研究大会〕

分科会.①教育の現場から・津村陽子､橋本みほ、

小林久美子、中島伸子②絵本の研究・伊勢伸

平成３年６月29Ｈ３０日

子、山野てるひ

会場・大阪府教育会館及び見学地
研究主題・造形教育の基礎教材

展示・本会所蔵の絵本及び生徒作品

講演・大阪のぬくもり文化・和多田勝

現地研修・和歌山方面・道成寺、慈光円福院、浄

分科会．①絵画版画②立体③デザイン④工

妙寺

芸工作⑤造形専門教育⑥緊急課題

〔第47回研究大会〕

研究発表・片山洋一、結城幸夫、鎌田隆行、田中
佳洋、住谷晴美、辻本洋子、山田清貴、足立真

平成７年６月24日・２５日
会場・京都市立芸術大学、大学会館及び見学地

三、明星新二、笹本仁
現地研修・大平寺、孝`恩寺、大阪府立弥生文化博

研究主題・立体表現・展開の可能性

物館・久保惣記念美術館講師定金計次

研究発表・私の仕事・私の発想一制作の現場から

〔第44回研究大会〕

分科会①②③④

平成４年７月４日・５日

現地研修・岐阜方面・永保寺、横蔵寺、岐阜美術

①小清水漸②秋山陽③三橋遵④栗本夏樹

会場・京都会館及び見学地

館、（児童美術館活動）

＜この大会で美術教材事典発刊参会会員に配

研究主題．すごい色、すごい形

布。＞

講演．見ることから作ることへ・木村重信

分科会研究発表．①中西学②コスモ・クロノグラ

〔第48回研究大会〕

フイー・野村仁③私と現代美術・杉浦美佐緒
現地研修・愛知県・定光寺、密蔵院、瀬戸愛知県
陶磁資料館講師・松田誠一郎（48回まで）

平成８年６月22日・２３日

会場・大阪府中小企業文化会館及び見学地
研究主題・学校美術教育の未来

〔第45回研究大会〕

講演・美術教育の未来・大橋晧也

平成５年７月１０日・１１日

全体会・パネルディスカッション・永井暹一・西

会場・京都会館及び見学地

川徳蔵・辰巳佐智雄・大橋晧也・森田耕太郎

研究主題・教育の原点一美術教育

現地研修・小浜の古寺・羽賀寺、明通寺、妙楽寺、

講演・教育の原点一美術教育・熊本高工

歴史資料館

分科会．①美術教育の役割②美術教育を進める
ために③楽しい美術の授業’④コンピュー

〔第49回研究大会〕

ター美術教育に役立つ機種

平成９年６月28日

現地研修・兵庫・－乗寺、鶴林寺、浄士寺

会場・京都会館・国立近代美術館
研究主題・２１世紀を展望する美術教育

〔第46回研究大会〕

講演・美術館と鑑賞教育・蓑豊

平成６年６月25日・２６日

分科会④鑑賞教育の在り方・田中佳洋、峯山聡、

会場・京都市立芸術大学、大学会館及び見学地

石河俊彦、蓑豊、江口善之
－４６－

３．研究集会

〔第53回研究大会〕

⑧新教育課程への取組・金井良輔、鳥越清
敏、大草肇、森田耕太郎、永井逵一、111村善之

平成13年６月５日・６日

会場・大学コンソーシアム京都及び見学地

現地研修・京都国立近代美術館・萬鉄五郎展

研究主題。新しい表現Ⅱ一生きる喜び

〔第50回研究大会〕

講演・アールデコ悦楽の意匠・佐野敬彦

平成10年６月27日・２８日

研究発表①生活と工芸・國松万琴②新しい表
現，関係を深める演習・山部泰司

会場・京都市立芸術大学大学会館及び見学地
研究主題・２１世紀を展望する美術教育Ⅱ親と子

現地研修・相国寺、承天閣美術館、茶道資料館

と教師を結ぶ美術教育

〔第54回研究大会〕

講演・`し､ここにあらざれば見れども見えず・木村

平成１４年６月29日・３０日

重信

ワークショップ「98年でっか_<あそぼう、ぼく

会場・京都市立芸術大学大学会館及び見学地

たち、わたしたちの基地造り」榊健子供アトリ

研究主題．新しい表現Ⅲ．発想と手だて

エ、親と子と教師。

講演・版と紙の小史・舞原克典

研究発表印①造形基礎の授業・飯田真人’②美術

現地研修・徳島・大塚国際美術館

教育の現在・贋靖彦

〔第５１回研究大会〕

現地研修宇治・平等院鳳凰堂、鳳翔館、宇治市
源氏物語ミュージアム

平成１１年６月26n．２７日

会場・京都市立芸術大学大学会館及び見学地
研究主題・２１世紀を展望する美術教育Ⅲ－すべて
の子に美術教育を－
実技研修・裸婦クロッキー

講演・仏像仏画の空間とその理解・田村隆照
基調提案・金井良輔、喜田健嗣

パネルディスカッション’①奥美佐子、倉科勇二

清水-．意、中田誠、真野康洸②喜田健嗣、辻
田美和、中井亜樹

現地研修・大阪キッズプラザ、天保山現代美術館

〔第５２回研究大会〕
平成１２年６月24日・２５日
会場・京都市立芸術大学大学会館及び見学地
研究主題．新しい表現Ｉ、メディアアートと鑑賞
講演．新しいもの、古いもの・榊原吉郎
研究発表・メディアアート・丸谷直、鑑賞そのも
のの授業・田中佳洋

展示・本会刊行美術鑑賞教本47年の歴史展

現地研修・泉屋博古館・禅林寺
－４７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

木版画によるブックカバー・江口善之美術

3－２研究例会

科におけるテレビ校内放送の利用・足立整郎
INSEA国際会議報告・川村善之、城貞男

研究例会は、１９６５（昭和40）年

第７回

以前は主として次年度研究大会の

昭和40年10月24日（美大）

研究テーマを中心に共同研究を進

造形能力、材料経験の系列化（共）４３年教育

める「研究部会」であったが、

課程改定の動きについて（共）美術教育資料室

１９７５（昭和50）年11月、「研究セ

計画

ンター」として組織化され、第

第８回

105回から「研究例会」と称され

昭和40年１１月28日（美大）

るようになった。

造形能力要素表の作成について・椙村睦親

以下、（）内は会場、（それぞれ

第９回

最初の記載を除きすべて略称)、

昭和41年１月23日（京都・紫明荘）

(共）は共同討議課題を示す。

動く模様・竹内幸人描画「魚」・渋川艦

幼児の絵、指導したものしないもの・大城載子

大会テーマ研究部会

実物をみた記憶画・川村善之定規コンパスで

もよう．金谷嘉雄ラシャ紙貼絵・野崎龍吉
第１回

第10回

昭和40年２月21日(京都市立美術大学以下美大）

昭和41年２月27日（美大）

研究大会と研究部会のつながり、研究部会の役

ペン画による名作彫刻写真の模写・金谷嘉雄

割について（共)、当面の研究課題について（共）

白長石の彫刻・渋川攝木彫透彫り壁かけ・野

第２回

崎龍吉画用紙立体構成・川村善之

昭和40年４月16日（美大）

第１１回

紙ひもによる工芸・椙村睦親、中学校美術科年

昭和41年４月３日（美大）

間カリキュラム・升本真一感覚訓練と技術訓

画用紙による立体構想作品・升本真一白長

練・青山泰

石と石膏の抽象彫刻・上田晴也プラスチック

第３回

板の立体構成・渋川鑑鳥獣戯画による運筆・

昭和40年５月23日（美大）

大原情

創造のための材料研究について（共）造形素

第１２回

材としての線材、面材、量材（共）

昭和41年５月15日（美大）

第４回

昭和40年６月13日（美大）

立体空間構成における創造性（共）紙による

立体構成とそのデッサン・椙村睦親

造形素材の分析研究（共）

第１３回

第５回

昭和41年６月19日（美大）

昭和40年７月10日（大阪・サクラクレパス）

造形基礎能力をどう進めるか（共）１８回大会

１７回研究大会の研究まとめ（共）

討議のための作品準備、色彩平面、面材立体、量

第６回

材立体（共）

昭和40年９月１９日（立命館高等学校）

第１４回
－４８－

3．研究集会

昭和41年７月１０日（美大）

１９回研究大会の研究まとめ（共）

１８回大会分科会研究のまとめ（共）今後の中心

第26回
昭和42年８月１９日～20日（北桑、周山にて－泊

研究課題（共）

研修）

第15回
昭和41年９月11日（美大）

認識と表現（共）講師・石田正

図画工作科プログラム学習について・雑賀淳

第27回

第16回

昭和42年９月24日（美大）

伝統工芸と美術教育（共）見学・西陣500年

昭和41年１０月23日（美大）

想像画について・講師・今井憲一ミロ氏に

展

同行して・亀田正雄構想画の実践・渋川鑑

第28回

第17回

昭和42年11月５日（美大）

昭和41年１１月23日（美大）

講演・生活文化について・吉田光邦生活文
化と美術教育と日本の美術教育の流れ（共）

創造のための導入をいかにするか（共）
第18回

第29回

昭和42年１月22日（美大）

昭和42年12月27日（美大）
生活と美術教育、造形能力（共）

生徒の発想と教師の導入（共）資料と導入、

第30回

技術導入、一斉授業とグループ学習（共）
第19回

昭和43年１月28日（美大）

昭和42年２月19日（美大）

造形能力、応能教育について（共）学校の授

美術科の教科性と系統性・渋川職

業と家庭学習（共）

第３１回

第20回

昭和42年２月26日（美大）

昭和43年２月25日（美大）

造形の発想、パッケージデザインの場合と絵画

造形、美術の能力と知的能力（共）
第３２回

(構想表現）（共）
第２１回

昭和43年４月２１日（美大）

昭和42年４月16日（美大）

低辺の児童生徒、とりのこされる児童生徒（共）

小学校でのお話の導入・辻井利夫

第33回

第２２回

昭和43年５月19日（美大）

昭和42年５月１４日（美人）

学級全生徒の作品による作品評価演習（共）

幼児の造形活動における導入・大野幹彦

第34回

第23回

昭和43年６月９日（美大）

中学校における風景画の指導・上田晴也写

昭和42年６月４日（美大）
構想画の導入について・山田博

生画とポスターの作品評価・雑賀淳

第35回

第24回

昭和42年６月24日（美大）

昭和43年９月１５日（美大）

創造的表現活動のための導入（共）

２０回大会研究のまとめ（共）美術の表現と主

第25回

張するもの（共）

第36回

昭和42年７月９日（美大）
－４９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

第47回

昭和43年１０月27日（美大）
講演・現代社会と美術教育・講師・梶野あきら

昭和44年９月14日（芸大 ）

第37回

美術教育における評Iili（共）

昭和43年１１月１６日（美大）

第48回

社会主義リアリズム・社会的美術教育（共）

昭和44年１０月４日（芸大）

第38回

講演・評価について・仲谷洋平

昭和43年12月14日（美大）

第49回

造形能力に関する調査研究中間報告・仲谷洋

昭和44年11月１５日（芸大）

平、城貞男

美術教育評価と作品研究（共）

第39回

第50回

昭和44年１月25日（美大）

昭和45年２月22日（芸大）

造形能力発達の実態と問題点（共）

美術教育における評価の諸問題・川村善之

第40回

第５１回

昭和44年２月22日（美大）

昭和45年４月１０日（芸大）

「人間」をテーマにした年間指導の実践・野崎
龍吉

ドライポイント、エッチングによる自画像・平
岡潤

木版画、風景写生、平面構成作品の評価・野崎

第４１回

昭和44年３月29日（美大）

龍吉

美術教育における評価・竹内幸人

第５２回

第４２回

昭和45年５月１７日（芸大）

昭和44年４月13日（京都市立芸術大学、以下芸

講演・美術教育の評価の二重性・金沢大士

大）

第53回

日本の生活造形、日本のかたち（共）

昭和45年６月13日（芸大）

第43回

クロッキー評価・上田晴也作品評価につい

昭和44年５月１８日（芸大）

て・平岡潤

講演・ドイツの教育と美術教育・ラインハル

第54回

トフリッケ・西独の美術教育と日本の美術教育

昭和45年７月21日（芸大）

(共）

２２回大会研究のまとめ（共）

第44回

第55回

昭和44年５月31日（芸大）

昭和45年８月26日（京部私学会館）

日本の民芸と工芸教育（共）

作品評価の観点について（共）

第45回

第56回

昭和44年６月１４日（芸大）

昭和45年９月12日（芸大）

改定中学校指導要領における工芸（共）

通知票の改善・太田茂

第46回

第57回

昭和44年７月13日（芸大）

昭和45年１０月24日（芸大）

２１回大会の研究まとめ（共）次年度研究課題
について（共）

分析評価、記述尺度による作品評価（共）生
徒作品の掴'性（共）

－５０－

3．研究集会

第58回

第70回

昭和45年１１月21日（芸大）

昭和47年５月131」（芸大）

中学校新学習指導要領、美術科の内容検討(共）

平面造形の表現と技術・竹内幸人、勝見成太郎

第59回

第７１回

昭和45年12月20日（芸大）

昭和47年６月３日（芸大）

各領域教材の評価観点（共）

立体造形の表現と技術・倉元英一、堀本良子
評価の問題点・太田茂、林正明

第60回

第７２回

昭和46年２月６日（芸大）

領域別・問題別研究部会各部会の研究報告(共）

昭和47年７月22日（芸大）

第６１回

２４回大会各分科会研究のまとめ（共）

昭和46年３月13日（芸大）

第73回

ポスター作品評価の評価観点案・評価研部会

昭和47年９１１１０日（芸大）

第６２回

美術教育の現状と問題点（共）

昭和46年４月１１日（芸大）

第74回

表現とその動機（共）表現と素材（共）

昭和47年１０月14日（芸大）

第63回

生活画と構想画による作品分析。１．生活意識

昭和46年５月１５日（芸大）

２．地域性３．指導との関連４．発達段階

美術教育における表現と技術・川村善之

５．性格行動（共）

第64回

第75回

昭和46年６月20日（芸大）

昭和47年１１月18日（芸大）
生活画の指導・竹内幸人構想画の主題とそ

工芸教育における表現と技術・星野日郎

の傾向（共）

第65回

第76回

昭和46年８月１７日（芸大）

昭和48年２月20日（芸大）

絵画教育実態調査・竹内幸人鑑賞教育調査

構想画作品の分析研究（共）

研究・太田茂、椙村睦親
第66回

第77回

昭和46年１０月２日（芸大）

昭和48年４月22日（芸大）

創造性を育てるイメージ・池田一良

精密写生、､昆虫．から幻想の構成へ．椙村睦
親

第67回

第78回

昭和47年１月29日（岡崎洛陽耗）

想像力と創造,性（共）今後の重点課題（共）

昭和48年５月６日

第68回

美術教育の施設設備（共）

昭和47年２月26日（芸大）

第79回

表現と技術、創造`性と教科`性（共）美術教育の

昭和48年６月２日（芸大）

美術教育の現代性と地域'性・長田善史

諸思潮（共）

第69回

第80回

昭和47年４月22日（芸大）

昭和48年６月17日（芸大）

美術教育における表現と技術（共）

各地会員の指導作品（大阪、京都、兵庫、奈良、
－５１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

山口、福岡、熊本、鹿児島、愛知、新潟、栃木）

昭和49年６月15日（芸大）

の分析（共）

高校芸術科の諸問題・松岡征士

第８１回

第９２回

昭和48年７月21日（京都教育文化センター以下

昭和49年７月21日（芸大）

教文）

２６回大会研究のまとめ美術教育とイラスト

２５回大会研究のまとめ（共）

レーション（共）

第８２回

第93回

昭和48年８月25日（大阪なにわ会館）

昭和49年９月14日（芸大）

近刊美術教育関係文献の紹介（共）

講演・初期経験の重要性・絵本と子どもの心

第83回

理・仲谷洋平

昭和48年９月16日（芸大）

第94回

近刊文献紹介・大工道具の歴史・想像と創造・

昭和49年10月12日（芸大）

美術教育の背景と構造（共）

イラストの興味調査・金光明子よい絵本よ

第84回

くない絵本の造形的分析（共）

昭和48年１０月20日（芸大）

第95回

文献紹介､美術教育学はいかにして可能か（共）

昭和49年１１月16日（芸大）

第85回

絵本づくりの指導・金光明子絵本イラスト

昭和48年11月24日（嵯峨美術短期大学、以下嵯

の分析比較（共）

峨美）

第96回

美術短大の専門教育

昭和49年12月21日（芸大）

第86回

講演・子どもと絵本の関りあいの原点・京女大

昭和48年12月１５日（芸大）

中川教授

現状認識と問題把握から美術教育を考える・川

第97回

村善之

昭和50年１月18日（芸大）

第87回

絵本の分類分析（共）イラストレーションの

昭和49年１月19日（芸大）

語義とデザインの中での位置・池永則子

創造的美術教育（共）

第98回

第88回

昭和50年２月22日（芸大）

昭和49年２月９日（西宮市教育会館）

絵本に対する興味調査、中間報告・泉地道子

見学・美術教育史資料展、盲児の造形

第99回

第89回

昭和50年４月12日（芸大）

昭和49年４月21日（芸大）

講演・絵本の蒐集とその所感・山本格二

子どもの生活と絵本（共）世界各国絵本のイ

第100回

ラスト（共）

昭和50年５月17日（芸大）

第90回

昭和49年５月11日（芸大）

絵本に対する子どもと父母の興味調査（共）
モデル絵本について（共）

イメージを豊かにする学習指導・雑賀淳

第101回

第91回

昭和50年６月14日（芸大）
－５２－

3．研究集会

２０回大会の研究内容（共）教課改定と中学美

大会の研究資料再検討（共）
第102回

術・谷口侃美術科での基礎・林正明工

昭和50年７月20日（大阪なにわ会館）

芸と形の感覚・名合孝之

２７回大会研究まとめ（共）教育課程改定運動

第112回

昭和51年７月１７日（京都堀川会館）

上京報告・川村善之、阿部佳男
第103回

２８回大会各分科会の研究まとめ（共）

昭和50年９月27日（芸大）

新しい絵の会研究会の報告・平岡潤

美術教育におけるイメージの意義・池田一良

第113回

昭和51年８月16～１７日(北桑周山にて－泊研究）

ヨーロッパ美術研修報告・江口善之

小学校図工科年間指導計画・尾関檀次郎中

第104回
昭和50年１０月25日（芸大）

学校美術科年間指導計画・平岡潤高校年間

講演・専門教育実技の評価・冬木偉沙男

指導計画・松岡征士、野崎龍吉
第114回
昭和51年９月11日（芸大）

研究センター、研究例会

基礎的造形技術の指導と創造的な個性表現(共）
造形要素練習と表現（共）教えるものと育てるこ
と（共）

第105回

第115回

昭和50年11月15日（芸大）

人間を育てる美術教育・平岡潤、雑賀淳

昭和51年１０月23日（芸大）

第106回

造形要素練習教材と基礎能力・椙村睦親造
形教育の理念と現実・川村善之

昭和51年１月15日（大阪青少年会館）
日本美術教育連合研究会の報告・江口善之

第116回

第107回

昭和51年11月20日（芸大）
人間性と美術教育・土肥通春デッサンにつ

昭和51年２月14日（京都勤労会館）
伝統と創造（小野竹喬講演）（共）日教組教

いて・竹中保
第117回

育課程案の検討（共）
第108回

昭和51年12月18日（芸大）

昭和51年３月６日（芸大）

現行美術教科書批判・竹中保人間`性と美

精薄児の作品にみるイメージ・星野日郎ポ

術教育（共）
第118回

スター自分の訴えたいこと・平岡潤

昭和52年１月22日（芸大）

第109回
昭和51年４月１７日（芸大）

講演・人間`性の構造・金沢大士

水平垂直の面分割構成とイメージ・江口善之

第119回

第110回

昭和52年２月13日（西宮市大谷記念美術館）
見学・絵本原画展教科主義と美術教育、人

昭和51年５月９日（芸大）

作品（記号）とイメージの創造・川村善之

間と社会と個性・川村善之

第111回

第120回

昭和51年６月５日（芸大）

昭和52年３月１２日（芸大）
－５３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

版画指導の実践報告・中谷健三

アクリルえのぐによる心象絵画「人間、人

第121回

生」・坂手得二自画像・中谷温男生活版

昭和52年４月23日（芸大）

画・内藤敦夫

人間性をふまえた美術教育・土肥通春

第132回

第122回

昭和53年５月20日（芸大）

昭和52年５月２８日（芸大）

人間を描く．椙村睦親彫塑．手の表情．・

大主体性に基いた美術教育・中谷健三

野崎龍吉手織共同制作のための下図・寺山芳

第123回

治私の一日絵巻物・上田歌子人と物との

昭和52年６月26日（芸大）

かかわりあい・平岡達子好きなあそび・池田

情報化社会における指導、伝達・竹中保

一良水彩絵具紙染め・山下進公

第124回

第133回

昭和52年８月26日（教文）

昭和53年６月１１日（芸大）

２９回大会反省（共）人間と美術（共）

単純形体200種の表現・足立真三イメージ

第125回

と造形・村上文生「追体験、万物との一体感」

昭和52年９月23日（芸大）

の導入・中谷健三自画像の指導・雲林院太郎

人間を描く－生活と美術教育（共）ヨーロッ
パの美術・野崎龍吉

陶芸指導・吉川幸直人物をかく・金光明子
幼児の遊び表現・土肥通春私製絵本・山崎良

第126回

子

昭和52年１０月15日（芸大）

第134回

生活と美術教育・中谷健三人間を描く指

昭和53年９月24日（大阪なにわ会館）

導・林正明、雑賀淳

３０回大会研究のまとめ（共）今後の課題（共）

第127回

第135回

昭和52年11月26日（芸大）

昭和53年１０月14日（芸大）

講演「人間と宗教」宮地廓慧作品研究、中

新指導要領について・加藤正明新指導要領
検討（共）

学生の一日．・平岡潤

第128回

第136回

昭和52年12月１０日（芸大）

昭和53年１１月18日（芸大）

人間を描く（共）作品研究・尾関檀次郎、平岡
潤、名合孝之

障害児教育について・岡島隆男絵画の平面
`性について・江口善之

第129回

第137回

昭和53年１月28日（芸大）

昭和53年12月16日（芸大）

作品研究・星野日郎生活と工芸（共）

鑑賞と創作の関連,性についての一考察・中谷健

第130回

昭和53年２月25日（大阪私学教文会館）

第138回

カレイドサイクルの教材・星野日郎作品研

昭和54年２月17日（京都東山会館）

究の諸観点（共）
第131回

幼児の絵画指導・黒田猛造形能力評価の
一致度について・川村善之

昭和53年４月１５日（芸大）

第139回
－５４－

３．研究集会

第149回

昭和54年３月27日

見学、香呂井上郷土玩具館香寺民俗資料館

昭和55年２月23日（京都会館）

第140回

幼児教育学科における工芸教育・青山泰中

学生の工芸指導・平岡潤

昭和54年４月28日（伏見王家）

第150回

美術教育の施設設備と指導計画・安土優

昭和55年３月27日見学、京都市考古資料館、

第141回

北村徳斎文羅研究所

昭和54年５月１９Ⅱ（芸大）

小学校における指導計画・尾関檀次郎美術

第151回

昭和55年５月17日（芸大）

教育の多様性と一貫性・松田高治
第142回

表現とイメージ・高瀬善明

昭和54年６月９１１（芸大）

第152回
昭和55年８月22日（京都会館）

指導計画について・雑賀淳、長谷田三保子、

音楽教育の諸問題・中原昭哉美術教育の諸

高濱旗、河瀬桂子

問題・川村善之音楽教育と美術教育（共）

第143回

第153回

昭和54年８月24日（日赤大阪府支部）

新設校における指導・今井梅男

昭和55年９月20日（伏見王家）

第３１回研究大会研究まとめ（共）

高校工芸の教科』性・小西賢次想像力と美術
教育・池田一良

第144回

昭和54年９月30日（京都会館）

第154回

』情報化社会における美術教育・竹中保

昭和55年１０月１８日(京都ソニービデオセンター）
ビデオ教材の利用．.上羽雅夫幼児の造形・

改定高校教育課程における芸術科履修の問題

前川秀治視聴覚機器見学

点・名合孝之
第145回

第155回

昭和54年１０月27日（芸大）

昭和55年11月22日(京都東山会館以下東山会館）

小学生の色彩指導・金光明子視覚教材の活

高校美術における絵画の授業・杉浦和利鑑

賞教育から表現活動へ・谷口侃

用・上羽雅夫
第146回

第156回

昭和54年11月27日（芸大）

昭和56年１月３１日（大阪私学教文会館）
個性と知・愛・想像力・中谷健三大阪高芸

高校定時制美術教育の問題点・片桐節也彫

高校の美術教育・高演騏

塑の指導について・木内喜雄
第147回

第157回

昭和54年12月１日（芸大）

昭和56年２月28日（東山会館）

美術を通して私は．勝田幸男一版多色刷版

美術教育における指導計画（共）今後の研究

画の指導から・浜田つた子

課題（共）

第148回

第158回

昭和55年１月26日（芸大）

昭和56年３月26日
見学、長田工房の巨大仏像鋳造、伝統民芸「嵯

肢体不自由児の絵画表現・星野日郎高校に
おける想像画の指導・松岡征士

峨面」工房、府立嵯峨野高校美術・工芸施設
－５５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

第159回

鑑賞教育と用語の見直し・仲谷健三高校に

昭和56年５月１６日（東山会館）

おける展示・山口汎一

技術感覚教育について・笠置誠三物語絵と

第169回

イマジネーション・平岡潤

昭和57年６月12日（芸大）

班学習における木版画の制作・平岡潤美

第160回

昭和56年６月20日（芸大）

術鑑賞の能力を高める契機・川村善之

中学校の美術教育と、教員養成課程の諸問題・

第170回

泉地道子想像力と美術教育（共）

昭和57年９月25日（芸大）

第161回

欧州の美術と風土に触れて・宮田啓子中学

昭和56年８月21日（西宮市公民館）

校美術教育の現状と展望・上田歌子

アメリカの美術教育・藤本敬八郎素材とモ

第171回

チーフ・佐藤淑子

昭和57年10月23日（豊中養護学校）

第162回

子どもの遊びと玩具・雑賀淳養護学校の

昭和56年９月１９日（大阪青少年会館）

美術教育・川嶋園子

指導上の困難点・藤原陽子グリッド図法を

第172回

利用した街の空間・鈴木八十二

昭和57年１１月20日（大阪郵政会館以下大阪郵）

第163回

小学校図工の諸問題・今川康寛意欲を引き

昭和56年10月１７日（芸大）

出す評価を求めて・植村優

大規模幼稚園における絵画指導の諸問題・落合

第173回

峯子現代の前衛美術と芸術教育・川村善之

昭和57年12月15日（伝統産業会館以下伝産）

第164回

第174回

昭和56年11月21日（芸大）

昭和58年１月22日（園田女子短大）

養護学級における音楽教師・森下修次音楽
教育と美術教育・江口善之

自閉症児の絵・金沢大士、感動を引出す指導・
黒田猛

第165回

第175回

昭和56年１２月１２日（京都私学会館）

昭和58年２月19日（伝産）

講演最近の心理学・仲谷洋平

石仏像にみる愛宕信仰・殿南真也、重度障害児

第166回

の造形・星野日郎

昭和57年１月30日（大阪「ブーン」梅田以下

第176回

(大阪）ブーン）

昭和58年３月29日

幻の画家阿部合成・黒田猛、西村敏雄

現地研修、大阪市立東洋陶磁美術館、阪神百貨

第167回

店ナショナルルーム（安宅コレクション・電化製

昭和57年３月25日

品のデザイン）

見学、現地研修コロタイプ、原色版印刷、

第177回

便利堂印刷工場、オフセット、グラビア印刷、日

昭和58年５月７日（大阪郵）

本写真印刷、本社工場
第168回

図工・美術が好きになる子どもを育てる.中田
誠、美術クラブの指導・小川陸朗

昭和57年５月22日（高槻市民会館）

第178回
－５６－

3．研究集会

新任教員の直観・小関真弓、スペイン美術研修

昭和58年６月11日（芸大）

小学校描画指導の問題点・河合富美、中学生と

取材から・川村善之
第189回

美術教育・大原清

昭和59年11月17日（大阪郵）

第179回

中学生とマンガ・坂地佳都子教職課程雑

昭和58年８月１０日～11日(菅浦つづらお荘宿泊）

感・吉村尭

研究発表３（共）美術教育と教育諸条件
第180回

第190回

昭和58年９月１７日（上賀茂保育園）

昭和59年12月８日（京都スター食堂本店）
芸術とマンガ・ヨシトミヤスオ

幼児教育の現状と動向、本園の創造保育・池田

第191回

一良上賀茂保育園見学
第181回

昭和60年１月１９日（伝産）

昭和58年１０月22日（大阪郵）

鑑賞指導の試み・平岡潤色彩とテキスタ

教育課程・展覧会・評価・藤原和正教材と

イルデザイン教育・大野幹彦
第192回

しての影絵と人形劇・三木信一
第182回

昭和60年２月23日（京都私学会館）

昭和58年１１月19日（芸大）

美術教育への疑問・上田歌子これからの美

嵯峨野高校の工芸教育・名合孝之中、高校

術教育（共）

第193回

女子の美術教育・山崎良子

昭和60年３月27日

第183回

現地研修、神戸竹中大工道具館、神戸市立博物

昭和58年12月17日（茨木市文化会館）
館

講演・版画表現とイメージ・木村光佑
第184回

第194回

昭和59年２月１８日（大阪郵）

昭和60年５月25日（大阪港南高校）

マンガの歴史・平岡潤・大会テーマ「マンガ

工芸科の設置について・森田耕太郎、石膏型流

と美術教育」（共）

しの実践から・碇洋子

第195回

第185回

昭和59年３月26日（洛西竹林公園）

昭和60年１０月19日（大阪郵）

東洋竹兀、竹の生態圏と竹材加工、見学

近代絵画の教材化・平岡達子用語「造形」
と「美術」について・川村善之

第186回
昭和59年５月19日（芸大）

第196回

小学校の工作・藤原義勝、美術教育とＡＶＭ・

昭和60年１１１１１６日（大阪茨木高校以下茨高）
中学１年の授業から・藤本つた子木のおも

上田晴也

ちゃ・江口善之

第187回

昭和59年６月２日（芸大）

第197回

やきものについて・深野雅之（参会者持参の指

昭和60年１２月14日（淀川女子高校）
美術の評価について・植村優雑草からの

導作品研究・共同討議）（共）
第188回

平面構成・飯田愛子
第198回

昭和59年１０月20日（芸大）
－５７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

昭和61年１月18日（芸大）

昭和62年１月３１日（トラベラー商会京都錦ビル

養護学校における総合的造形指導・田中佳洋

以下京トラベラー）

高一美術コース制導入の成果と問題点・和田淳一

講演・イタリア中|此の美術・止乎貢

第199回

第209回

昭和61年２月22日（茨木福祉会館）

昭和62年２月21日（ヒジカタビル以下ヒジカタ）

講演・ウイリアム・ブレイクの芸術の魅力・潮
江宏三

日本画を描く．真野康洸、高校美術を担当し
て・松田高治

昨今の美術教育界の動向・松岡征士

第210回

第200回

昭和62年３月21日（ＫＫロベツト）

昭和61年３月31日（ターナー色彩ＫＫ）

見学実技実習ガラス工芸

見学、油絵具、ポスターカラー製造工程、大阪

第211回

デザインセンター

昭和62年５月16日（ヒジカタ）

第201回

持ち味を生かす絵の指導・河合富美高校生

昭和61年５月１０日（京都会館）

のイメージと絵画・碇洋子

講演・認知スタイルと教育・仲谷洋平学生

第212回

のヤル気について・泉地道子

昭和62年６月６日（大阪トラベラー会館）

第202回

講演・西作中世美術の建築と彫刻・佐野敬彦

昭和61年７月12日（茨木市民会館）

第213回

中世ヨーロッパ美術の魅力・江口善之

昭和62年９月20日（大阪郵）

第203回

造形保育について・笠置誠三デザイン教育

昭和61年９月20日（大阪郵）

について（共）

描画指導について・谷井泰子絵画表現の問

第214回

題点・永井遥一

昭和62年lOhll7H（芸大）

第204回

ロマネスクを旅して・木村正恒ロマネスク

昭和61年１０月25日（滋賀会館）

柱頭の魅力・宮井康恵

士粘土でお話をつくろう・桜井貞夫全国

第215回

105美術館特別企画展の分析・川村善之

昭和62年11月14日（大阪郵）

第205回

環境デザインについて・多井幸男、デザイン教

昭和61年11月３日

育について（共）

資料室図書整備計画、活用について（共）

第216回

第206回

昭和62年12月１３日（芸大）

昭和61年１１月29日（満福寺）

音と沈黙・中川真、美術教育と音楽教育につ

工業高校における美術教育・山田清貴中学

いて・川嶋園子

校の工芸指導・長岡文子

第217回

第207回

昭和63年１月23日（ヒジカタ）

昭和61年１２月20日（伏見王家）
講演・京派の絵画・榊原吉朗

中学校の美術鑑賞教育・多田幸浩、小学校の工
作・雑賀淳

第208回

第218回
－５８－

3．研究集会

昭和63年２月20日（ヒジカタ）

第228回

鑑賞教育をめぐって・出井伸明、教職７年目の

平成１年６月17日（大阪郵）
立体造形の実践・杉田陽彦幼児期における

実感・辰巳佐智雄

色彩知覚の発達について・山野てるひ

第219回

第229回

昭和63年３月26日（名塩谷野宅）現地研修・名

平成１年９月30日（大阪郵）

塩和紙の製紙工程、逸翁美術館

東欧・ドイツを巡って・中野虹児、ドイツ、オ

第220回

ーストリアの美術館・江口善之

昭和63年５月28日（京トラベラー）

講師・イタリアの都市と建築・講師佐野敬彦

第230回

第221回

平成１年１０月28日（ヒジカタ）
新しい美術鑑賞学習の方法・松原幸子、新指導

昭和63年６月18日（芸大）
コンピューターグラフィックス・藤原隆男、実

要領と時間の問題・明星新二
第231回

習研修
第222回

平成1年１１月23日（大阪郵）

昭和63年９月１７日（大阪郵）

感覚教育について・笠置誠三中学校美術の

鑑賞の一つの試み・江口善之教会の中の聖

実践から・福井研一
第232回

書物語・星野日郎

平成２年１月20日（長岡京中央公民館）

第223回

新指導要領の問題点・桑田芳治、紙について・

昭和63年10月23日（大阪郵）

中学美術の実践・小川陸朗私の授業・廣

平岡達子
第233回

靖彦
第224回

平成２年２月24日（大阪郵）

昭和63年１１月26日（大阪郵）

物語、構想画について・雑賀淳

発泡スチロールを使った鋳造・桑田芳治小

第234回
平成２年３月29日

学校中学年の絵画・今川康寛

現地研修、大阪パナソニック・スクェア、タワ

第225回

ー陶壁、東洋陶磁美術館

平成１年２月４日（芸大）

講演・日本美術教育史に学ぶ今日の課題・川村

第235回

平成２年４月７日（ヒジカタ）

善之、（上同パネル、現物資料芸大資料館、美術

高校美術・工芸における、ダブルイメージから

学部画廊に展示）

トリプルイメージの表現へ．名合孝之

第226回

平成１年３月21日（京大宇治キャンバス）

第236回

木の玩具・野村隆哉、現地研修見学・宇治平等

平成２年５月19日（大阪郵）

中学校教育の困難点・堀内桂子、新指導要領の

院、中村家茶室

問題点・贋靖彦

第227回

第237回

平成１年５月20日（大阪郵）
立体造形の実践・峯山聡ペーパークラフ

平成２年６月２日（ヒジカタ）
竹とんぼから・音の出る竹とんぼ・前川秀治

ト・鳥越清敏
－５９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

第238回

第247回

平成２年８月22日～24日（長野泉地山荘）

平成３年１１月23日（芸大）

現地研修・北澤美術館、片倉館信濃デッサン

館、山本鼎記念館安楽寺山本鼎の業績・川村

ピンホール・カメラの実践・丸谷直、バード・
カービングの実践・平岡達子

善之、日本美術教育の現状・雑賀淳

第248回

第239回

平成４年１月25日（大阪・太融寺以下太融寺）

平成２年９月22日（ヒジカタ）

手作り凧と独楽・雑賀淳

保育の中の造形・池田一良、発達段階をふまえ

第249回

た美術指導・久保田壱重郎

平成４年２月29日（大阪郵）

第240回

高校美術科の実践・星野日郎、新規導入教材の

平成２年１０月28日（京都会館）

実践・草尾和之

新しい教材・名合孝之油彩画の導入・金井

第250回

良輔教材について（共）

平成４年３月31日

第241回

現地研修、西宮市大谷記念美術館・ロートレッ

平成２年12月８日（守口市民会館）

クとポナールのパリ展､辰馬考古資料館・鉄斎展、

ステンドグラスの制作・山田清貴、フランツ・

銅鐸滴水美術館(かるた・人形・羽子板・陶磁器）

チゼックの美術教育・江口善之

第251回

第242回

平成４年５月１６日（京都会館）

平成３年１月１９日（ヒジカタ）

和紙を使った実践・松尾由紀子、デッサンの指

負の発想・負の創造―もうひとつのデザイン・

導・松田高治

森本武

第252回

第243回

平成４年６月13日（大阪郵）

平成３年２月23日（大阪郵）

筆によるクロッキー・児山より子、構成教育に

木材工芸の実践・小川陸朗、生徒をさぼらせな

ついて・山野てるひ

い諸工夫・草尾和之

第253回

第244回

平成４年９月26日（京都会館）

平成３年３月29日

視覚障害者の美術教育、現代美術と美術館・江

現地研修・日本写真印刷工場、研究室・宮崎木

口善之

第254回

工ＫＫ

第245回

平成４年１０月１７日（大阪郵）

平成３年６月15日（大阪郵）

美術鑑賞教育の基礎資料・川村善之、美術教育

西日本大会を終えて・中田誠、基礎教材にかか

と教育課程・浜崎久美子

わって・今川康寛

第255回

第246回

平成５年２月20日（大阪郵）

平成３年１０月１２日（大阪郵）

コンピュータ造形・三宅章介

イングランド・スコットランド・アイルランド

第256回

の美術・田中佳洋、イングランド・スコットラン

平成５年３月31日

ド・アイルランドの造形・江口善之

現地研修、小原流芸術参考館、白鶴美術館・菊
－６０－

3．研究集会

立体作品の制作について・児山より子実践

正宗酒造記念館・小磯記念美術館

報告・木寺洋子

第257回

平成５年５月29日（神戸総合児童センター）

第267回

子どもの手づくり造形・雑賀淳、児童画の世

平成７年１０月14日（京都会館）

戦時下の美術教育・草尾和之、日本の民家、そ

界・上住雅恵

の造形の見どころ・川村善之

第258回

平成５年６月26日（太融寺）

第268回

エジプト美術の視角・江口善之、パッケージの

平成７年１１月25日（京都会館）

中学校美術科の実践報告・西尾隆裕、祈りの版

デザイン・児山より子

画一中国伝統の年画・松田高治

第259回

平成５年１０月30日（京都会館）

第269回

新しい絵本・江口善之、絵本・イラスト、アニ

平成８年２月１０日（太融寺）

学校の美術教師は？・辰巳佐智雄、自分で作っ

メについて（共）

て使う・雑賀淳

第260回

平成６年２月26日（太融寺）

第270回

本校の美術教育・丸谷吉隆、本年度の美術教

平成８年３月24日

現地研修、天理参考館、中野美術館、大和文華

育・草尾和之
館

第261回

第271回

平成６年３月31日

平成８年５月25日（大阪たかつガーデン以下た

現地研修、橋本美術館、日本民家集落博物館

かつ）

第262回

美術教育はなぜ必要か・木村正恒、美術教育の

平成６年５月15日

現地研修、手塚治虫記念館、大阪府立国際児童

現状・野沢牧人
第272回

文学館

平成８年８月20日～21日（六甲スカイヴイラ）

第263回

美術・工芸教育を考える、独創性と教科の体系、

平成６年１０月８日（京都市教職員互助会館以下

美的造形基礎、個性尊重と自由放任、（共）

京教互）

モネの眼とセザンヌの技・江口善之

第273回

第264回

平成８年９月28日（京教互）
美術教育の人間学的視点・金沢大士、美術工芸

平成７年２月４日（京教互）

中学校美術教育の現状・田中佳洋、立体造形の

教育を考える（共）
第274回

教材・名合孝之

平成８年１０月26日（おいけ会館）

第265回

青年期における心と体の美術教育・松木康子、

平成７年３月19日

現地研修、出光美術館、日本工芸館、サントリー

造形表現の体系化・金井良輔
第275回

ミユージアム「天保山」・２０世紀の青春時代展

平成８年11月23日（ホテルアウイーナ大阪以下

第266回

平成７年５月27日（京教互）

アウィーナ）

－６１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

美術工芸教育におけるコンピュータの活用につ

第285回

いて・横田学、美術教育の諸問題・廣靖彦

平成１０年５月23日（アウイーナ）

第276回

造形教育に取り組んで・永井逵一、私の教育実

平成９年２月８日（本能寺会館）

践・田村夏野

日本における生活造形・安土優平成８年度

第286回

教育実践のまとめ・草尾和之

平成１０年９月26日（コープイン）

第277回

心で表現する．喜田健嗣親と子と教師を結

平成９年３月23日（大山崎）

ぶ美術教育（共）

現地研修、妙喜庵待庵、霊泉歌講跡、アサヒビ

第287回

ール大山崎山荘美術館、宝積寺離宮八幡宮、サン

平成１０年１０月24日（大阪トラベラー）

トリー山崎蒸溜所

ギリシヤ美術、ビザンチン美術・江口善之

第278回

第288回

平成９年５月31日（太融寺）

平成10年１１月21日（たかつ）

実践報告・中野園子、マチスの芸術・江口善之

教職員免許法改正の諸問題・前川秀治、美術教

第279回

育からみた今次教育改革教課改定の問題点・

平成９年８月１７日～18日（福知山江口宅）

川村善之

今後の美術教育．（共）

第289回

第280回

平成１１年２月13日（ルビノ京都堀川以下堀川）

平成９年９月27日（コープイン京都以下コープ
イン）

放送教育をとり入れた図工教育・山田陽子、美
術館の仕事・倉科勇三

幼児の造形表現の問題点と背景・土肥通春、子

第290回

どもの遊びと造形・雑賀淳

平成11年３月28日

第281回

現地研修、佐川美術館・郷土人形館・滋賀県立

平成９年１０月25日（たかつ）

琵琶湖文化館・大津絵美術館・木下美術館

美術・工芸教育の現況・森田耕太郎、簡単な教

第291回

材について・児山より子

平成１１年５月８日（たかつ）

第282回

講演・仏像仏画の空間・田村隆照

平成９年11月22日（コープイン）

第292回

養護学校の美術教育・明星新二、現状に合わせ

平成１１年９月25日（京都会館）

た美術教育・平岡達子

中国版画・年画について・松田高治、高校美術

第283回

教育に対する意識・梅本善昭

平成１０年２月１４日（アウイーナ）

第293回

小学生の見るということ・河合富美、Ｈ９年度

平成11年１０月23日（太融寺）

実践のまとめ・草尾和之

聾学校における美術教育・多田幸浩

第284回

第294回

平成１０年３月22日

平成１１年11月27日（アウイーナ）

現地研修、楽美術館、西陣織会館、茶道資料館、

ニューヨークで開催した震災児童画展・上住雅

金閣、堂本印象美術館

恵､非常勤講師から見た中学校美術教育・大東純子
－６２－

３．研究集会

デル・ペッシェ

第295回

平成12年１月23日（芦屋市立美術博物館）

第305回

美術教育のゆくえ.（共）倉科勇三・阪本由

平成13年11月１０日（コープイン）

加・丸谷直・村田和久・山野てるひ・金井良輔

造形基礎の授業・飯田真人（)のを創る．新
田佳郎

第296回

平成12年３月2611

第306回

現地研修、近つ飛鳥博物館、叡福寺、泉北考古

平成１４年１月12日（コープイン）
色の感`情・松田由美子

資料館、和泉市久保惣記念美術館

第307回

第297回

平成12年５月l31Z1（堀川）

平成14年２月９日（たかつ）

中学校美術教育を通して・池田廣、鑑賞その

学校芸術教育の体系化と教育現場の実情・文化
芸術振興基本法の成立経過と学校芸術教育振興法

ものの授業・田中佳洋
第298回

(仮称）制定への道程・特定非営利活動法人と芸

平成12年９月９日（アウイーナ）

術文化活動・森田耕太郎
第308回

知的障害者・保育園児との士のかかわり．大河
内久子、子どもたちと絵を描く会、ビントウー

平成14年３月24日

ラ.いまふくふZ人よ

現地研修伊丹市立美術館、柿衛文庫、穎川美
術館・西宮市立大谷美術館・酒ミュージアム

第299回

第309回

平成12年１０月14日（コープイン）

講演・アンコール・ワットの彫刻について・田

平成１４年４月１４日（コープイン）
講演・ローマで出会った美術作品・舞原克典

村隆照

第300回

平成１２年llHllH（堀川）

新しい素材・定時制高校の美術教育・児山より

各例会の共同討議資料、会合で配

布された研究発表資料は、本会資料

子、定時制高校美術教育の実践より・雑賀淳

室に保存されています。

第301回

平成13年２月１０日（コープイン）

民家の造形と町並集落・川村善之
第302回
平成13年３月25日

現地研修、薬師寺、大和の匠がんこ一徹長屋・
西大寺、秋篠寺
第303回
平成１３年６月９日（コープイン）
生活と工芸・國松万琴
第304回

平成１３年１０月１３日（教文センター）

イタリアと日本の美術教育について・ラウラ.
－６３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

その時同時に行った新たな部会結成の呼びかけ

３－３研究部会

に応じて、平成に入って立消えになっている各部
会の中から、「幼児教育部会」の再発足をみた。

領域別、課題別グループ研究
研究センターの研究例会とは別に、

幼児教育部会研究記録

領域別、課題別の研究を深めるため、

昭和45年（1970）と56年（1981）年の

第１回研究集会

２回、全会員から参加者を募集し、発

平成９年８月28日（大阪・太融寺）

足した部会は下のとうりである。

幼児教育の流れ・今川康寛、幼児の実態と背

各部会の研究集会の年、月、日、会

景・土肥通春、領域「表現」の演習・山部泰司、

場等の記録は、年表編に記載したので

総会・部会長池田一良、副、土肥通春、事務局、

ここでは省略した。

山野てるひ選出。

第２回研究集会
昭和45年（1970）

デザイン教育部会４３名
鑑賞教育部会３２名

特種教育部会７名
幼児教育部会１４名
評価研究部会１１名

１１１１１１１１１１

工芸教育部会１９名

吉郎淳潤実雄之仁良之
龍八
秀晴善実一善
敬

色彩教育部会１６名

崎本賀岡村口崎田村
野藤雑平佃寺江宮池川

版画教育部会15名

長長長長長長長長長長
〈芦〈瓦〈戸〈五〈春〈玄〈君〈声〈玄へ玄
部部部部部部部部部部

彫塑教育部会８名

ＩＩくＩくくくくくＩ

絵画教育部会３８名

平成９年12月６日（大阪・太融寺）

幼児造形における評価・山野てるひ、幼稚園教
諭免許取得単位、教養審情報検討。
（部会報１号発行・平成９年11月15日）
第３回研究集会

平成１０年２月７日（京都・聖母女学院短大）

幼児のあそびと遊具、聖母女短大幼教卒業制作
展「共同制作遊具」内覧。

（幼児教育部会名簿作成、平成１０年５月30日）
第４回研究集会

平成10年６月13日（コープイン京都）
テイーチングイン幼稚園、過剰な豊かさが生み

昭和56年（1981）新発足部会

出した環境ホルモンの危険性・奥美佐子、乳幼児

造形の感覚、技術教育部会１４名

の絵画指導・池田一良

（部会長笠置誠三）

第５回研究集会

造形の動機部会（部会長尾関禮次郎）

平成10年11月21日（大阪・たかつガーデン）

造形の用語部会（部会長川村善之）

教員免許法改定の諸問題・前川秀治、造形・美

社会教育部会（部会長山田弘）

術教育からみた今次教課改定の問題点・川村善之

大学短大部会４８人（部会長黒田猛）

第６回研究集会

(多くの場合、幼児教育部会と合同）

平成11年７月24日（コープイン京都）

平成９年会報48号によって、集会以外の全会

第７回研究集会

あそびにおける光と影・山部泰司

員の日常的研究交流のため、会員の現在の主な研

平成１２年２月26日

究分野、課題についての情報交換を行った。

現地研修（こども未来館）
－６４－

3．研究集会

第８回研究集会

3－４実技研修会

平成12年６月１０日（コープイン京都）
「造形あそび」と美術館のワークショップ・倉
科勇二

夏期美術実技講座

第９回研究集会

昭和39年７月30日～８月５日（毎日午前９時よ

平成13年７月22日（芦屋市立美術博物館）
造形あそびとワークショップ（進行）前川秀治

り午后４時まで）

第10回研究集会

油画講座３０名モデル使用制作

平成13年１１月23日（コープイン京都）

版画講座１５名エッチング版画制作

造形あそびの実践例・永井遥一・小林伸雄・岡

陶磁器講座３０名ろくろ・ひねり・かた・絵つ
け・らく、鑑賞

本美晴・雑賀淳・山野てるひ

塗装講座３０名洋塗装によるサービス盆制

第１１回研究集会

作、ポリエステル加工

平成14年２月１６日（コープイン京都）

染織講座３０名糊の型染、ロー染

なぜ今造形あそびなのか.進行前川秀治
幼児教育部会研究集録第１号（会誌「美｣）編

(講師はそれぞれ美大研究室の教授陣）

集委員会。平成14年２月23日（コープイン京都）

ジンク版、版画実技講習会
講師・吉原英雄、舞原克典
第１回昭和46年１１月１６日

第２回昭和47年１０月22日

陶磁器実技講習会
講師・八木一夫、小山喜平
昭和47年１１月１２日

手織実技講習会
講師・八木敏、堀寛司
昭和50年８月25日（京都堀川会館）

支部実技研修会
昭和28年６月１７日・６月24日(京都市工芸試験場）

○金属工芸講習会・無縁七宝実習く京都支部〉
昭和31年６月９日（弥栄中学校）

○舞妓クロッキー会く京都支部〉
昭和32年２月19日

ｃヌードクロッキー会く京都支部〉
昭和32年３月12日

○ヌードクロッキー会く京都支部〉
－６５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

昭和33年７月15日（称命寺）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和37年６月20日（美松ホール）

○舞妓写生会く京都支部〉
昭和41年２月12日（立命館高校）

○バレリーナ写生会く京都支部〉
昭和41年４月23日（京都洛陽荘）

○朝鮮風俗人物４人写生会く京都支部〉
昭和41年８月25日（常滑陶磁器会館付属研究所杉
江淳平工房）

ｏ壷・レリーフ制作く愛知支部〉
昭和41年１０月８日（精華女子高校）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和42年６月17日（精華女子高校）

○｢大原女」人物２人写生会く京都支部〉
昭和42年１０月28日（家政学園女子高校）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和45年２月28日（府立桃山高校）

ｏ沖縄民俗衣裳人物写生会〈京都支部〉
昭和45年11月28日（家政学園女子高校）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和46年６月16日（歌舞練場ホール）

○舞妓写生会く京都支部〉
昭和52年６月１９日（互助会館）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和53年６月17日（京都友禅福祉会館）

○裸婦クロッキー会く京都支部〉
昭和62年８月29日（兵庫県学校厚生会館）
○カード織り、色コンテ技法、子どもの工作教材

試作く兵庫支部〉

－６６－

4．支部会員作品展
（ギャラリー・カト）出品１３名

本会会員には、全国、国際各種団
体展、個人展、グループ展などでの

第９回展平成７年８月１日～６日
（ギャラリー・カト）出品16名

作品発表は無数にあるが、ここでは

第１０回展平成８年７月30日～８月４日

本会支部主催展だけを記録した。

（ギャラリー・カト）出品１６名

年記は、支部により時により、年

７月29日
反省会７月

号、紀元いずれも使われてきたがこ
こでは年号で表示した。

第１１回展平成９年７月29日～８月３日
（ギャラリー・カト）出品17名

京都支部
第20回双線美術展昭和27年６月２日～５日

第12回展平成１０年７月28日～８月２日
（ギャラリー・カト）出品20名

第13回展平成１１年７月27日～８月１日
（ギャラリー・カト）出品１７名

（京都府ギャラリー）出品23点

第14回展平成12年８月８日～13日
（ギャラリー・カト）出品17名

第21回展昭和29年７月
（京都府ギャラリー）

第15回展平成13年７月31日～８月15日
（ギャラリー吉象堂）出品19名

第22回展昭和31年８月24日～28日
（京都府ギャラリー）

大阪支部

京都双線美術展（復活）

大阪双線美術展

第１回展昭和62年８月18日～23日

（ギャラリー・カト）出品20名

第１回展昭和39年

第２回展昭和63年８月16日～21日

第２回展昭和40年

（ギャラリー・カト）出品16名

第３回展昭和41年７月18日～24日
（日本橋画廊）

第３回展平成１年８月８日～13日

（ギャラリー・カト）出品17名

第４回展昭和42年１月９日～15日
（大阪現代画廊）

第４回展平成２年８月７日～８月12日
（ギャラリー・カト）出品15名

第５回展昭和43年１月13日～１９日
（大阪現代画廊）

第５回展平成３年８月６日～８月11日
（ギャラリー・カト）出品12名

第６回展昭和44年
（大阪現代画廊）

第６回展平成４年８月４日～９日

（ギャラリー・カト）出品14名

第７回展昭和45年１月25日～31日
（大阪現代画廊）

第７回展平成５年８月３日～８日
（ギャラリー・カト）出品１６名

第８回展昭和46年１月25日～31日
（大阪現代画廊）出品23名

第８回展平成６年８月２日～７日
－６７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

第９回展昭和47年１月24日～30日

第２２回大阪双線美術展昭和60年１月21日～27日

（大阪現代画廊）

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第１０回展昭和48年１月29日～２月４日

反省会１月26日（九八店）

（大阪現代画廊）出品32名

第４回双線美術協会展昭和60年

第１l回展昭和49年１月20日～26Ｈ

（阿倍野ベルタ美術館分館）

（大阪現代画廊）

第23回大阪双線美術展昭和61年１月20日～26日

第12回展昭和50年１月20日～26日

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

（大阪現代画廊）

反省会.１月25日（天六丸八店）

第13回展昭和51年２月２日～８日

第５回双線美術協会展昭和61年６月１２日～l7H

（大阪現代画廊）反省会２月７日（なにわ会館）

（阿倍野ベルタ美術館分館）

第14回展昭和52年１月31日～２月６日

（大阪現代画廊）反省会.21118日（阿倍野

大阪双線美術展

新宿・参加30名）

第24回腱昭和62年１月19日～25日

第１５回展昭和53年２月13日～19日

（大阪現代画廊・クラフトギャラリー）

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

反省会（天六九八店）

第16回展昭和54年１月22日～28日

第25回展昭63年１月18日～24日

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

（大阪現代画廊・クラフトギャラリー）

反省会．１月27日

反省会１月24日（東仙閣）

第１７回展昭和55年２月18日～24日

第261回1展平成１年１月17日～23日

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第18回展昭和56年１月19日～25Ｈ

反省会１月23日（東仙閣）

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第27回展平成２年１月15日～21日

出品28名反省会１月24日（なにわ会館）
第１回双線美術協会展昭和56年６月９日～１４日

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第28回展平成３年１月14日～20日

大阪市立美術館（天王寺）

（現代画廊・現代クラフトギャラリー)出品３１人

第19回大阪双線美術展昭和57年１月18日～24日

第29回腱平成４年１月20日～26日

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

反省会（梅田ブーン）

第30同展平成５年１月18日～24日

第２回双線美術協会展昭和57年６月１５日～20日
大阪市立美術館（天王寺）

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第31回展平成６年１月１７日～23日

第20回大阪双線美術展昭和58年１月24日～30日
（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）
第32回展平成７年１月１６日～22日

反省会．１月28日(ホテルドウ・スポーツプラザ）

第３回双線美術協会展昭和58年５月31日～６月５日

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第33回展平成８年１月15日～21日

大阪市立美術館（天王寺）出品４２点

（現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第２１回大阪双線美術展昭和59年１月23日～29日

反省会.１月21日（八仙閣）

（大阪現代画廊・現代クラフトギャラリー）

第34回展平成９年１月13日～19日

反省会１月28日（以和貴荘）

（大阪現代画廊・現代クラフト画廊）
－６８－

4．支部会員作品展

（アートホール北）出品18人

反省会１月１９日

第９回４Ｂ展平成９年２月６日～11日

第35回展平成10年１月12日～18日

（南天荘画廊）出品21人

（大阪現代画廊･現代クラフト画廊）出品３５名

第１０回４Ｂ展平成１０年７月31日～８月５日

第36回展平成１１年１月１１日～17日

（南天荘画廊）出品19人

（大阪現代画廊・現代クラフト画廊）

第11回４Ｂ展平成11年７月30日～８月４日

反省会．１月１７日

（南天荘画廊）出品18人

第37回展平成12年１月lOH～１６日

第１２回４Ｂ展平成12年７月28日～８月２日

（大阪現代画廊・現代クラフト画廊）

（南天荘画廊）出品16人

第38回展平成13年１月15日～21日

第13回４Ｂ展平成13年８月３日～８日

（大阪現代画廊・現代クラフト画廊）

（南天荘画廊）出品16人

第39回展平成14年１月14日～20日

（大阪現代画廊･現代クラフト画廊）出品３４名

中部東海支部
兵庫支部

支部陶芸３人展昭和31年
（名古屋資生堂）

神戸二葉会展昭和28年１２月

第１回赫赫展（支部陶芸作家展）昭和33年

（神戸市立美術館）

（愛知県美術館）

第１１回三美会作品展（旧二葉会日本画展）

第２回赫赫展昭和35年

昭和32年12月

（愛知県美術館）

二美会日本画展昭和37年６月１５日～23日

第３回赫赫展昭和36年11月25日～29日

（神戸市立美術館）

（愛知県美術館）出品19名

三美会日本画展昭和43年11月１９日～21日

第４回赫赫展昭和37年１１月25日～29日

（兵庫県民会館）出品43点

（愛知県美術館）出品20名

第１回兵庫支部会員４Ｂ展昭和63年２月９日～14日
（御影金子店画廊）出品16人

第５回赫赫展昭和38年
（愛知県美術館）出品20名

第２回４Ｂ展平成１年９月22日～27日
（県民ギャラリー）出品18人

第６回赫赫展昭和
（愛知県美術館）

第３回４Ｂ展平成２年７月13日～25日

（県民ギャラリー）出品１２人

第７回赫赫展昭和

（愛知県美術館）出品44名、

第４回４Ｂ展平成３年７月25日～30日
（六甲画廊）出品16人

第８回赫赫展昭和

（愛知県美術館）

第５１回１４Ｂ展平成４年７月23日～28日
（六甲画廊）出品21人

第１回きょう展（会員作品展）昭和44年10月
第１回きょう展（会員作品展）昭和44年10月29日
～11月４日（静岡市谷島書店）

第６回４Ｂ展平成５年７月29日～８月３日
（六甲画廊）出品18人

第１回「花と士と人」展昭和62年７月30日～８
月４日（丸栄スカイル画廊）出品18人70点

第７回４Ｂ展平成６年７月28日～８月４日
（南天荘画廊）出品25人

第２回「花と士と人展」昭和63年７月28日～８月
２日（丸栄スカイル画廊）

第８回４Ｂ展平成８年４月30日～５月５日
－６９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

第３回「花と土と人展」平成１年８月３日～８日
（丸栄スカイル画廊）

滋賀県立近代美術館ギャラリー出品１２名

200O滋賀双線美術展平成12年８月22日～27日

第４回「花と士と人展」平成２年８月９日～16日
（丸栄スカイル画廊）

滋賀県立近代美術館ギャラリー出品９名
2001滋賀双線美術展平成１３年９月４日～９日

第５回「花と土と人展」平成３年８月８日～13日

滋賀県立近代美術館ギャラリー出品12名

（丸栄スカイル画廊）

第６回「花と士と人展」平成４年８月６日～１１日
（丸栄スカイル画廊）

その他

第７回「花と士と人展」平成５年８月５日～１０日
（丸栄スカイル画廊）

海外研修20人の見たインド展昭和46年３月１６

第８回「花と士と人展」平成７年７月14日～１９日

日～29日京都画廊紅

（丸栄スカイル画廊）出品15人

お別れ今熊野学舎を描く会作品展昭和54年６

第９回「花と士と人」展平成８年７月13日～１８日

月30日芸大今熊野学舎会議室

（ノリタケギャラリー）

第１０回「花と土と人」展平成９年７月29日～８月
３日（ノリタケギャラリー）出品19名

第11回「花と士と人」展平成１０年７月14日～１９日
（ノリタケギャラリー）出品19人

第１２回「花と土と人」展平成11年７月13日～１８日
（ノリタケギャラリー）

第１３回「花と士と人」展平成12年７月18日～23日
（ノリタケギャラリー）

第14回「花と土と人」展平成13年７月17日～22日
（ノリタケギャラリー）出品１８人

滋賀支部
滋賀双線美術展昭和53年１０月１４日～１８日（大
津市滋賀会館）出品17人反省会１０月１４日

SHIGA双線美術展平成１年１１月22日～29日
大津市図書館出品１１名
SHIGA双線美術展平成４年１月22日～26日
大津市図書館出品１２名
SHIGA双線美術展平成８年12月14日～１９日

今人Imagine出品８名
SHIGA双線美術展平成10年８月１日～６日

今人Imagine出品９名
99、滋賀双線美術展平成１１年８月24日～29日
－７０－

5．海外研修旅行
第６回メキシコ美術研修の旅

第１回インド、東南アジア美術研修の旅

昭和50年（1975）１月

昭和45年（1970）１２月26日～46年１月６日、１２

メキシコシティ、タスコ

日間

参加・２２名

ボンベイ、オーランガバッドエローラ、アジ
ャンタ、エロファンタ、デリー、アグラ、カジュ

第７回ヨーロッパ、オランダ、フランス、イタ

ラホ、ベナレス、カルカッタ、バンコク

リア美術研修の旅

参加・２３名

昭和50年（1975）７月29日～８月14日、１７日間

第２回バリ島、ジャワ、東南アジア美術研修

アムステルダム、パリ、ローマ、フィレンツェ、

昭和46年（1971）８月10日～８月18日９日間

ベネチア

ジャカルタ、ジョクジャカルタ、デンパサー、

第８回インド、ネパール美術研修の旅

バリ島、シンガポール

昭和51年（1976）１２月28日～52年１月７日１１

参加・’9名（289.000）

日間

第３回地中海南ヨーロッパ美術研修の旅
昭和47年（1972年）７月29日～８月16日２０日間

第９回ヨーロッパ、ギリシャ、スペイン美術研

カイロ、アテネ、マドリソド、カサブランカ、ロ

修の旅
昭和52年（1977）７月30日～８月18日２０日間

ーマ、フィレンツェ、ヴェネチア、ミラノ、パリ

アテネ、マドリッド、トレドグラナダ、バル

参加・４４名

セロナ、ミュンヘン、ウィーン、アムステルダム、

第４回インド美術研修の旅

ハーグ

昭和47年（1972）１２月９Ｈ～29日１９日間
カルカッタ、ベナレス、カジュラホ、アグラ、

第１０回世界三大美術館と北欧美術研修の旅

昭和54年（1979）７月25日～８月13日２０日間

デリー、ポパール、ボンベイ、オーランガバード

モスクワ、レニングラード、コペンハーゲン、

マドラス

ブリュッセル、ゲント、ブルージュ、アミアン、

参加・’9名

パリ、シャルトル、ポアチェ、サン・サバン、ロ

ンドン（498,000）

第５回北ヨーロッパ美術研修の旅
昭和48年（1973）７月31日～８月１７日、１８日間
アムステルダム、ストックホルム、ベルゲン、

第11回イタリアとアテネ、パリ美術研修の旅
昭和57年（1982）７月24日～８月14日２２日間

コペンハーゲン、フランクフルト、ハイデルベル

アテネ、デルフォイ、ローマ、ナポリ、ボンベ

グ、マインツ、ケルン、パリ

参加・２９名

イ、アッシシ、シエナ、フィレンツェ、ラベンナ、

－７１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

ポンポーサ、ベネチア、ミラノ、パリ、ロワール、

ヨン、コルマール、ストラスブール、マルムテイ

アムステルダム

エ、シュパイヤー、ウォルムス、マインツ、マリ

参加・４３名（518,000）

アラーハ、ケルン、アーヘン、ブリュッセル、ガ

ン、ブリュージュ、アントワープ、デルフトハ
第１２回スペインロマネスクとイスラム美術研

ーグ、アムステルダム

修の旅

参加・３６名

昭和59年（1984）７月21日～８月18日２９日間
バルセロナ、ビック、サンチャゴ・デ・コンポ

第15回イタリア美術の旅

ステーラ、レォン、ブルゴス、セゴビァ、アビラ

昭和63年（1988）７月25日～８月１７日２４日間

サラマン力、マドリード、トレド、ラマンチャ、

ローマ、パレルモ、モンレアール、ナポリ、ポ

グラナダ、コルドバ、セビリヤ、リスボン、ソー

ンペイ、ローマ、アッシン、フィレンツェ、ラベ

ルズベリー、ロンドン

ンナ、フェラーラ、ポンポーサ、パドゥバ、ベネ

参加・４５名（580,000）

チア、ベローナ、ブレシア、ベルガモ、コモ、ミ
ラノ、パルマ、ポローニア、ピサ、シエーナ、タ

第13回インド美術研修の旅

ルキイニア

昭和60年（1985）１２月25日～61年１月７日

参加・３３名（510,000）

ボンベイ、エレファンタ島、カンヘリー、オー
ランガバードエローラ、アジヤンタ、ブサワー

第１６回東西ドイツ、オーストリア、ハンガリ

ル、ポパール、サンチー、デリー、マトウラ、ア

ー、チェコスロバキア、デンマーク美術の旅

グラ、カジュラホ、ベナレス、サルナートブダ

平成１年（1989）７月１８日～８月15日２９日間

ガヤ、ラジギール、ナーランダ、パトナ、カルカ

コペンハーゲン、リューベック、パッドゼゲベ

ッタ、バンコク

ルグ、ハンブルグ、ブレーメン、ハノーバー、ヒ

参加・３４名

ルデスハイム、ブラウンシュベイク、マグデブル

ク、西ベルリン、東ベルリン、ナウムブルグ、ド

第14回ロマネスク・ゴシック美術研修の旅

レスデン、プラハ、ブダペスト、ウィーン、ザル

昭和62年（1987）７月20日～８月20日３１日間

ツブルグ、ミュンヘン、ヴイース、フュッセン、

パリ、マルセイユ、ル・トロネ、エクスアンプ

ホーエンシュバンガウ、アウグスブルグ、レーゲ

ロバンス、サンジル、アルル、アヴィニョン、ル

ンスブルグ、ニュルンベルグ、バンベルグ、ヴュ

ピュイ、ブリウド、イソワール、サンネクテール、

ルツブルグ、ローテンブルグ、ハイデルベルグ、

クレルモンフェラン、オルシヴアル、コンク、ア

ロルシュ、フランクフルト

ルビ、カルカソンヌ、トウールズ、モアサック、

参加者・３５名（600,000）

スイャック、ペリグー、アングレーム、サンサヴ
ァン、ショヴィニー、ポワティエ、アンジェ、カ

第１７回ソウル、台北美術研修旅行

ルナック、バンヌ、モンサンミュシェル、クータ

平成２年（1990）７月31日～８月５日６日間

ンス、バイユー、カーン、ジュミエージュ、ルー

ソウル、（景福宮、ソウル国立博物館、昌徳宮）

アン、アミアン、ラン、ランス、サンドニ、パリ、

台北（故宮博物館、竜山寺、至善園、保安宮、孔

シャルトル、サンブノアシュールロワール、ブー

子廟総統府中正記念堂）

ルジュ、ヴェズレー、オータン、ポースデイジ
－７２－

参加・’9名

5．海外研修旅行

第１８回イングランド・スコットランド・アイ

フィラデルフィア、ニューヨーク、ボストン、サ

ルランド・ウェールズを巡る美術の旅

ンフランシスコ

平成3年（1991）７月15日～８月12日２９日間
アムステルダム、パリ、シャンテイ、ポーヴェ、
アミアン、トゥールネ、カレー、ドーバー、カン

第22回トルコ、ペルシャ、イスラム美術の旅
平成７年（1995）７月22日～８月５日１５日間

タベリー、ロンドン、オックスフォード、セント
オルバンズ、ケンブリッジ、イーリ、キングスリ

イスタンブール、イズミール、エフェソス、ミ

ン、リンカーン、ファウンティンズアヴィ、ヨー

レトス、ディディマ、アフロディシアス、パムッ

ク、グラム、グリーンヘッド、ニューキャッスル、

カレ、コンヤ、カッパドキア、ギョレメ、カイマ

メルローズ、エディンバラ、パース、アバディー

クリ、ウチヒサール、ゼルベ、アンカラ、テヘラ

ン、スペイ、エルギン、インバーネス、フォート

ン、イスファハン、

（418,000）

ウイリアムス、グラスゴー、ダブリン、モナスタ

ーポイス、ニューグレンジ、クロンマクノイズ、
クロンフォート、リマリック、ディングル、キラ

第23回フランスロマネスク・ゴシックの旅
平成８年（1996）７月24日～８月13日２１日間

ーニイ、コーク、キャッセル、ウォーターフォー

ドウェックスフオードロスカーレハーバー、

アルル、サン・ジル、ペリグニヤン、カルカッ

フィッシュガードカデイフ、グロスター、ブリ

ソンヌ、トウールーズ、モアサック、コンク、ル

ストル、バースウェルズ、ストーンヘンジ、ソ

ピュイ、ブリウッド、イソワール、サン・ネクテ

ールズベリー、ウインチェスター、ロンドン

ール、クレルモンフェラン、サン・サヴァン、シ
ョヴィニー、オーセール、サンス、プロヴァン、

参加・４４名

シヤルトル、モン・サン・ミツシェル、バイユー、
カーン、パリ

第１９回トルコ、エジプト美術研修の旅
平成４年（1992)１２月２１日～５年１月６}１，１７日間

（5000.000）

イスタンブール、カイロ、ルクソール、エドフ、
コムオンブ、アスワン、アブシンベル、サッカー

第24回ロシアの美術館と北欧美術研修の旅
平成９年（1997）７月26日～８月９日１５日間

ラ、キザ、ロンドン

モスクワ、サンクト・ペテルブルグ、ヘルシン

参加・４０名

キ、ストックホルム、オスロ、ベルゲン、ヘッダ
ール、ロストフ、バレストランド、ロム、リレハ

第20回中国美術研修の旅
平成５年（1993）８月８「1～24[’１７１Ⅲ）

ンメル

北京、承徳、大同、雲崗、洛陽、龍門、西安、

（498.000）

天水、麦積山、上海

第25回ギリシヤ・ビザンチン・ミケーネ文化

（398,000）

を訪ねる旅

平成１０年（1998）７月20日～８月８１］２０日間

第21回アメリカ合衆国美術の旅

テッサロニキ、ベラ、ベルギナ、ディオン、リ

平成６年（1994）７月191二1～８月４日１７日間
サンフランシスコ、ロサンゼルスシカゴワ

シントン、チャズフォード、ボルチモア、

トホロ、ラリッサ、メテオラ、カランバカ、デル

フィ、オシオス・ルーカス、アギオス・ニコラオ

－７３－
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ス、オリンピア、ヴァッセ、ミストラ、スパルタ、
ナブリオン、エビタウロス、ミケーネコリント、

アテネミコノス島、デロス島クレタ島、イラ
クリオン、ハニア

参加・３３名（548.000）

第26回メキシコ・マヤ文明の旅

平成11年（1999）７月28日～８月９日、１３日間
メキシコシテイ、オアハカ、ビジャエルモッサ、
パレンケ、カンベチェ、ウシュマル、カバー、メ

リダ、チチェンイッア、カンクン、ロサンゼルス、

（360,000）

第27回カンボジア・アンコール遺跡の旅
平成12年（2000）１２月23日～30日８日間
バンコク、プノンペン、シュムリアプ

王立芸術大学（舞踊学部、音楽学部、造形美術学
部、建築学部、考古学部）の見学、学部長、主任
教授等に迎えられ、芸術文化交流。
参加・’9名（259,000）
第28回じっくりローマ美術研修の旅

平成14年（2001）３月23日～31日９日間
ローマ（国立博物館、サンタ・マリア・マッジ
ョーレ大聖堂、サンピエトロ・イン・ヴィンコリ

教会、ジェズー教会、ミネルヴァ教会、サンピエ
トロ寺バチカン美術館、ボルゲーゼ美術館カ
ピトリーノ博物館、コンセルヴァトリ博物館フ
ァルネージ荘、サンタ・チェチリア・イン・トラ

ステヴェレ教会、サン・ミケーレ教会、他多）
ヴイアマールロツソ国立中学校２年美術授業参

観､マリオマフアイ第３芸術高校訪問、授業参観、
学校長面会、本会編美術鑑賞教本を贈る。その他
自由研修１日半。
参加・２４名（227,000）

－７４－

6．刊行物
イメージと技術

映像

まで、各号の刊行年月日、特集テーマは年表編に、

絵本イラストアニメーション
絵を描くよろこび

別冊「美」についても研究大会開催当日らんにい

親と子と教師を結ぶ美術教育

ずれも年表編に記載した。掲載論文実践報告、

織と美術教育

解説評論等のテーマと発表者は、索引を兼ねてテ

音楽教育と美術教育

１１１

会誌「美」の刊行については、創刊号から157号

皿釧調船幅乃刈

６－１会誌「美」

ーマの50音順に、次にまとめた。

力、
絵画
海外研修

海外の美術教育

年２月創刊の当時年５回刊の現行｢美」

学校五日制

157号まで、及び第２２回研究大会以後

学校教育と生涯教育

の大会資料、別冊「美」４８号までに掲

学校教育と美術教育

載されている内容であります。

学校教育において美術教育は不要か

索引は、「特集索引」「掲載論文索引」

鑑賞

教育改革と美術教育
教育課程

数字は号数、「旧美」は初期の年刊

教育環境と表現
教育実習

を示すものです。

教育の原点一美術教育一
｢現代」

現代と色彩

あ

工芸教育

新しい表現

新しい表現２～生きる喜び
新しい表現３～発想と手だて
新しい表現わたしの教材

新しい表現わたしの教材

工芸教育
工芸制作

高校の美術・工芸
個性

コンピュータと美術教育

１１１

新しい造形のこころみ

１１１１１１１

新しい鑑賞教材・素材

妬組Ⅱ団別町皿詔

遊びと造形

１

【特集索引】

１

誌、「別美」は大会資料の別冊「美」

１１

｢表紙解説索引」「入学試験問題（実技）
索引｣の４種類に分けて掲載しました。

１１１１

創刊の年刊「美」１７号までと、昭和４１

絵画制作

１

ここに収録しましたのは、昭和27年

釦妬肥皿皿犯羽偲銅肥切弱的羽師塑弱偲皿羽灯泌

会誌「美」索引

さ
作家と教師

－７５－

5６

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

生活と美術教育

染織の基礎
専門教育

造形の基礎

素材

発想と手だて～つかみその後
発達段階と鑑賞
版画
版画の基礎

美術館

美術・環境
美術教育と環境構成
美術教育とことば
美術教育と他領域
美術教育と地域性

美術教育と部活動

た

彫塑

彫塑・立体
創る立場と教える立場
提言

デザイン教育
デザイン教育

美術教育の位置づけ

美術教育の可能性と限界
美術教育の施設設備
美術教育の指導計画

｢美術教育の資料」
美術教育の潮流
美術教育のひかげ
美術教育のゆくえ
美術教育の領域

美術教育の歴史

－７６－

１

デザイン

１

彫刻の基礎

３５０６３６１４８０

抽象造形と美術教育

美術教育におけるイメージ
６日６２９１０９２１
１１
１

中学校の美術教育

１

想像力と美術教育

１

創造性を開発する教材

１

造形表現の体系化独自性と普遍性
創造性

発想と手だて～つかみ

１１

造形の基礎教育

１

造形教育の基礎教材

（ま
発想とテクノロジー

１１１１

世界の美術教育

年間指導計画

残すべきもの、伝えるべきもの(造形表現の基礎）

四弱茄塑豹、皿勿乃蝿銘銘団々説甜髄碗豹閉如帥銘“

西洋画の基礎

日本美術教育史

１

制度

日本画の基礎教育

１１１

すべての子に美術教育を

な
２１世紀を展望する美術教育

１

心理

１１１

新入生

陶磁器の基礎

妃弱田Ⅳ狸

小学校の美術教育

展覧会

１

障害児美術教育

伝統と創造

１１

授業時数と表現
生涯教育

１

指導困難な生徒の美術教育

１

実践

指導計画

デザインの基礎教育
手の技

如侶矼釦布

漆工の基礎

弱配“ね乃弘的氾路砺偲娼健皿髄銘別妬皿帥羽虹製娼万皿

色彩教育

6．チリ行物

美術と環境

ひとりひとりをみつめる評価
100号記念
表現と技術
表現と技術

１

ポーダーレス

１１１

美と研究会の未来像過去・現在・未来

別別⑲泌帥勿兜妬

美術系大学の入試

阿蘇高校に30年・井口三夫15

1河蘇に住む゛井口三夫ｌＨ８

遊びと芸術．木村重信４６
あそびと造形．平田自一４６
遊びと造形．尾関礼次郎４６

｢遊び」と美術教育・江口善之４６
遊びについて゛元井能３９

遊び礼賛．下村良之介４６

新しい科をつくる－嵯峨美術短大「生活デザイン科」

ま

マンガと美術教育
文字の造形

１

ものすごい表現

１

マンガと美術教育

の場合一・宮島久七１０Ｏ
７３７６５
３５９９２

マルチメディア

新しい教材～表現の喜びを味わう～・永井暹一１５３

新しい時代のデザイン教育に向けて・平岡潤別4O
新しい美術表現への試みと構想設計・佐野賢11ｌ
新しい表現～わたしの教材・上野和子152

新しい表現～わたしの教材・児山より子１５２
新い､表現～わたしの教材誰でも楽しめるのり染め

や
幼児の造形

・近藤照恵153
８１
３７

幼児教育

新しい表現２～生きる喜び・六車さよ子１５４

新い､表現２～生きる喜び｢抽象立体｣達成感を求めて
．森田郁子１５４
｢新しい表現髭/関係を深める演習」・山部泰司１５３

ｂ

立体造形

114

新い､表現と手だて・名田文子157

立体表現・展開の可能性

136

新しい表現の芽～発想と手だて・田川真千子157
箸い八月の夜の思い出・小清水漸９３

わ
技の世界

アテネにて・駒井達子５８
120

アニメーションと石膏デッサン・藤岡聖典別３９
油絵の基礎・片|｣I洋一BI43

ill1I三1から三雲へ.富山誠一別3l

【掲載論文索引】

アメリカの美術教育・藤木敬八郎６８

あ

新たな世界観に基づいた美術教育・中谷健三別２９
１１

愛知県工業高校における色彩検定・佃秀実

８４
０９】

ＡＲＴＣＯＵＲＳＥＳＩＮＳＭＡＬＬＴＯＷＮ・金井良輔

・中野光雄

別２３

成る展覧会を見て・山岸純８２

別2４

ある美術教師の挫折・竹内敦子８９

ある描画指導の授業より・平岡潤１７

アクリル絵具の特性と教材としての生かし方
・松岡征士

鮮やかに生きる・杉浦美佐緒

ある私塾の場合・野々口泰代３８

ある伝統遮断者の話・星野日郎５１

アクラミンカラーによる染色について

アクラミンによるステンシル・佐野猛炎

ある困難枝で……・北本光雄123

６５

あれから46ねん・田村隆照１４８

１２５

アンコール遺跡とクメール美術への誘い・辻田美和151

－７７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

アンコール日記・飯塚牧子

153

イメージと技術．長谷田三保子５２

イメージと技術．八木一夫別２４
い

イメージと技術．村上文生別２８

イースター鳥モアイの系譜をさぐる・木村重信ｌＯＯ

イメージと技術一ある彫刻家．木内嘉雄別２８

伊賀上野の仏像・田村隆照別３６

イメージと技法．浜田つた子５２

伊賀の里の霊場・峯山聡別３６

イメージと心理学．仲谷洋平４７

いきいきした幼児の粘土による造形活動

イメージと美術教育．江口善之別２８

・武内勝彦ｌ４３

イギリスの小学校の美術教育にみる表現と教材

イメージと表現．鳥頭尾精５２
イメージと表現．野村緋７７

Ｐ栗本夏樹ｌ５３

イギリスの美術教育・太田育男６８

イメージと表現．高瀬善明別３２
イメージの周辺一美術教育と環境構成一

生きる喜び－鑑賞授業について－．今尾栄仁１５４
生きる喜びと芸術（美術教育）の役割

．桜井和子７７
イメージの展開．鶴田憲次４７

・小島東洋治１３２

イメージを拡げる表現一小学校の実践をとおして￣

生きるよろこびを子ども達と共にするために

・雑賀淳７７

・内山秀樹１５４

椅子から見た家具の変遷・吉村午郎｜Ｂ２

イメージを豊かにする教育．雑賀淳別２６
イラストレーション（絵本）の好みの実態

伊勢路の仏像・田村隆照別３９

・泉地道子別２７

伊勢の古寺と仏像・峯山聡ＢＩ３９

イラストレーションについて．池永則子別２７

イタリアでの模写を終って・木下章４１

イラストレーシヨンの学習．竹内幸人別２７

イタリアの美術教育について・LauraDelPescel55

イラストレーシヨンより絵画を論ず．平田自－１３３

イタリアの理工系高等学校の教科書、ベネーヴオロ箸

色と形による会話・大原情’

「デザイン講座」について・佐野敬彦ｌＯ８

印刷の色．（編集部）３５

イタリー雑観・松井富民夫旧１３

インターヴァル・システム゛山本格二１日'４

一貫した美術教育・石井馨旧９

インダストリアルデザインの基礎教育．宮嶋久七３

一般的評価の偏向・黒田重太郎旧２

インド随想．寺平誠介、鬼頭正三’’

いつも－からの出発であり続ける・杉浦美佐緒136

インド，タゴール学院．中尾壽男９９

移転整備の長い日々・安田謙１００

インドネバールの旅から…青木鶴生５O

祈りの版画中国年画について・松田高治１３８

インド美術研修の旅．幸野豊一３５

イベントというメディア・柴田潤115

インド美術の旅・佐和隆研５O

イマジネーションの展開について・西嶋武司７７

インド旅行．上羽雅夫旧ｌ７

今、地球が危ない・小林久美子１２７

インドの自然と人間と遺跡．松井亮造１２

今，美術教育に思うこと・三嶋真人１０４

今，美術教育は・山崎俊保９８

つ

いままでの，そしてこれからの授業・河合富美１５３

V＆Ｖ展体験記・潮江宏三

１３０

イメージ画指導と鑑賞教育･碇洋子別３４

動きとデザイン・長崎盛輝

１日3

イメージから発想・池田一良別２５

動くということ－可動彫刻を創る－・井上直

136

イメージ形象化能力の開発・高瀬善明９０

内なるリズム・堀内正和

1日３

－７８－

6．チリ行物

｢うちらこんなんはじめてや－」・喜田健嗣
うどん玉の話・新井富美郎
漆・望月重延

うるし．（工芸科塗装研究室）
漆からのメッセージ・田川真千ｆ

１３３

大阪芸大における基礎造形・斉藤哲学別４０

４２

大阪における美術館・ギャラリーの建設問題について

１２０

・佐野儀雄ｌｌ２

１日1４

大阪の美術教育前史・黒田猛４１

１２０

大阪府高校の図画科について・黒田猛旧２
岡山県美術教育の歩み・秋山利彦ｌＨ８
沖縄大会の印象・石田勇１９

え

AVMによるシステム化を，今・前川秀治別３９

親と子と教師を結ぶ美術教育．末広佳代子１４５

英国の美術教育について

親と子と教師を結ぶ美術教育．佐野栄子１４５

・フイッツジェラルド・サイモン１０８

映像教育について・丸谷直１３７

親と子と教師を結ぶ美術教育・足立真知子１４５
親と子と教師を結ぶ美術教育“不安の時代の
子どもを救う美術教育”・小林チエ子１４５

映像雑感・安田保と４８
映像の教育・黒田猛３４

落ちこぼし生徒のためのカリキュラムの改善

・碇洋子７９

猫きそして創る．発想と手だて・三谷巍ｌ５５
描く側からの視点・連規子ｌ４５

お父ちゃんうちにニードルある？・舞原克典８７

エジプト印象記・竹内幸人３３

音を出して遊ぶ・藤原義勝別４１

エッジ，トーンのしくみと秘密・藤原義勝１５３

おはなしの絵と導入・辻井利夫９

エッチング・舞原克典別２４

思いつくままポーダレス・津村陽子１４６

エッチングプレスで刷る２版多色木版・木村正恒152

おもしる水族館・池田廣別４１

絵一伝統一と私・干谷宗一別２８

親と子と教師を結ぶ美術教育について・大東純子１４５

絵の描けない子供・雑賀涼７２

親と子を結ぶ手だて－早くから美術に親しませる
には－．江口善之１４５

｢絵の言葉」・榊原吉郎１３９
絵本と子供アトリエ・榊健１３３

オリーブの林をぬけて～ギリシャ研修旅行20日間～
、辻田美和１４６

絵本について・江口善之別２７
絵をかかない子供たち・山田弘７９

オリジナリティーは死んだか１－高校美術教育に

絵を描くたのしみ・丸谷吉隆１０６

おける問題点一．吉田孝光１２３

絵をかくよろこび‘内山秀樹１０６

識と美術教育．荒木峯子７３

絵をかく喜び・江口善之別３９

織の基礎実習について・八木敏８０

絵をかくよろこび・上田歌子別３９

織物の基礎と表現．八木敏別２３

絵をかく喜び（イメージの展開）・田村光義1０６

織物の美について・中村彦之８０

終わりのない焼き物・奥田実１３６

お

音楽教育と美術教育．岡島隆男７４

『おいしくしてね」．石田眞弓ｌ４７

音楽教育と美術教育・桑畑健二７４

近江八幡の仏像・田村隆照別４０

音楽教育における創造性・中原昭哉７４

大分県立芸術短期大学デザイン専攻の教育内容につい

音楽教育について゛浅井意７４

て・大蔵善雄９４

音楽の早教育の現場から・新井実７４

王維の詩と絵・榊原吉郎３３

音楽ひとり思い・上原卓７４

０君のことなど゛大草肇１２２
－７９－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

力、

学校五日制について思う・藤森宏美131

海外渡航と風土と美術雑感・福島敬恭
海外研修と美術教育・江口善之
絵画教育の基礎・金光明子
絵画雑感・上村松篁

絵画指導の基礎について・田中治

絵画指導のねらいと留意点・寺村晴雄
絵画制作・辰巳佐智雄
８

絵画と素材・山添耕治
絵画の表現とその技術指導・鳥頭尾精一

Ｉ１

５

絵画部会アンケートについて・竹内幸人
ガイダンスの新傾向・田中健一
外遊紀行・高瀬善明

額安寺の仏像・田村隆照

学習指導における作品評価（研究大会報告）
学習内容と指導・石田三男

学習を通じて感じること・加藤正明
学童絵画と技術材料・須田国太郎
カシュー塗装による木彫鏡の製作・竹中靖
カジュラーホ“愛情”・佐和隆研

８

鶴林寺・－乗寺・浄士寺の概要・田村隆照

８３１１２旧胆８旧
５

課外活動と体育・早川清孝

ｌ

絵画、彫塑におけるイメージ・松岡征士

可塑性に富んだ固形材料による造形制作
・佐野賢

学校教育現場における美術教育の役割とは
・坂地佳都子１３５

ｌ

海外研修「じっくりローマ」報告・辻田美和

刀師部別記８５９１８０７３１５１０３５８１４５４
５２９２３２２日

カードウィービングの実習・住谷晴美

学校教育で美術・工芸は大切である.I、秀實１４２
｢学校教育と生涯学習」における芸術教育について
－高等学校の視座から－・森田耕太郎132
学校教育と美術教育―なぜ美術教育が人間教育の基礎
なのか－・川村善之139

学校教育において美術教育は不要か.児山より子１４３
学校教育において美術教育は不要か.大東純子１４３
学校教育において美術教育は不要か・藤原陽子１４３

学校教育において美術教育は不要か．殿南真賢１４３
学校教育において美術教育は不要か．今尾栄仁１４３
学校教育において美術教育は不要か．澁田純二１４３
学校教育に於て美術教育は不要か私論一今だからこ
そ美術教育・その癒し効果一・寺田博１４３
学校教育におけるシルクスクリーンの手法と表現上の
問題・奥野勝治２９

学校教育の中の美術教師と授業・明星新二別３５
(仮称）学校芸術教育振興法制定に向けて
・森田耕太郎１４２

学校芸術教育の重要性・中井亜樹１４２

学校週五日市Ｉ大阪私学高等学校の現状と私見
・植村優１３１

学校週五日制は現在の「３Ｓ」か？・吉田孝光１３１
学校で美術を教育する，とは・阪本由加１５０

別2４

学校美術教育に未来はあるか．金井良輔１３８

型絵に至るまでの道のり・松田敏夫

１５２

片隅の造形一手のわざの一側面一・吉村堯

１１８

・金沢大志１４２

８０

学校美術教育の現状と課題・長田善史１４１

別3２

学校美術教育の大切さ・平岡達子142

型染の基礎・中野光雄

交野に国宝、重文を訪ねて・松岡征士
花鳥画の空間・上村淳之
勝尾寺の現地研修のために.田村隆照

９１

１１１１

学校五日市Ｉと私・井上直

２３３３

学校五日制と美術教育の関わり・和田淳一

・大草肇１３９

学校美術教育の未来を考える.西川徳蔵別４８
１１１１

・佐野敬彦

学校美術教育の未来“記憶としての体験”

別2３

学研版「アール・デコの世界」について

｢学校五日制」・廣靖彦

学校美術教育のかなめ（教育課程審議会への提言）

学校美術教育の未来を考える．辰巳佐智雄別４８

学校美術教育の未来を考える・大橋略也別４８
学校訪問・京都藤森中学校．（編集部）１０
学校訪問・京都藤森中学校.（編集部）１１

－８０－

6．刊行物

学校訪問・滋賀県立長浜北高等学校．（編集部）１３

鑑賞について・今尾栄仁１４０

学校訪問・西宮市立甲陵中学校．（編集部）１２

｢鑑賞」のプロセスーP・イェナウインの「場所」と

歌舞伎に見る美しさ・大林一布旧３

「色」＿・江口善之１４２

塀のデザインー中学１年の教材・藤本つた子１５２

鑑賞部会資料．太田茂別２３

紙と友だち（造形遊びから発展して）－小学校ｌ～４

感触的な材料体験を表現に生かす取り組み

年向一・請田留美子１５３

・松本早苗１５３

紙とのふれあい・鳥越清敏別４１

｢漢字読み書きぱなし」を読む．榊原吉郎１３５

紙のシェード・デザイン研５

観心寺と金剛寺．孝恩寺の仏像．田村隆照別３３

紙ひもによる工芸品の指導・植村睦親ｌＨｌ４

感性的な絵と知性的な絵．渋川轟別２６

紙紐による造形・野崎龍吉旧１４

感動は創造である．熊田誠司２５

カメパオ・中原浩大l44

ガントナー「ロダンとミケランジェロ」を読んで

ColorThinking・上田晴也・前川秀治・桜井貞夫９４

、江口善之２６

ガラス概説・宮本情別２４

カンポジアの絹織物．新田恭子１５２

ガラス史概略・宮本情別２３

き

カリグラフイ・鈴木佳子別２３

彼らの無限大の可能性・石村眞理子１０６

幾何パターンを用いた木製パズル（前半）
、草尾和之145

環境・感性・表現・奥美佐子１２７

環境デザインの基礎・稲田尚之、田坪良次４９

幾何パターンを用いた木製パズル（後半）
、草尾和之１４６

環境デザインを考えるヒント・佐野敬彦１２７

企業イメージと色彩（屋外サインを事例に）

環境と美術教育に関する一考察
・辻弘・櫻井展正・村上裕介１２７

・杉本情１２４

環境論・稲田尚之２８

技術指導の再認識について．熊田誠司｜Ｈ１

｢環境デザイン学科でのモノ創りの基礎」

技術科をめぐって・田中健一１日６

・新田佳郎１５６

基礎デザインに於ける立体観構造．村上正典１０

環濠民家と寺内町・富山誠一別３０

基礎デッサンからファンタジーヘ・堀尾充１５７

乾漆技法による造形制作・新海治別２３

基礎描写力養成指導について・古橋清昭３２

鑑賞教育・江口善之８２

木津川べ')の仏たち・富山誠一別２９

鑑賞教育一共同討議ｌＢｌ４

木のおもちゃ・喜田健嗣別４０

鑑賞教育と用語・中谷健三別３４

中学校の美術授業におけるコンピュータ導入の可能性
について・田中佳洋１２８

鑑賞教育の基礎・江口善之３３

鑑賞教育のこと・青山政吉３３

中学校美術教育の困難点．堀内桂子別４２

鑑賞教育の展開例・田中佳洋１５１

教育改革と明日への人間教育・田中誠１０２

鑑賞教育の問題点・川村善之｜[１１４

教育改革と美術教育・曽根唯夫別３８

鑑賞教材とつかみ・佐藤寿美子１５６

教育改革と美術教育．村上正典別３８

鑑賞雑感・大串佐知子８２

教育改革に思う.雑賀淳９８

鑑賞指導のありかた・椙村睦親２９

教育課程・長谷田三保子，０７

鑑賞と鑑賞教育・荒木賢治８

教育課程改定その後の経過・川村善之旧７

鑑賞について雑感・黒津康明３３

教育課程改定とその問題点・川村善之１日６

－８１－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

教育課程改定と美術教育内と外の問題・川村善之１４２

京都芸大版画の歩み（62-79）・舞原克典７０

教育課程改定への－年旧１７

京都市における中学校美術教育・大原情１１]１７

教育課程自主編成の一つの試み・川上靖司２５

京都市立芸術大学新学舎について・稲田尚之７６

教育環境と表現・荒木敏子１３５

京都市立芸術大学彫刻専攻実技授業について

教育環境と表現一幼児教育の立場から－

・山崎脩１１５

．内山秀樹１３５

京都市立芸大彫刻専攻基礎授業について

教育技術と発想導入・上田晴也１日１６
教育工芸における表現と技術・星野日郎別２３

・山崎傭１１４

京都私立高校美術部連合会の活動

教育史一断想・金沢大士１１３

・堀寛司・秋田直躬・澁田純三８１

教育実習雑感．富山誠一６９

京都における民主美術運動・大原情別２３

教育実習雑感．吉村堯６９

京都に「教育美術館」を．大原滴別２４

教育実習について・石田三男６９

京都美大インドネシア美術総合調査団報告

教育実習の諸問題・川村善之６９
教育の原点一美術教育一・熊本高工１２９

・榊原吉郎９

京都府立亀岡高等学校普通科第Ⅲ類（芸術系）設置の

教員・保育士養成系短大における美術教育

経過・山下尚三・松原栄司郎１０７

・奥美佐子１４８

京博特別展をみて・倉元英一、上野七郎、宮崎実仁５

教員免許法改訂を今後も監視しよう編集部１１５

切り絵による構図と色彩の学習・草尾和之ｌ４１

教科改定と美術教育・石田勇４７

ギリシヤ彫刻とヴイナス像・上平貢旧１４

教科としての「美術」と向かい合うことについて

緊急課題・廣靖彦１２１

・鳥越清敏１０６

近代絵画の「反アカデミズム」・潮江宏三９９

養護教育における－美術科の評価一１２６

近代建築の動揺・向井正也旧４

教材．教具の展示について・松岡征士別２５

近代名画展をみて・富山誠一６

教材としての紙の型染めについて・西膚利一１８

近世文人画にみる地域性・榊原吉郎８８

教材本校の場合・松尾由紀子１５３

〈

教師期待効果について－松陰とビグマリオンー
・仲谷洋平１０１

グスターフ・ブリッチュ「造形芸術論」

教職志望の動機と教育実習・仲谷洋平６９
教室規模と適`性講座人数を考える.和田淳一１１１

－抄訳と解説一・岩城見一

教師の独言．石田眞弓１２９
教職と制作一学校ヲ占拠スヘシー・渡辺恂三１１６

－抄訳と解説(3)－・岩城見一

9９

グスターフ・ブリッチュ「造形芸術論」

京都画壇の歴史・河北倫明２５
京都芸大共通ガイダンス実技教育について

8７

グスターフ・ブリッチュ「造形芸術論」

－抄訳と解説(2)－…岩城見一

8８

グスターフ・ブリッチュ「造形芸術論」

、高井一郎３９

－抄訳と解説(4)－・岩城見一

l05

京都芸大芸術資料館と展示・松尾芳樹１３０

ロ丹波の仏像・田村隆照

Bl38

京都芸大デザイン科「プロダクト・デザイン」教育の

グッドデザインについて・我妻栄

1Hl3

現状．高井一郎127

柴島の場合・阪本由加

１０５

京都芸大の共通基礎教育・森本岩雄３９

クメール伝統織物研究所見学記・斉藤高志

１５３

京都芸大版画専攻一移転後の12年一・舞原克典１２４

解題「グラフィック・パーソナリティー」

－８２－

6．刊行物

、江口善之１２９

芸大版画教室カリキュラム・舞原克典２９

クラフトテープによる工芸授業・西浦利一旧'４

芸大ビジュアルデザイン専攻学生作品１０３

クラフトと取り組むにあたって．小山喜平７５

景徳鎖訪問記・伊藤徹夫120

クリエーターを育てる為の「つかみ」－建築デザイン

毛虫を飼育して造形する・黒田猛別２５

科の取り組み－．六村浩士１５５

研究会の行方・森田耕太郎１４９

繰り返しから生まれるイメージ．中野光雄４７

研究課題「評価」の設定について・野崎龍吉別２２

クロッキーの評価と諸検査の考察．上田晴也別２２

研究大会、大学部会記録２４

クロワゾネー・デザイン研４

研究大会、中学部会、高校部会記録２３

研究大会報告２「パネラーを囲む共同討議」１０３

け
茄弘

現行の小学校教科書教材の中から・山野てるひ１２１

羽弘拠羽蛆羽記勿弧釣妬郎泌記砺印姐だ

芸術教育と環境・杉浦和利

現行中学校美術教科書の問題点・竹中保５９

現代芸術は何故現代的か・石田正３７

１

｢経験」という邪魔なモノ・杉浦美佐緒

現在位置からみた生涯教育の夢物語の現実
・伊藤弘之１０９

芸術教育の可能性を求めて「落書からアートヘ」

芸術・デザインの教育・中村隆一

芸術の危機と美術教育の危機・岡島隆男
芸術の領域について・岩城見一
芸大l回生共通ガイダンス作品
芸大1回生共通ガイダンス作品
芸大l回生共通ガイダンス作品

芸大l回生工芸ガイダンス学生作品
芸大買上作品（1954～79）

芸大改革案と入試方法の改定
芸大漆工基礎学生作品
芸大西洋画学生作品

芸大彫刻基礎学生作品
芸大デザイン基礎学生作品

芸大陶磁器学生作品

１

芸術の本質と芸術の本質・土肥通春

芸大日本画学生作品
芸大の織・八木敏
芸大の織・松原緑

芸大版画学生作品

町閖弱万万ｍ

・甲本明

幻想の中世一ゴシック美術における古代と帰国趣味一
・榊原吉郎136

現代学生の発想形体について・足立真三別３３
現代社会と美術教育・木村正恒１４１
現代社会と美術教育抽象美術について
・梶野あきら１４

現代性の一面を見る・竹内幸人別２５

現代彫刻・堀内正和旧１０
現代彫刻について・辻晋堂１日２
現代の立体造形に求めるもの・藤岡聖典別４１
現代版画・美大西洋画科版画教室旧１５
現代版画の現状と版画専攻・吉原英雄１２３
現代美術教育論・木内喜雄３１

現代美術と美術教育・木村重信２４
現代美術の動向と高校美術教育・高瀬善明１７

原点にもどって、考え直す美術教育・林正明８９
ケント紙による人間・デザイン研３

芸大陶磁器専攻に於ける「陶芸3」の実技内容
芸大陶磁器の設備について・小山喜平

原始の眼・堀内正和旧ｌ

別

芸術と自然・木内喜雄

１１

・村田和久

芸術と心理学・高橋成子

←

孝,恩寺のみどころ・定金計次ＢＩ４３

甲賀に点在する仏像管見・田村隆照別３７
甲賀の古寺・峯山聡別３７

工業試験場における工芸・デザイン教育・佐藤敬二１０９

－８３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

工芸Ｉの授業実践・桑田芳治９２

鑑賞教育．峯山聡１４２

工芸及び工作教育について・佐和、渡辺旧６

高校での評価．松下邦夫旧１７

工芸ガイダンス（染織）・三浦景雄４５

高校で美術を教えて35年・富田克１１６

工芸ガイダンス（陶磁器）・藤平伸４５

｢高校と美術」＿柴島高校の取組一・阪本由加１２３

工芸ガイダンス塗装実習・望月重延４５

高校に於ける鑑賞教育．山下毅別３４

工芸科図案専攻作品旧６

高校におけるデザイン教育・阪本由加別４０

工芸科目設置の周辺・杉浦美佐緒９２

高校における展示．山口汎一８２

工芸教育と地域性・後藤健吉８８

高校教育における「技」の指導とその現状

工芸教育と本校の陶芸学習・吉川幸直４５

・後膿健吉１２０

工芸教育における素材と技法・倉元英一２８

高校の工芸教育について．桑原芳治１２３

工芸教育について．（研究部）１８

高校の工芸にも漆を採り入れたい.松田敏夫８５

工芸教育について・秋山利彦３６

高校の版画教育における表現と技術について

工芸教育について・中野光雄９２

、松隅与助２７

工芸教育についてのアンケート・上田晴也別２３

高校美術クラブ員の交換合評会から・石山三男２４

工作教育についての－考察・金川明治旧３

高校美術・工芸の諸問題・川村善之１２

工芸教育の今日性・梶川忠雄119

高校美術コースの日本画指導・鬼頭篁旧８

工芸教育の諸問題．（研究大会記録）２０

高校美術でのデザイン．鎌田隆行別４３

工芸教育悲観論・藤原陽子４５

高校美術における「創作絵本」私論・樫田明夫123

工芸共通ガイダンスの実態・八木一夫４５

構成学習の一システム・荒木賢治旧７

工芸・工作教室と用具について・雑賀淳９２

構成教育について．（編集部）１日５

工芸・工作の教材(第４研究部会報告）・名合孝之９２

構想画で何を育てるか．勝鳥燕美３０

工芸・その今日的背景・藤崎誠９２

構想画導入への一考察・山田博８

工芸デザインにおけるイメージ・名合孝之別２８

構想画における導入・江口善之旧１６

工芸と教育・中野光雄９５

構想画の指導・渋川紐５

工芸と芸術・元丼能９２

構想設計専攻カリキュラムと指導内容について

工芸について・元丼能１９

、佐野賢７２

工芸について・エジプト留学記・藤崎誠１４

構想について・今井憲一、長野誠之助５

工芸の鑑賞指導について・寺山芳治８２

高等学校芸術科工芸の問題・川村善之１１９

工芸の実践・寺山芳治６２

高等学校芸術科の諸問題とその改善・松岡征士別２６

工芸と人間の手・佐藤雅彦３６

高等学校における彫刻．立体の指導・森H]耕太郎１３６

高校教育課程改訂について旧８

高等学校の美術．工芸教育．ｉ[口善之１２３

高校教育課程改訂をめぐって・幸野豊一ＩＨｌｌ

高等学校普通科における彫塑・立体の展開について

高校工芸教育の振興について・上田晴山別２６

、森田緋太郎９３

高校工芸教室の施設と設備・上田晴山３６

港南高校造形科に色彩教育．岡田篤彦124

高校生とマンガ・江口善之５３

高齢者大学の実践－嵯峨美術短期大学の場合一

高校生によるウインドー・ディスプレイ・大城載子２０
高校生のすごい表現・樋口芳光１２５

．木村昭三・北村正巳・辻信夫・有岡保行１０９
コーポレート・コミュニケーションとデザイン

高校専門学科（美術科・モダンクラフト科）における
－８４－

・斉藤正昭１０２

６．チリ行物

古画に想う・上村松篁２

故吉川武先生を偲ぶ旧３

国際美術教育会議に出席して・幸野豊一旧１３

コラージュ・木谷吟一ｌＢ７

黒色と墨と絵画と書と水墨画と・下店静市１日４

これからの美術科・上田歌子別２８

国民学校における図画・工作と他教科・科目との関連

これからの美術教育・上野富二郎４２

．:草尾和之１３８

これからの美術教育・新町真策４２

これからの美術教育・廣靖彦４２

極楽浄土祖型としてのダーク・イ・ブスターン洞
・榊原吉郎１３１

これからの美術教育・川村善之４２

個々の美意識の骨格づくりと生涯にわたる肉づけに向

これからの美術教育について・永井正夫旧１７

かって・岡普司１５７

これからの美術、工芸、図画工作科・谷口侃ＢＩ２８

心と体と美術教育・永山康子１３４

これも茶か．長崎盛輝１００

，L､やさしく厳しい美術教育・平岡達子１４８

コンストラクションワークとバイタリティ

。（編集部）１日５

後日の有効性をねらった高校美術指導計画
・中西和夫別３２

今日の社会状況と美術・大原情別４０

コスモ・クロノグラフイー・野村仁別４４

今日の美術教育の課題と郷土文化・大原清３７

個性・荒木敏子147

コンピューターと美術・藤原隆男１１０

個性尊重の教育と評価一美術教育と教科教育一

コンピュータと美術教育・藤原隆男１２８

・川村善之１４７

コンピュータによる造形授業・丸谷直１５１

個`性を認めるということ・大東純子ｌ４７

コンピュータを使わないコンピュータ造形のこころみ
・三宅章介１２８

こだわりの発見・倉科勇三１４８

後手の教育・多田幸浩ｌ３５

さ

湖東蒲生地方の仏像・田村隆照別4l
ことばと美術教育・安田保之４３

サーンチイと仏舎利信仰・田村隆照５０

ことばと美術教育「表現」について・山Ｈ１弘４３

細密描写から．椿昇７４

子供と私・中島清３８

材料経験について．星野日郎別２６

子どもに道具を与えよう・雑賀淳６ｌ

作品評価のあり方．平岡潤別２２

子どもに豊かな体験を・藤原義勝ｌｌｌ

作家と教師．三尾公三５６

子どもの教室・高橋顕児ｌ４５

作家と教師．近藤豊５６

子どもの心を育むイラストレーシヨン・平岡潤BlI25

作家と教師．野村耕５６

子どもの心を育むイラストレーション・平岡淵別２７

作家と教師．木村嘉子５６

子供のみるマンガアニメ・川嶋園子別３７

作家と教師．三宅いつ子５６

子供らしさ・寺林智子ｌＯ５

作家と教師．室田武５６

こどもをと})まく環境と美術教育・今川康寛別３５

作家と教師．坂手得二５６

子どもをとりまく教育環境・雑賀淳別３５

作家と教師・佐野賢１１６

この１年をふり返る・村上千穂１２０

作家と教師の問題について．後藤直正２４

このごろの料理15mのメモ－この他、定食も営業して

ThemeaningWithaconUnuance・ミネマツシゲホ１４８

います－・青木弘年１２５
個の`情景・佐野猛夫６４

３才児きりがみ・はりえ・黒田猛別２４
サント．マルガレーテン国際シンポジューム報告

湖北の仏像・田村隆照別2６
－８５－

・庄司達．他２６

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

し

滋賀県高校美術教育の実状・椙村睦親

滋賀県中学校美術教育の実情・椙村睦親
自画像・小関真弓

色彩感覚とデザイン・中川寿一

色彩教育の問題点・平岡潤
色彩と環境・白子修二郎

色彩による平面構成－１８回大会第１分科会
・辻井利夫

色彩の表情・長崎盛輝
色盲色弱生徒と色彩教育・川村善之
4.56年の3ケ年フルコース・山根留美子

３

３５

旧４
７２

６３

時代環境を超克する美術教育・中谷健三

別3１
３５

１H１
５４

１３２

視聴覚教材の有効利用について・金井充

１４０

漆工学生作品特集
漆工と類似するメキシコの塗り物・冬木偉沙夫

児童画塾から社会と未来へ・野々口泰代
自閉症児絵画教室について・山田太郎
紙魚の戯・石村忠次

市民の技術としてのデザイン・森本武
社会科からみた美術教育・岡本午一

写植・スクリーン印刷・七宝・ガラスの授業
・鈴木佳子

写真（映像の基本）・丸谷直
写真映像の本質・アーネスト・サトウ

写真集Bedin(West)1981・広瀬孝夫
爲楽について・梅原猛

自由画教育事始・黒田猛
住空間の創造・田坪良次

解題「蒐書家、業界、業界人」・榊原吉郎
１０年間の糸の長さ・小林正和

５８

１０年月の芸大・三橋遵

３１

周辺一斜陽一断想美術牧育・その潮流の片１，
美術教育・その潮流の片隅から
・吉村堯

１日1４

１

漆芸の展開・冬木偉沙夫

指導困難な生徒について・森下佳都子

１

時短と生涯教育・木寺洋子

漆喰壁に描く．大河内久男

指導計画の作成について・泉地道子

１

自然の中で．上村松篦

児童画の見方・金沢大士

屹製型部伽的製鋼万四

思春期の自我形成・仲谷洋平

自然の色再現の難しさ・上羽雅夫

・野々口泰代

児童画の世界・上住雅恵

別3２
６９

９１

別4２

｢児童画の国際交流をすすめる画塾協会」から

自閉症児の開けの場・金沢大士

実習生と指導教官へのアンケート調査
施設、設備の調査を通じて・山下毅

児童学科でのでの授業・斉藤知子

１１

獅子窟寺薬師如来座像・田村隆照

児童画塾での実践・野々口泰代

１

色彩教育用基本色の改変について・長崎盛輝

１４２

別

色彩教育の目的について・田中佳洋

・舞原克典

１１

信楽と陶芸、デザイン教育・近野久、疋田孝夫

8０

私的体験より（教育課程審議会への提言）

訂妬聞、乃的ね氾皿朗剛

滋賀の工場見学と近江八幡の古寺・峯山聡

Ⅲ胆旧旧昭山１旧皿に旧旧
５
月８
５

滋賀近代美術館と湖東の古寺・峯山聡

室内装飾基礎実習の考察・寺石正作
８１８８９０８４４３２１

シアトル学校繁昌詳伝・藤本敬八郎

９９

１２０

授業時数減少のなかで・小野真紀男
で・小野真紀男１３４

漆工の基礎・漆工研究室

８５

授業時数と表現・北本光雄
本光雄１３４

漆工の基礎加飾の技法・冬木偉沙夫

８５

授業時数と表現・阪本由加
本由加ｌ３４

漆工の基礎乾漆の制作を通じて・新海治

８５

授業としての彫塑とその問題点・殿浦伸明
その問題点・殿浦伸明９３

漆工の基礎木地のの制作・藤崎誠

８５

授業について・丸谷吉隆
吉隆１２４

漆工の基礎髭漆・望月重延

８５

呪術と技術・吉田光邦
邦２７

漆工の基礎塗料の歴史・出水敏明

８５

シュタイナー教育の受容について・片岡節也
受容について・片岡節也１０８

４

純粋造形としての色彩構成・谷口侃
彩構成・谷口侃旧1５

実践報告「手」・駒井達子

－８６－

６．刊行物

生涯教育として美術教育．山田弘別３９

情報社会と美術教育・榊原吉郎６１

生涯教育と美術．榊原吉郎１０９

昭和58年度総合基礎実技について・関根勢之助９０

生涯教育と美術椙村睦親１０９

書教育と作品・岡本憲一郎４１

障害児教育．陶板壁画の共同制作．反橋滋夫別４０

職業高校における陶磁器教育・佃秀賞７５

障害児教育における美術教育について・谷川彦之８７

初等教育における「つかみ」・「発想」・「手だて」

障害児の造形教育・星野日郎６１

－実践を通して・苞刀由利子155

障害児の多様性について・仲谷洋平７８

書と中学校における美術教育・明星新二９６

障害をもつ就学前のこどもたちを中心とするお絵かき

書と美術雑感・'11口汎一９６

教室．久保田壹重郎157

書の芸術`性と意識・芦田裕昭９６

小学生とマンガ的絵画表現・三浦考宣133

資料と美術教育と・河本昭５９

小学生の子供達の美術館を活用した学習一造形表現の

資料について・鈴木佳子５９

基礎として－・橋本美保１４４

シルクスクリーンによるカルタ作り・坂西友子９１

小学生のマンガ読書の傾向・今川康寛別３７

シルクスクリーンの基礎・田中孝７０

小学生の版画における「手の技」・請田留美子１１８

シルクスクリーンの指導・藤原陽子３７

小学校高学年の版画指導・石上敬三９１

｢深渕インドへの旅・駒井達子旧１７

小学校５年生の教室から・尾関禮次郎８３

人格形成における芸術教育・山松質文旧ｌ
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すごい表現・松村理身
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図工教青将来のために・中岡広一

－８７－

１別１１１１１１－

、倉智久美子８３
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生活と工芸・新海治

１
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造形諸能力の相関・川村善之

1１７
７５

別3２
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中学校における造形の基礎教育・石山時彦９０
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丹波篠山・富山誠一

別２５

中学校の美術教育と資料．辻本洋子５９
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求めて￣・永山康子１２９

中国紀行記・加藤いく子，３０
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中世．ケルト美術研修の旅を振り返って・中島知子１２２

定時制とデザイン教育・青山泰

鋳造を授業に取り入れて．桑田芳治１１１

定時制における美術教育・久保田秀弥

中途はんぱな絵画．鈴木八十二，０６

定時制美術教育の現状と問題点・泉地道子

中・美．研の活動を通して芸大の未来をさぐる

芸大染織基礎学生作品

．明星新二１４９

心に．田村隆照別３４
彫金七宝．住谷晴美別４３

テキスタイルデザインの意味・柏木正和

テキスタイル・プロジェクトについて・中井貞次

１１

長岳寺阿弥陀三尊と井戸堂十一面．下永地蔵菩薩を中

テキスタイル・デザイン雑感・中井貞次

弱Ⅲ“如如如帥肌叫笏

出会いのかたちと可能性・山本昌代

１１１

抽象彫刻．堀内正和旧５

テキスタイル・プロジェクトについての考え方
・滝口洋子

超現実表現の技術指導．中西和夫別２４

１２５

彫刻科のカリキュラム・上11Ｉ弘明６０

デザイン教育・佃秀實

１１０

彫刻基礎とカリキュラムについて・佐野賢６０

デザイン教育雑感・向井正也

１日８

彫刻的という事に就いて及び其他．山本格二１００

デザイン教育と地域性・浜坂渉

８８

｢彫刻」という言葉の不思議．福嶋敬恭１４１

デザイン教育について・中村隆一

８１

彫刻の基礎・山本格二６０

デザイン教育についての考察・勝見成太郎

２８

彫刻の終末処理場一彫刻作品の再配置プロジェクトが

デザイン教育には立体的な指導を.渋川鑑

生じるまで￣・濱坂渉１３６

デザイン教育の問題点・雲林院太郎

彫塑教育雑感．藤本敬八郎２６

デザイン教育の問題点１４回大会討議

彫塑指導について・田中治２６

デザインコースにおける諸設備について・平田自一

彫塑指導の夢と現実．田中治６０

デザイン的絵画と絵画的デザイン・安田保之

彫塑指導法についての一考察・西村敏雄６０

デザイン学習の一例・中川寿一

彫塑における共同学習の￣例．川久保健三２６

デザイン学習の実践・竹内幸人

彫塑の授業の中で・清水一意別４１

デザイン学習の方向づけ・三邨節子他

彫塑部会資料・江口善之別２３

デザインの技術指導・青山泰

彫塑．立体の指導．井上昭９３

デザインの基礎学習・上羽雅夫、松本良一

－９１－

１

２８

１日1２
６６

別28
1日７
６１

１日９
別23
1日７

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

東南アジア写生旅行・谷口侃

デザインを決定する条件・上野伊三郎旧６

銅版画の基礎・舞原克典

道明寺と葛井寺の観音像・田村隆照

｢手仕事の道具百科」について・江口善之１１８

灯油窯について・山本茂兵衝

テストドウルーアンの絵画評価・江口善之別２２

特殊教育から見た教育改赦と美術教育

デッサンの意味と変遷・森本岩雄５１

図書研究資料室のスライドの紹介・江口善之

１

都市景観の裏一表・真野岩夫

銘別製

・森脇勤

鉄格子の中での美術教育・高橋文雄５４

別

手作りの機械を使った工芸教育・寺山芳治７３

別

手仕事のすすめ・金井良輔144

４０７８
７９】ｌ

デザインの基礎教育．（芸大デザイン研究室）４９

鉄一鋳造による彫刻・野崎一良５２

な

デトランプ技法の紹介・小倉和音５２

手短な'`造形”雑記一平面・立体交差の時間から－

名古屋芸大入試について．片山宏８４

・井田彪９３

奈良県高校美術教育研究会の歩み．城、愛久沢ｌＨ８

テレビと美術教育・勝見成太郎別２７

南西大和と南河内の古寺．峯山聡別4２

手わざの意味・藤崎誠６３

に

伝統と創造・現場の体験から・林正明５１
伝統と創造のかかわりについて・野崎龍吉５１

西ドイツ造形大学におけるデザイン教育・津田辰治６８

点と面・吉村堯１１２

西山小の環境と年間指導計画別42

展覧会とのかかわ}）・林正明１３０

21世紀の美術教育像を探る.喜田健嗣１４８

展覧会について・藤原和正８１

ニコス・スタンゴス編「２０世紀美術」について

展覧会の内容重視へ・藤原和正130

天理参考館と天理周辺の古仏を訪ねて

・潮江宏三123
日本画専門教育‐n・岩井弘１０６

・松岡征士別3４

１]本画基礎実技について.緩[H勝義１３０

日本画基礎のカリキュラムについて・木下章５５
と

日本画基礎描写の流れ・大野秀隆５５

ドイツの教育と美術教育・ラインハルトフリッケｌ７

東欧・ドイツの美術館-1989年度研修旅行報告一

日本画基礎・模写・岩井弘５５
日本画教育について・上村淳之１３２

・江口善之１１５

日本画専門教育虚空間-1・上村淳之１０５

陶芸の基礎・松村理身１２０

日本画における伝統・小野竹喬５１

陶磁器学生作品旧１３

日本画の基礎・上原卓５５

陶磁器基礎実技について・甲本明７５

日本画の技法・上村涼２２

陶磁器基礎実習・甲本明１１７

日本画の教育作家としての自立を目ざして

陶磁器特集について．（陶磁器研究室）旧１３
陶磁器に於ける量産の基礎とその実習について

・小嶋悠司１３１
日本画の表現について・野村耕３２

・勝野博邦７５

日本画模写・岩井弘ｌ２９

陶磁器の基礎教育について・藤平伸７５

Ｈ本近代絵画史試論空間論その一・榊原吉郎９１

陶磁の美・谷田閲次１日４

解題「日本空間の誕生コスモロジー・風景・世界観」

束塔から西塔へ.富山誠一別２８

・榊原吉郎１４６

陶土によるミニ建物模型を作る．辻本洋子別4３

日本現代美術論・河北倫明１９

－９２－

6．刊行物

日本工芸の特色・元丼能旧１３

残すべきもの、伝えるべきもの(造形表現の基礎）
・坂根純子１４４

日本におけるキュビズムの受容状況とその定着につい
て・高木由香里１３８

残すべきもの，伝えるべきもの－アイデアの浮かばな

日本の伝統と美術教育・満岡忠成旧１３

い子一．坂根純子１４４

日本紋章学解題・榊原吉郎１２２

｢のる授業」を求めて．川上隆史１０４

日本美術教育史からみる今日の課題・川村善之１１３

（よ

入試雑感・中野光雄８４

人間性と美術教育・中西和夫５７

拝啓，教育課程審議会委員殿・佐野賢１４２

人間性と美術教育・中田誠５７

バウハウスにおけるパウル・クレー・渡辺眞９９

人間性と美術教育・森文男５７

バウハウスの予備課程・渡辺眞６７

人間性と美術教育・土肥通春別２９

白雁・上村松篁100

人間回復と美術教育・川村善之７９

博物館，美術館と美術教育，そして生涯教育

人間教育の回路・中谷健三別３８

・榊原吉郎１４１

人間形成と美術教育・松崎守５７

はじめてのえのぐ・奥美佐子別３３

人間性と美術教育・鯵坂二夫５８

パソコンと遊ぶ？遊ばれる？・藤岡聖典１１９

人間性の構造・金沢大士５７

パソコン導入積極的ですか？・藤岡聖典１２８

人間を描く・永井逵一６２

パソコンを利用した色彩計画の指導・田中佳洋別４３

人間を描く・中村善種６２

パッケージデザインにおける導入・寺村晴雄ｌＨｌ６

人間をえがく・野崎龍吉６２

発想と創造・吉原英雄１０３

人間をテーマにしての学習展開・野崎龍吉１６

発想とテクノロジー・木村嘉子１１９

認識と表現・石田正、他（ゼミ記録）１０

発想とテクノロジー石野彫刻シンポジウムの場合
・山本哲三119

認知スタイルー第四の個性一・仲谷洋平１０３

｢発想」とデザイン教育・森本武116

ね
７７

１１

年間指導計画・明星新二

発想と手だて～つかみ・中尾一郎１５５
１１

年間指導計画・江口善之

年間指導計画について・坂地佳都子

１ｌ別別

年間指導計画について・叶千寿子

７４２２
１１４４

｢年間指導計画」について・贋靖彦

発想と手だて～つかみ・多田浩幸１５５
発想と手だて～つかみその後・飯田真人１５６

年間指導計画一たしかな美術教育を目指して－
・雑賀淳

発想と手だて～つかみ・長田善史１５５

発想と手だて～つかみその後・上山映子１５６
発想と手だて～つかみその後・片山洋一１５６
｢発想と手だて～つかみ」を読んで・長谷川桑知子１５６

発想と導入・松尾由紀子１５５
発想について・堀内正和４

の

発想の転換・梅原猛３９
発達段階と鑑賞・寺田博１２２

残すべきもの、伝えるべきもの(造形表現の基礎）
・土肥通春144

発達段階とその原理・仲谷洋平７２

鳩笛を作る－音のイメージー・森川修７７

残すべきもの、伝えるべきもの(造形表現の基礎）
、武内勝彦１４４

｢花と土と人」展・佃秀實１３０

残すべきもの、伝えるべきもの・辻田美和１４４

張り子の制作・浜田つた子３６

－９３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

版画指導の諸問題.（版画部会）
版画の基礎・吉原英雄

版画の表現指導・愛久沢勇他
版画の状況・吉原英雄

万国博美術展のみどころ・富永惣一

別

版画部会資料・林正明

旧１

版画教育の一断面・吉原英雄

版画指導のありかた・富田克

閉追弘羽羽刀印羽羽羽

バルセロナの夜間学校・山添耕治
版画学生作品

ひ

美術鑑賞教本編集委員会活動報告・田中佳洋
美術鑑賞能力を向上させる契機・川村善之

１５１

別3４

美術鑑賞プリント２例・草尾和之

１２２

美術館と美術教育・元井能

１１２

美術館における美術教育について・清水純一郎

７６

美術館の存在意義・編集部

１１５

美術がんばれ．藤岡聖典

１３９

美術教育機関としての美術館・江口善之

６９

美術教育研究誌の発刊によせて・佐和隆研

１

美術教育と環境構成・三木信一

７６

美術教育と環境構成・永炸逵一

７６

美術教育雑感・竹内幸人

４２

美学の現代的課題・石田正１００

美術教育雑感・三宅多喜男

秘境から・入木一夫４４

美術教育私見・金川明治

１日ｌ

秘境ラダック・宮本道夫８６

美術教育私考・北里桂一

別2６

．.美”５０号のあゆみ.（編集部）５０

美術教育(図工科)における年間計画・今川康寛

肥後守でつくる・藤原義勝８３

美術教育とイメージ・川村善之

５２

ビジュアル４回生の専門教育の実情・大住順一１０２

美術教育とイメージ・池田一良

別2８

ビジュアル・デザイン・鯛天成雄９５

美術教育と環境・駒井達子

ビジュアルデザイン専門教育(Ⅲ）・中井貞次１０４

美術教育と環境・佐藤武郎

５４

ビジュアルデザイン専門教育の今日的課題

美術教育と環境・谷口武史

５４

・越田英喜１０２

８９

６７

５４

美術教育と環境・新町真策

５４

ビジュアルデザインの基礎・平田自一４９

美術教育と環境・古久保三郎

５４

ビジュアルデザインの教育・平田自一１２５

美術教育と教育課程（高校美術教育の立場から）

ビジュアルデザインの現状一コンピュータ導入による
影響一・辰巳明久１５１

・松岡征士

102

美術教育と教科性一学校教育における位置つけ－
・川村善之

ビジュアルデザインの専門教育（Ⅱ）・平田自一１０２

美術教育とクラブ活動・平岡達子

美術教育と道徳教育・大原清他１日９

美術教育とことば・榊原吾郎
美術教育と子どものイメージ・雑賀淳

美術科指導案の一例・鳥取正昭６７

美術教育と作品・坪田堯

美術科指導内容の一考察・石田三男４

｢美術教育図書」解題２．榊原吉郎

美術科と指導計画・宮川実７２

｢美術教育図書」解題３.榊原吉郎

美術科におけるプログラム学習・雑賀淳６

｢美術教育図書」解題４．榊原吉郎

美術科年間指導計画・長谷田三保子別３１

｢美術教育図書」解題５．榊原吉郎

美術科年間指導計画・松元雅夫別３２

｢美術教育図書」解題６・金沢大士

美術科の弾力的指導について・宮川実３０

｢美術教育図書」解題「芸術教育思想史」

美術鑑賞教育のための私論・榊原吉郎１４２
－９４－

・榊原吉郎

１１１１１

美術科時数確保と教育条件の充実・松岡征士別２４

師団⑬灯似皿伽叫朋的

ビジュアルデザインの専門教育（１）・平田自一１０１

1０１

6．刊行物

美術教育と地域性・鳥取政昭
美術教育と統計教育について・田中明正
美術教育と評価の問題・鍵野馨
美術教育とマンガ・ヨシトミヤスオ

美術教育におけるイメージ・坂手得二
美術教育に於ける映像の試み・松岡征士

美術教育における鑑賞指導・佐和隆研
美術教育に於ける基礎学習の計画・村上正典
美術教育における現代性と地域性・鳥取政昭
美術教育における現代性や地域性・長田善史

１

美術教育と私・榊原吉郎

別

美術教育と第15期中教審・梅本善昭

●

倒姐路型、切団灯拠距酊訂訂

美術教育と人格・高梨栄作

美術教育における個性と民主主義の問題
・山野てるひ

美術教育における実践と研究と運動・川村善之

美術教育の教材観・江口善之１２１

美術教育の現況・竹内幸人旧８

美術教育の現象学モデルについて・高間準１１１
美術教育の現状と問題点・江口善之別２５
美術教育の現状認識からの提言・黒川雅子１０１

美術教育の施設設備・編集部６６
美術教育の施設と設備・長谷田三保子６６

美術教育の祝祭的意義について・片桐節也８７
美術教育の資料・江口善之５９

美術教育の責任と今の課題・藤原和正１２７
美術教育の責務・田中健一１日２

美術教育の体系化と創造性の開発一青年期の心の発達
に視点を置いた美術教育一・松木康子１４１

美術教育の潮流（雑感）・廣靖彦９９
147

美術教育の動向と研究会の課題・池田一良別２４

104

美術教育の方向をさぐる・野崎龍吉別２６
美術教育の役割・山崎俊保２１

美術教育における創造性の問題と一般教育
４４

座談会「美術教育のゆくえ」・山野てるひ１５０

美術教育における陶芸・内海盗郎

７５

公開座談会「美術教育のゆくえ」に参加して

美術教育における評価・鶴崎熊太

２２

・大河内久子１５０

美術教育における評価．（安田謙、他）

２２

美術教育のゆくえ・丸谷直１５０

美術教育における評価の問題点・仲谷洋平

２１

｢美術教育のゆくえ」-2000年１月23日公開講座

美術教育における表現と技術・青山政吉

２７

美術教育における表現と技術・川村善之

３２

美術教育における表現と技術・川村善之

別2３

・金井良輔１５０

美術教育の新しい課題と展望・池田一良

１４６

｢美術教育のゆくえ」記録１５０

美術教育の意義・佐和隆研

旧１

・松田良介

⑲⑲朗岨皿

美術教員「形成」の諸問題・川村善之１０７

４３２５

美術教育の意味・梅原猛

１５８７

美術教育の一環としての色彩教育・平岡潤

美術教育の歴史について・潮江宏三６４

１別

美術教育の位置づけ・寺山芳治

美術教育の可能性と限界・笹田康弘
美術教育の危機・平岡潤
美術教育の教科構造と領域・川村善之

１１

美術教育の過去・現在、未来・榊原吉郎

美術教育の歴史に学ぶ．編集部６４

美術教育の歴史をふりかえって・鶴崎熊太６４
美術教育の評価の二重性・金沢大士２２
美術教育を振りかえって．鳥頭尾精７２

美と研究会の未来像一過去・現在・未来一
・江口善之

｢美術教育のゆくえ」より・村田和久１５０
美術教育の歴史・山田弘６４

美術教育の一考察その徒然なるままに
・明星新二

まとめ－・金井良輔１５１

座談会「美術教育のゆくえ」記録掲載にあたって

美術教室での対話・山崎良子４３

美術教師のあり方・川村善之１日ｌ
美術教師の腕の一本・木村洋子１３９

美術教師の「現代」把握・星野日郎別2５

－９５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

美術教師のねがい・松井亮造９

日々の実践の問題点・林正明別２８

美術クラブ活動の実際・山近義人２１

"美”１００号のあしどり編集部100

美術系大学入試の問題点・贋靖彦８４

皮膚感覚のアート「新しい表現」とは何か

美術系大学入試の問題点・坪田堯８４

、青野卓司１５３

美術系大学入試の問題点・岩原良仁８４

秘密の部屋．栗本夏樹１３６

美術系大学の入試について・上村淳之８４

冷や汗かいて井戸端会議・木寺洋子１４５

美術系短大として・北村正巳１０６

評価から環境をよむ－経験と情報の視点から－

美術研修旅行に参加して・藤原陽子３３
美術・工芸教育におけるコンピュータの活用

．奥美佐子１３５

描画指導における材料用具とその表現・佐藤保美別３９

・横田学１４０

美術・工芸教育をとりまく諸問題解決のための取組み

描画、彫塑の写生、構想表現・伊原市十郎他１日９
評価について．井上巌２２

１３８

評価について．斉藤知子別２２

美術作品からみた発達段階・出井伸明

７８

評価についての－提言・仲谷洋平旧１７

美術史教材の穴場を見つけて・大東純子

８８

評価についての提案．椙村睦親別２２

別3５

評価の実践例．金井充１２６

１９

描画の発達と構想画・荒木賢治１日１

・辰巳佐智雄

美術と社会教育・江口善之
美術Ⅱでとりあげた染色の技法・古川義行

美術による人間教育の意義の確立・平岡潤

別2６

評価の問題点．川村善之別２２

３３

評価の問題点．太田茂別２４

１４０

評価部会資料．渋川艦別２３

美術の授業における「ことば」・雑賀淳

４３

評価をめぐる一考察．梅本善昭１２６

美術の専門教育・山添耕治

９５

表現．安田謙４２

美術の評価について・竹内幸人

１６

表現技法に関する道具使用の指導について

美術の鑑賞教育について・太田茂

美術の鑑賞教育の教材・江口善之

美術は高校でも基本教科・川村善之

美大工芸学生作品特集

美的教育の復権・金沢大士

１

美的体験の構造化・金沢大士

但蛆偲肥肥屹

美術を皆のものに・江口善之

表現と技術．来野月乙２７
１１１

・泉地道子

美術を週２時間必修で・藤原陽子

美と研究会の未来像一過去・現在・未来一

・佃秀實
ひとつのささやかな試み・吉村堯

ひとりひとりをみつめて・日置章雄
ひとりひとりをみつめる評価・上野和子

美について・上村淳之

、中本健喜８９

１日1５

美術教育を志す若い人の夢にこたえてほしい

｢表現と技術」雑感．藤本敬八郎別２４
表現と技法・星野日郎３１

表現と技法．石田勇別２４
表現の基本について．中村繁正別２４

表現の未来形にシフト構想設計・中井`恒夫121
表現へのいざない．長谷田三保子１５７

表現を高める手だてについて・内藤敦夫３２
１４９

兵庫県の高校における美術教育の現状・金子政昭ｌ４２

３６

兵庫県美術教育の現状・渡辺信正、館花修旧８

４１

描写と構成及びデッサンとマテリアルについて

１２６

、山本格三２６

５４

広島高校美術教育の現状・朝平恭敬別4２

美の研究をはなれて・中野珠生

１４４

日々の実践の問題点・阿部佳男

別2８

－９６－

６．刊行物

ボーダーを超えてしまった私たち・吉田孝光１４６

△、

フィエソレの丘・上平貢

９

ポーダーレス・藤本典子146

風景画とポスターの作品にみる色彩表現の実態
・川村善之

フォーマリズム美術教育の先にあるもの・高間準

部活動と美術教育・金井良輔
福岡県美術教育研究会・山下進公

ポーダーレス・真野康光１４６

別2５

ポーダーレス社会と幼児の表現・奥美佐子146

１４３

ポーダーレスって何？・飯塚牧子１４６

８１

墨色など・富山誠一３５

１日８

ぼ〈のともだちのフクシマさんです「教師」と「とも

不振児を教えていて・宮崎実仁

別２４

だち」・福嶋敬恭116

二上山の東と西の寺々，その仏像

別４２

僕は美術の教師である．藤岡聖典１３３

旧３

ポスター制作一反核と平和のために－・梅本善昭９４

仏教の貌・吉川武

仏像彫刻の様式理解と先入観・田村隆照

プノンペン王立芸術大学訪問によせて・辻田美和
冬日・高林泰
プラスチックス・佐伯健作
古い街道に沿って・富山誠一

６１

ぼたん・金尾音美｜Ｂ２

１５３

堀内正和作品旧１６

２５

本会１０年の歩みを顧Ｉ)みて．（編集部）ｌＢｌＯ

ｌＨ７

本会の今日と明日・川村善之１４９

Ｈｌ２７

本学90年史の意味するもの・佐和隆研２５

４９

本学日本画教育の現状・木下章１０７

く解題＞粉本・絵手本・榊原吉郎

１１７

本枝における「読書感想画」の指導・草尾和之１４２

粉本について－再考一・榊原吉郎

１４４

本枝のデザイン教育・黒津康明２８

プロダクトデザインの基礎・高井一郎

本枝の美術教育・笹本仁別４３
本年度の海外研修を終えて・江口善之１０７

へ

平面材による立体構成・野崎龍吉

旧１５

ま

平面材による立体構成18回大会第２分科会
３

毎日の生活と工芸・松田敏男別３９

平､iにおける色彩構成・上田晴也

１Bl5

幻の図巻・佐野猛夫１００

平面造形と表現と技術・竹内幸人

BU24

マルチメディア・濱崎修平１３７

４５

マルチメディア，この１０年・三宅章介１３７

１日３

マルチメディアと美術，工芸教育・桑田芳治１３７

・安土優

ヘゴ（板）づくりの楽焼・干谷宗一
ベルサイユ・川端弥之助

マルチメディア入門一美術の場合一・松本英太郎１３７

ペルシャの先史土器・小11｜喜平

変遷西洋画科から1111画専攻へ．真野岩夫

112

マルチメデイアを考えるデジタル情報と情報環境
・鳥越和美137

ほ
保育系教員保母養成校の造形指導・黒田猛

銘銘

保育園と幼稚園の相異と問題点・池田一良

マンガ・アニメについてのアンケート・小関真弓別３７

訪中記・新井富美郎

１

放送学習をとりいれた図工教育について・山田陽子

乃汀蛸銘

保育目標と幼児画の評価・池田一良

漫画雑誌とその現状・松岡征士５３
マンガチックな漫画論・榊原吉郎９７

保育系短大の環境構成と共同製作
・黒田猛、小林等、小川恵三

マンガ形式・林剛９７

マンガと美術教育・尾関礼二郎５３

マンガと美術教育・平田自一５３
漫画と美術教育・黒津康明５３

マンガと美術教育・江口善之９７

－９７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

マンガと美術教育・碇洋子

別3７

盲学校における美術教育・宮崎又行

漫画について・榊原吉郎

５３

マンガの表現・山田清貴

別３７

木彫アクセサリーの制作・田中佳洋

マンガの魅力・梶田純子

別3７

木版画～詩と版画・岡田多実生

マンガの歴史・平岡潤

９７

マンガを課目として4年の記・ヨシトミヤスオ

５３

み
｢見えない彫刻」から・榊原吉郎

１１４

木版画に取組んで・結城幸夫

３４

２９

木版多色刷り年賀状・小島正武

右手と左手の間で・舞原克典

４８

文字道遥・榊原吉郎

６３

７０

木版画の指導・松田高治

文字形象の進化論メモ・石川九楊

１１９

１５２

別4３

木版画の基礎技法・辻浩

７７

見直しの造形教育・黒田猛

２

８５

木版画の実践・鳴坂旭

｢見える」ことについて・鶴田憲次

密教と仏像・田村隆照

別3１

木製組立玩具・デザイン研

１日1５
９６
１３２

文字の造形性・中田勇次郎

２１

模写雑感・林司馬

３０

南河内、和泉の古仏を訪ねて・栓岡征士

別3３

Museum見たこと感じたこと・三谷巍

１１２

木工遊具・小林伸雄

魅力ある研究会であるために・田中佳洋

１４９

モニュメント一考・小清水潮

７６

ものの形を教えるということ・山崎脩

２６

見る。遊ぶ。描く。作る。小学校の美術について

見ること、見えるもの・関根勢之助
弥勒菩薩像．（芸術学研究室）

３６７２５５

見ることから作ることへ・木村重信

８２３日
’

・佐野賢

ミロ展をみて・今川康寛
ミロ同行記・亀田正雄

木工芸・藤崎誠

物の中の神・片桐節也

別2３
１５３

１２０

モホリーナギーの造形教育思想・渡辺眞

８９

や
やきものにみる技の世界・峯山聡

120

ゆ
む

｢YOU」主演顛末記・岡田篤彦

め

名作展所感・上村松篁

名物裂の存在・元丼能
メキシコの壁画・妹背平三

メルボルンより・森伸子

１１

目指せ！輝くオバチヤン先生・石田眞弓

１１１

名作展鑑賞記録・幸野豊一

油画専攻の授業・渡辺･恂三

型印叩的妃坐肥

｢名画を見る眼」を読んで・榊原吾郎

油画専攻の授業・渡辺`恂三
油画専攻の授業・大串佐知子
油画専攻の授業・鶴田憲次

油画専攻の授業一壁画制作の場合一・山添耕治
油画専門教育１・田村光義

別似弱釿訂詔釣的

・木内喜雄

1１４

１１１１１１１１

無限柱の周辺・塚脇淳

遊子遍歴新しい表現２－生きる喜び￣

油画専門教育２本学油両教育「油画２」の現状
・渡辺･恂三

1１０

油画専門教育３本学油画教育「油画３」の現状

ｉｔ）
盲学校と美術教育・宮崎又行

・サイモン・フィッツジェラルド
7８

油画専門教育４・山添耕治

－９８－

lｌｌ

ｌｌ２

６．千リ行物

１１

豊かな発想を広げる手だて・白井陽子

四必弱

豊かな遊び・斉藤正親

豊かな感性を育てる芸術教育・向井弘子

幼児部会資料．池田一良別２３

熔接によるマガジンラップ其の他の作り方
.（編集部）１日５

幼稚園に於ける美術教育に関する問題・橋村栄運３８

よ

幼稚園の指導計画．土肥通春別3２

養護学級の美術を担当して・上田歌子４０

ヨーロッパ紀行・松田与一４

養護教育と美術・山田清貴７８

ヨーロッパ諸国の美術大学におけるデザイン教育の概

養護学校における教材・鳥越清敏１５３

要・長崎盛輝旧1l

養護学校における陶芸・平井基子別３３

ヨーロッパの印象・谷口侃２O

養護学校の指導計画について・河瀬桂子別３１

ヨーロッパの旅．泉伸子８６

養護学校の美術教育における実験的指導

ヨーロッパの文字と歴史と手描き書体について

・田中佳洋１１８

゛鈴木佳子９６

養護教育としての美術教育の在り方・金沢大士４０

ヨーロッパ四千粁・柴田穣４

養護教育について゛加藤いく子別３２

ヨーロッパ美術の旅．峯山聡８６

養護教育部会報告・川嶋園子８０

甦えれしなやかな感性．廣靖彦１４２

用語「造形」と「美術」について
ｂ

゛用語研究部会報告別3５
ようこそ！第２美術室へ！・小林久美子１３３

櫟野寺と善水寺のほとけ・田村隆照

別3１

幼児画の指導．内藤英治、文上文生、長谷益子３８

レノ

幼児期から美術に親しむ－｢美術に遊ぶ｣を巡って－
．江口善之１４７

リチエオ・アルテイスイコ訪問・桜井晨正６８

幼児教育学科における指導・安土優５６

立体造形一ケント紙による正多面体一・松岡晴彦１１４

幼児教育学科の美術教育・上田晴也７１
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6-2現代の美術教育
昭和5３（1978）年７月１日、第30回研究大会を
記念して刊行。執筆は本会会員48名。（Ａ５版242

【入学試験問題(実技)索引】
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１１１１１１１１１１

昭和47年度 (1972）

日

昭和46年度 (1971）

－

昭和41年度 (1966）

頁、定価25000円）

本書の趣旨は、次の緒言に述べられている。
はじめに

美術教育は､学校教育だけのものとは限らない。

また、学校教育にも、専門美術家や職業人を養成

する教育もあれば、国民のすべてを対象とする普
通教育における美術教育もあり、この両者には相
異もあれば基本的に共通するところもある。

ところが我国の美術教育では、この普通教育と
専門教育が、研究活動の面で全く切り離されたあ

り方をしてきたため、両者を一元的に捉える視点
に欠けるところがあったことは、ひとつの問題点
といえよう。

幸い本会は、京都芸大美術学部における専門美
術教育の教授陣と、専門教育または普通教育での

美術教育に携わる研究者や実践家である多数の卒

業生をひとつにする研究団体であり、既に20数年
に亘って､継続的な研究集会や会誌の刊行を通じ、

研究の成果をあげてきたのである。その内容の特
色とするところは、本会の性格上、上述の課題に

対応する姿勢に貫かれたものであったということ
ができるであろう。

幼、小、中、高校における美術教育が、そのま
ま美術専門家育成の教育でないことは言うまでも
ないが、ややもすると両者が全く異質のものであ

る力､の如き誤解もあり、ひいては美術の本質を歪
め、美術教育の人間形成にかかわる本質を失う危
険もなしとしないのである。

大学における専門美術教育の底辺は、幼、小、
中、高の普通教育である。専門教育は普通教育を
無視することができないと同時に、普通教育にお
ける美術教育は、美術することの本質を失ったも
－１０３－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

のであってはならないことを、充分自覚する必要

第３章鑑賞教育

がある。

１．美術の鑑賞教育…………………佐和隆研

上の趣旨から、美術教育の問題を、専門教育と

２．古美術の鑑賞について．.………･田村隆照

普通教育の両面から考えあうことは、正に今日的
な課題でもあろう。本書がその点で－つの役割を
果すことができれば幸いである。

３．評価の偏向………………………黒田童太郎
第三部美術教育の実践
第１章指導計画と授業
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６．高校の日本画指導………………林正明

３．人間性の構造と美術教育………金沢大士

７．彫塑指導について………………田中治

第２章イメージと美術教育
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第３章遊びと美術教育
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２.子どもに道具を与えよう………雑賀淳
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３.工芸と人間の手…………………佐藤雅彦
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４.造形の基礎について……………加藤正明

京都芸大の工芸ガイダンスについて……八木一夫

第２章伝統と創造

色彩の表情…..…………………･……長崎盛輝

１．デッサンの意味と変遷・………･･森本岩雄

２.伝統と創造のかかわりについて………野崎龍吉
３.古画に想う……………･…･……･上村松篁
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デザインの基礎教育…..…………･…平田自一
編集委員
江口善之

川村善之黒田猛

雑賀淳

野崎龍吉

６．千リ行物

２．創造主義３．社会的課題

６－３美術教材事典

４.版画教育５.造形主義
６．造形要素訓練７．デザイン教育

本書は平成６（1994）年７月20日、本会発足４０

周年の記念事業として企画され、７名の委員によ

８．芸術主義９.遊びの造形行為
Ⅲ造形の動機からみた教材…………川村善之

り満２ヶ年を要して編集された。

ｌ）イメージの創造と表現

本会会員の在職する職場は、大学、短期大学、

２）造形の動機

専門学校、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、

Ｌ対象とのかかわりから

保育所社会教育に及び、すべての校種にわたっ

２．生活経験の中の興味から

ている。本書は、これらの会員の実践から、改め

３．社会的課題への関心から

て物故者や退職者も含め、321人の、１歳の乳幼

４．文学との出合いや空想の世界から

児から80歳の熟年者に至る幅広い学習者を対象と

５．装飾美の欲求から

した指導実践例を、作品写真によって体系的に示

６．遊びや生活の実用要求から

したものである。

７．素材とのかかわりや技術の興味から
８．造形の形式・言語・構成の興味から

内容、目次

Ⅳ幼児教育の教材…………………山野てるひ

Ｉ美術教育と教材……………………川村善之

ｌ）幼児教育の状況２）幼児の造形活動

ｌ）教師と教材、教材と教育内容

１．素材体験２.技法体験

２〉学習者と教材

３．造形言語の体験

３）美術教育の特質とその教材

４．生活体験や観察の表現

４）美術教育の目標観と教材

５．想像の表現

５）美術の二面性とその教材

６．つくったもので遊ぶ造形

６）美術教育の内容区分と教材組織

７．総合的造形活動８.伝承遊び

７）美術教育の場と教材

Ｖ普通教育の教材……………………雑賀淳

Ⅱ美術教育史にみる教材……………江口善之

１）指導計画の自主編成

ｌ）戦前の教材

２）美術教育の意義と教材を選ぶ視点

２）戦後の「図画工作、美術、工芸」
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【戦前図画】

４）教育の個性尊重と美術教育
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３．発表力陶冶図画４．自由画教育
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５．写生画教育６．構成教育

３．小学校低学年生活を楽しくするもの
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４．小学校高学年心象表現

【戦前手工・工作】

５．小学校高学年生活を楽しくするもの

１．手技訓練的手工２．理科教育的工作

６．中学校絵画７．中学校彫刻

３．職業予備教育的手工

８．中学校デザイン９．中学校工芸

４.作業(勤労)主義的工作５．自由手工

１０.高等学校美術科絵画

【戦後図画工作、美術、工芸】

１１.高等学校美術科彫刻

１．生活造形主義

１２.高等学校美術科デザイン
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Ⅵ職業・専門教育の教材……………泉地道子

荒木賢治
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４）職業専門学校での造形美術課程
１．高等学校職業課程美術、工芸、商業、工業
２.短期大学幼児・初等教育学科
３.短期大学美術・デザイン・工芸学科
４.職業専門学校の造形美術

５.大学文芸学部造形美術科
６.大学教育学部

７.大学美術学部
Ⅶ社会教育の教材…………………山野てるひ

石川裕子
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雲林院太郎
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江口善之
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杵築真理子

１.伝承遊び・伝統行事

石橋英二

大河内夏樹

木村和煕

２．子ども造形教室

石原友明

大草鼈

木村正夫

３．各種成人講座４.受験予備校

市川雅彦

大久保満理子

木村正恒

伊藤尚子

大嶋八重子

木村もと女

ｌ）人間とものとのかかわり

伊藤昌子

大西客子

草尾和之

２）表現意図と素材・技法

伊藤眞理子

大林一布

工藤イワオ

３）教育理念、目標観と素材・技法

井上高志

岡田篤彦

国方盛行

４）実践を制約する要因

丼上徹

岡田多実生

熊田誠司

井上ゆり子

岡原昌雄

栗本夏樹

今丼梅男

岡本昌彦

栗山葉子
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今村九十九

奥田実

黒田猛

今村直美
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桑畑健二

岩井弘

落合峯子
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岩倉ｌＥｌｌ美

小野裕子

国分敬子

上柿さち子

片山宏

後藤健吉

上垣貴史

勝見成太郎

木場道雄

上木三津子

加藤正明

小林伸雄

Ⅷ素材・技法からみた教材…………草尾和之

１．描画に関して
２．ビジュアルデザインに関して

３．版画に関して
４．彫刻・立体に関して

５．工作・工芸に関して

Ⅸ特色・興味ある教材……･…･…･…名合孝之
ｌ）美術教育と教材の見直し
２）新しい発想に基づく美術教育と教材
特色・興味ある教材
指導作品提供者

青野卓司

秋保

行宏

青木鶴生
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青山泰
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の収蔵図書目録を刊行した。その内容は、この目

明１台40年～昭和60年

録の目次のとうりで、全蔵書の画～画は印刷予算

１．理論、基礎実習……………………………

の関係から割愛されている。目録目次と国～画|は

２．色彩教育…･……………………･…………‘

下のとうりである

３．図法・製図…･……………………･･………
４．ヴイジユアルデザイン・…･…………･……

□教科書……………..……･………………………

５．写真、映像……..…………………･………

１．図画教科書・小学校・高等小学校………

６．服飾、テキスタイル…･…･……………･…

明治17年までく自由選択＞

７．プロダクトデザイン・……………･…･……

明治18年～36年く検定教科書＞

８．建築、環境デザイン・…………･………･…

明治37年～昭和19年く国定教科書＞

回芸術学・美学・美術史・絵画論..……………・

２.図画教科書･中学校･高等女学校･師範学校…

画美術鑑賞教育……･……………………･……･…

明治20年～昭和１９年

Ｌ鑑賞教育論・鑑賞資料…………･…･…….

３.手工・工作教科書…………………………

２．副教本……･……………･…………･………
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３．美術関係全集・………………………..……

４．図画工作教科書・小学校…………………
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４．展覧会図録・作品図録……………………
画逐次刊行物………………･……･…………….

５．図画工作・美術教科書・中学校…………
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昭和23年～61年
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６.美術・工芸教科書・高等学校……………

形forｍｅ・美術教育スクールアート・造形

昭和27年～61年

ニュース・はんが．その他

７.商業科・工業科用教科書…………………

回研究集録・紀要・……………･………………･…

回図画教育、絵画教育…･………･………………・

研究集会要項、資料、記録

明治～昭和１９年

京都芸大美術教育研究会、芙大芸大紀要、そ

回図画工作科・美術科・芸術科教育……………

の他の大学紀要、日本美術教育連合、全国造

学習指導要領・指導書・学習指導

形教育連盟、西日本大会、日教組教研、民間

昭和22年～60年

教研、京都、大阪、兵庫、岡山、その他の地

四美術教育論・史………………･…………･……・

昭和21年～60年

区、その他
国副教本

回絵画教育・…･…･…………………………………

児童、生徒用学習参考書ワークブック

児童画・絵画技法一般

問題集

昭和21年～60年

画マンガ劇画

回版画、版画教育…･…………………………･…・

論、史､技法､子どもマンガ､少年少女マンガ、

回彫塑教育..…………………･……………………

回手工、工作、手芸教育・…………..……………

一般マンガ

回絵本

明治33年～昭和19年

日本、諸外国、各時代、現代

回工芸、工作・工芸教育、各分野-一般技法……
昭和21年～60年

画幼児教育

画障害養護教育

四図案・デザイン教育……………………………

刀その他
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6．刊行物

書教育、音楽教育、教育学、学校教育一般、

②美術教育史、教科書スライドフイルム……

心理学、美術雑誌教育雑誌等

③研究発表スライドフイルム…………………
④美術教育施設設備スライドフイルム………
回教授用写真資料

６－５美術教育関係収蔵資料目録

①鑑賞教育、世界の美術………･………..……
１）諸外国現地購入スライドフイルム…

２）諸外国現地取材オリジナルネガフイルム

本会図書資料室の「資料の部」については、平

成以後は教材フィルム以外は新しい収蔵がなく、

３）世界の建築スライドフイルム………

昭和6３（1988）年以前の収蒐資料がそのままにな

②鑑賞教育複製写真印刷物……………………

っていたのを活用の便と保全をはかるため、平成

③デザイン、図法製図、工芸資料スライドフ

1０（1998）年度、新たな会員寄贈26名124教材を
加え平成１１（1999）年６月26日、資料目録（Ａ5.

ィルム・…･･…………………………………

回平成10（1998）年度新寄贈収蔵資料……

127Ｐ）を刊行した。

この収蔵の中には芸大百年史編纂のとき、旧

資料寄贈者一覧

美工、絵専の専門教育の内容を実物資料によって

青木鶴生長田善史

白岩代三郎

明かにするため、卒業生の学生、生徒時代の実習

赤木竜吉尾関礼次郎

城貞男

作品の寄贈を募った。明治、大正期の実物資料の

明星新二恩田耕作

椙村睦親

大半はこの時のものである。本会発足後の大会や

浅井俊一勝見成太郎

宗円寿子

池田一良金井良輔

高橋忠久

池永則子金光明子

竹内幸人

一瀬川口健治

武田育子

研究例会では、多くの場合指導作品を前にして研
究討議が行われたが、その多くが寄贈されて遺さ
れている。美術教育研究では、文献研究とともに、

この実践研究が重要な意義を持つので、実物資料

の保全も欠かせない。日本では未だに、このよう

伊藤定一川村真知子

田中敏子

井上和雄川村善之

佃秀實

上田歌子木寺洋子

辻本洋子

上田晴也倉元英一

寺山芳治

上田康雄黒川武男

東光正勝

上羽雅夫黒田猛

富山誠一

梅原藤二郎国分敬子

土肥通春

江口善之駒井達子

中條明夫

大隈長生小森邦之助

中谷益次

大西勇雑賀淳

中原国三郎

大野秀隆佐々木民雄

中原`垣次郎

大野幹彦指坊有子

中原豊造

①児童、生徒、学生作品……………………

大東純子塩田澪子

中原肇

１）専門教育での作品・………･…………･…

太田茂渋川鑑

中原豊

２）普通教育での作品……･……..…………

小川絵未渋田純

並木光昭

②教授用教材教具..…………………………･…

岡島隆男清水純一郎

温井源喜

岡田多実生清水武夫

畑田啓二郎

奥西馨清水一意

日置章雄

な資料を、歴史的、系統的に、多種、多量に蒐集
保存している研究機関は見当らない。

幸い本会には、他にはない大学の歴史と、本会
発足以来作品研究を重視してきた流れがあり、そ

れらをあわせこの集録には2,870標題、30,000点余
に及ぶ登録資料が記録されている。
（目録）

□美術教育、美術教育史研究実物資料

'。美術教育、美術教育史研究写真資料
①児童、生徒、学生作品スライドフイルム…
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樋原潤郎

正木次郎

山崎和代

平岡潤

松井富民夫

山崎良子

平塚胤二郎

松田高治

９美術だけが特に選択に適した教科ではない。

山下進公

１０美術は人間疎外を克服する現代の課題に答える。

福井研一

松原緑

山田沙

福永俊吉

松元雅夫

山根勉郎

藤原陽子

松山弘範

山野てるひ

大尾芳生

三谷寛三

遊亀直也

古谷一晃

南辰治

吉峰勤

星野日郎

村尾清

吉村堯

堀敏男

森田耕太郎

和田淳一

堀内正和

森戸辰男

牧野由美

八木一夫

８美術もすべての人間の基礎基本。

lｌ主体性をとりもどし､人間を生かす美術教育。
１２創造性を開発する美術教育。

１３美術教育は、それ自体が個性尊重の教育。
１４美術は心の教育であり､道徳教育とひとつのもの。
１５知、情、意、体のバランスこそ全人教育･
'６「もの」と関わり、実体得する造形美術の教育。
１７造形言語は、文字や話しことばと同様のコミ
ュニケーションの基礎。

１８美的センス、造形感覚の如何は、生涯の生活
に関わる。

１９美術の「心の表現」と、「機能的造形」の両

６－６教育課程問題対策関連刊行

面は、どちらも欠かせないものである。

２０国際理解に欠かせない、美術の理解。

１）すべての中学・高校生に
必修美術週２時間がなぜ必要か

２１日本文化の伝統のよさが、ほんとうにわかる
美術教育。

発行昭和6２（1987）年４月10日

２２生涯教育の重要な基盤となる､学校での美術教育。

教育課程問題特別委員会委員長・平岡達子

２３青年期の美術教育は特に重要。

委員・江口善之桑田芳治藤岡聖典細見巧

２４２１世紀への、日本の発展と美術教育。

宮田啓子川村善之

この本は大量に印刷、文部当局はもとより全

本誌執筆・池田一良、上田晴也江口善之

国各団体に配布｡各地から大きな反響を呼んだ。

金沢大士、川村善之桑田芳治雑賀淳

人間と美術教育一各界50人の提言

仲谷洋平平岡潤、平岡達子藤岡聖典
星野日郎、細見巧、宮田啓子、山田弘
吉村堯

平成１（1989）年３月20日、学習指導要領の改

訂案が公表された段階で、本会では教育現場の外

１「週１時間」は、美術の軽視である。

にある各界の著名な文化人に意見を求め、多数の

２受験競争下の｢選択｣の美術は、有名無実となる。

貴重な見解を得た。この冊子も「美」特号として

３「週1時間」での教師の担当生徒数は、教育

大量に各地に送付した。

の限界を超える。

寄贈者とそのテーマは次のとおりである。

４専任教員不足のところは、「選択」となれば

１．現代社会の情緒の荒廃をくいとめよ

美術はなくなる。

故手塚治虫(マンガ家）

５特定教科の教育条件の整備を放置したままの
選択には意味がない。

２．美術は世界平和に貢献村上一男(工学博士）
３．教育の視座は芸術・美術米倉守(美術評論家）

６「選択」による、中学校美術の崩壊は、中学

４．美術教育は心豊かな人生の素地

校だけの問題ではない。

加瀬正一(経済評論家）

７美的表現の活動を教育に生かす全一的人間形成。

５．美術教科の軽視には反対

－１１０－

6．刊行物

三橋時雄(京都大学名誉教授）

31．偏重教育はさけよう
柴本重理(ブリヂストンタイヤ副会長）

６．非言語的教育の重要性安藤浩一

32．美的教育は国際人の要件

７．表現の楽しさ、心の充実

ヨシダヨシエ(美術評論家）

いわむらかずお(絵本作家）

８．子供の絵心を大切に三國－朗(エッセイスト）

33．美しさを感ずる心は点数でははかれない

９．美的認識は認識作用の根幹宇佐美圭司(画家）

渡辺洋二(児童文学者）

１０．美術教育の時間数前田純敬(小説家）

34．美の探求と人生千宗室(裏千家家元）

11．現行文部行政に危機感阿部野人(映画監督）

35．今や美術は社会において必須な科目
山中冬児(絵本画家）

12.優れた芸術に触れる必要性
内田和隆(近畿放送社長）

36．豊かな感性を持った人間に
飯野毅一(現代彫刻センター社長）

13．新しい活力を生み出す力
松居直(児童文学者福音館会長）

37．美的教養と日本の将来

14．今こそ、美的感受性を堀淳一(エッセイスト）

佐伯清(シナリオ・ライター）

15.聞こえてくる軍靴の音米坂ヒデノリ(彫刻家）

38．芸術と科学は人生行路の車の両輪根本順吉

16．創造性を抑えるものへの危機感

39．人間形成と美術教育吉井忠(洋画家）

武者小路規子(生活評論家）

40．美に感動する心と人をいたわる心
山田勇(参議院議員）

17．芸術軽視は経済大国の霜り安西均(詩人）

４１．学而不思則圏伊佐千尋(作家）

18．美的感受性の充実を
山折哲雄(国立歴史民俗博物館教授）

42．教養、人間性こそ真の国際人
石原進(松下電器産業株式会社・本社・

19．芸術は人間の生きる道米倉斉加年(俳優）

情報企画部部長）

２０．幼、少年時に芸術的感性を油野誠一
４３．心豊かな人間を青くむために

21．芸術に対する楽しみ

並川明子(和弘学園理事長）

伊藤陽三(経営コンサルタント）

22．「心」を育てる芸術教育町田日出子(翻訳家）

４４．美術は人格形成のために必須
升井登女尾(歌人）

23．創造性豊かな人間を育てるために
永山昭夫(福島県道路公社副理事長）

４５．地球の裏から
宇野滋夫(ジェトロ神戸貿易情報センター所長）

24．美術教育はイメージ創造の教育
柳澤幸彦(建築家）

４６．創造的人間の育成を
牧瀬菊枝(生活記録運動家）

25．美しい心を増田勉(洋画家）
26．心の教育を支える美術教育垣内利夫

４７．日本の未来とこども達のために！
六本木敏(国労前中央執行委員長）

27．都市の荒廃を救う美的センス
前久夫(建築史家）

４８．芸術教育の軽視は、恐ろしい人間疎外
青戸かいち

28．人間性の根源、内なる美を見出す教育
前田恵学(人間文化研究所所長愛知学院大教授）

４９．絵は、人生、旅の伴侶相澤哲也

５０．知能指数万能教育の行きづまりを打開する

29.21世紀に向けての人間教育

「芸術教育」安田由貴子(バレリーナ）

塚本幸一(京都商工会議所会頭）

５１．芸術する心こそ千宗左(表千家家元）

30．感性は子供の時にこそ育つ
マイク真木(歌手作曲家）

５２．芸術が人間形成の上ではたすもの
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三木稔(作曲家）

53．美は人生の創造活動のエネルギー

空想工房画家安野光雅

３．中学入試『図画ｊの思い出

山本和夫(児童文学者）

54．街の景観と美的センス

東京大学名誉教授、分子科学研究所井口洋夫

４．感性を育てる服飾研究家市田ひろみ

前田美代(電通大阪支社デザイナー）

５．モノ作りは子どもの基礎能力を養う
日本玩具博物館館長井上重義

６．自然に美術と親しむ環境を

すべての子どもに必修美術がなぜ

伊丹市立美術館館長大河内菊雄

必要か、１９９７（B５．４９P）

７．教育再構築と芸術教育

平成９（1997）５月31日、国の将来にも重大な
関わりを持つ美術教育を守るため、1987年刊行本

上越教育大学名誉教授美術科教育学会大橋皓也

８．芸術関係の教育は二十－世紀人には必須

を拡充し、各界からの提言をも加えて発行した。

生命誌研究館館長岡田節人

９．人間形成にとって大切な図画工作､美術､エ芸
教育課程検討特別委員会

西日本教育美術連盟理事長

金井良輔森田耕太郎

大阪教育大学教授岡田博

江口善之大東純子

大草肇

金子政昭草尾和之

坂根純子

辰巳佐智雄田中佳洋

土肥通春

上野和子川村善之

木寺洋子

桑田芳治雑賀淳

武内勝彦

中井亜樹廣靖彦

広末佳代子

10．一般教科と同等の重さを
茨城県近代美術館館長加藤貞雄

１１．芸術に関わった素晴らしい人生
京都造形芸術大学教授金澤弘

12．美術教育は真の心の教育
姫路市立美術館亀田正司

13．国際人を養成する美術教育

執筆者

大阪大学文学部教授(芸術学）・

金沢大士川村善之

雑賀淳仲谷洋平
平岡達子藤岡聖典
細見巧宮田啓子

口田岡野田
江桑平星山

池田一良上田晴也

善之

美学会西部会代表委員神林恒道

芳治

14．創造は感動から

潤

神戸山手女子短期大学木内喜雄

15．「みる．つくる」時間

日郎
弘

新潟市美術館学芸員北上あつ子

吉村堯

１６．美術教育の重要性
国立国際美術館館長木村重信

第１部項目は1987年刊と同じ。その後10年間

17．子どもの資質の等価性を尊重する教育

の情勢の変化に対応した具体的な問題が指摘され
ている。

美術史家新潟大学名誉教授久保尋二
１８．学校美術は社会とのつながりを
大阪教育大学教授花篤責

第２部各界からの提言

19．学校教育における芸術の軽視は社会的損失

1．芸術との出会い

財団法人逸翁美術館館長熊野紀-

北海道立帯広美術館館長阿部皎

2．自分の考えを表現することの大切さ

20．美術教育の使命山本鼎記念館小林俊夫
21．教育改革の時代における美術教育

－１１２－

６．千１１行物

大和文華館次長成瀬不二雄

ＮＨＫ(日本放送協会)番組制作局学校放送番組部
チーフプロデューサー酒井和行

40．「必要性」の意味
財団法人セゾン現代美術館館長難波英夫

22．美術教育の見直し
神奈川県立近代美術館館長酒井忠康

41．美的感性の欠如を恐れる

23．美的感性は、創造力の苗床

山梨県立美術館館長濱田隆

鹿児島市立美術館館長坂下弘至

42．子供たちに真の豊かさを

24．個性豊かな人材は、本物の美術に接する機会から
島根県立博物館館長坂本和男

岐阜県美術館館長林正隆

43．人間の心を豊かにするもの
京都新聞編集委員藤慶之

25．感性を大切に国際高等研究所沢田敏男

44．図工・美術教育の時間数について

26．指導者の研鑛と協調性

棟方志功記念館館長福井平内

愛知産業大学教授新川昭一

45.21世紀の教育改革は、造形美術教育から

27．学校における自己開放の時間

武蔵野美術大学・

美術史家鈴木杜幾子

東京造形大学非常勤講師松岡忠雄

28．日本文化と豊かな感性
茶道裏千家家元千宗室

46．社会活動における美術･デザインの素養の重要性
サントリーミュージアム〔天保山〕総支配人三橋守

29．芸術教育の軽視は、国の将来に禍根を残す
成安造形短期大学外田勲

47．夕焼けのトマト
常盤会短期大学・新制作協会会員宮田保史

30．美意識の育成と創造欲の刺激の試みを
財団法人田附興風会医学研究所北野病院院長

48．もしも図工・美術科教育が学校からなくな
ったらどうなるのか美術科教育学会代表

（熊本大学名誉教授）高月情

（元・筑波大学教授）宮脇理

31.なくても生活に支障のないもの？
岡山県奈義町現代美術館鷹取聡

49．美術に対する憧れが人間性を大きくする
山種美術館館長山崎富治

32．教育者自体の見直しが必要
美術史学会武田‘恒夫

50．子どもの作品は、成長の一里塚
大阪青山短期大学幼児教育科

33．絵を描くことは成長の要素

「造形表現」担当山添克巳

大阪府私学審議会委員

大阪府私立幼稚園連盟理事田中秋雄

５１．自我の形成と美術華頂短期大学山中隆

52.週２時間は最低ライン

34．美術遺産の尊重は美術教育から

華頂短期大学幼児教育学科専任講師

東北大学教授Ｈ１中英道

美術家山都泰可

35．美術館の死活に関わる問題
千葉市美術館館長辻惟雄

53．教育の多様'性と美術教育
東京芸術大学養老孟司

36．感性教育の重要性
玉川大学文学部教授利光功

54．花より団子なのか？
エンバ中国近代美術館参与吉田眞策

37．本当の学識経験者の声を間け
日本美術教育学会会長

55．美的情操は世界の共通感'情語

（京都教育大学名誉教授）中村二柄

３８．自由な写生から画家灘波田龍起

３９．切り捨てやすいもの、重視すべきもの
－１１３－

美術史学会渡辺健治

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

6-7美術鑑賞教本､編集刊行49年の経過
Ａ
美術史的編集

年

表のＡＢＣの１，２，３参照。

１「日本と西洋の美術」
都出版社より刊行。

昭和

２９
１９５４

３０

表紙・北斎の波裏富士Ａ５．６４頁
１Ａ５

定価・￥８０

日本西洋混、時代順

編集・白子修二郎富山誠一金川明治

美術史読本

新見孝木村正夫梅戸芳雄

幸野豊一白岩代三郎大林一布

１９５５

（佐和隆研堀内正和）
２Ａ５

3１

学長・会長の巻頭言

日本西洋分離美術史

２「美術の世界」
秀学社より刊行。以後、４１、平成13年刊行ま

３Ｂ５

3３

ですべて秀学社より刊行。

４Ｂ５

日本

西洋

美術史

美術史

表紙ミロのヴイナスＡ５．６０頁
定価・￥６０

編集・白子修二郎富山誠一新見孝
梅戸芳雄木村正夫大林一布川村善之
（佐和隆研堀内正和）

６ス版

学長・会長の巻頭言

西洋美

3７

扉にはじめてカラー印刷

術

２改定「世界の美術」分類版

表紙ミケランジェロ・ダビデＡ５．６６頁

4０

７ス版

８ス版

時代別

時代別

日本編

西洋編

９ス版

１０ス版

定価￥７０

編集３２年４月30日～12月15日校正まで34回

Ｂ

の会合。場所は主として円徳院。

美術史的知識よりも日本の美術、西洋の美術を前後にわけた。
美術鑑賞の観点に示

4４

4８

4９

表紙

表紙

カラー

カラー

'１

唆を与える編集

新しい美術鑑賞

－１１４－

6．刊行物

4９

１３
1４

1５

５２

新しい美術鑑賞
日本、西洋合本
Ｃ

5３

５６
5８
５９

6１

６２
平成
１
２

東京編集
表現技法本
と合本

1６

1７

1８

ＥＺ

1９

２２

技法本と
合本

ＺＺ
2９

3０

２７

世界美術
美と感動
への出発
3１Ａ４

美術資料
本会編鑑賞
の部に表紙
扉なし

３

５

3３

3４

3６Ａ４

本会編鑑賞
部分52頁の
他に、２２頁
の東京編鑑
賞が巻頭に

７

８

3７

3８

9
4０Ａ４

巻頭鑑賞部分に本
会編５頁追加

1０

４１

鑑賞編すべて本会

1２

71頁に増頁

－１１５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

３「美術」日本編

９「日本美術の鑑賞」時代別

表紙はにわＢ５．３４頁

表紙横IIi大観・夜桜、はじめてカラー印刷

定価￥５０

編集白子修二郎富山誠一新見
梅戸芳雄白岩仇三郎大林一布

Ｂ５版．４８頁
孝

定価￥320

川村韓と

編集白子修苣郎冨ｌＩｌ誠一白岩代_三郎

梅向芳雄大林--布川村善之新見芋
４「美術」西洋編

カラー印lWl20頁まで増、作Ali図版大型化。

表紙歴史前ギリシヤの彫像Ｂ５．３８貝

教師用書編集は、５以来同じ編集十念寺

定価￥５０

編集委員は３と同じ。場所は主として円徳院

１０「西洋美術の鑑賞」時代別

表紙ゴッホ・田園の風最

５「中学生の日本美術」改「日本美術」

編集委員９と同じ場所、京都鹿垣町借家

表紙銅鐸の文様スキュラ版４０頁
定価￥7０教師用￥１２０

１１「新しい美術鑑賞」n本編

編集委員は４と同じ。場所は主として円徳院

表紙小林古径・けしＢ５．６０頁

扉の地、カラー刷８頁増。

定価￥240

生徒用と同体裁の各頁間に教師用解説を挿入

編集委員１０と同じ

し、教室への直前でも役立つようにした。

美術史的配慮をしながら、テーマによる美術

時代別ではなく、絵画、彫刻、建築、１己芸別

鑑賞の観点に示唆を与える、はじめての編集。

の編集とした。

カラー|MII)貝を32頁に、飛躍的堀、

扉の前に折り込み、２頁大の大図版、ｉ１２編百
６「中学生の西洋美術」改「両洋美術」

穂の荒磯に：

表紙ニコルソン、白い浮き彫りスキュラ版
４０頁

１２「新しい美術鑑賞」西洋編

定価￥７０

表紙ルドンイピＢ５．６０貝

編集５と同じ

定価￥240

巻頭の折|)込み人図版、ルノアール・ベネチア
７「美術の世界」時代別、Ｈ本編

風景。

表紙薬師寺東塔水煙の一部スキュラ版

その他、１１と同じ

４０頁

定価￥８０教師川￥120

１３「美術の世界」カラー版、’三1本・西洋

編集委員は６と同じ

表紙上、聖母戴冠（ステンドグラス）

カラー印刷を１４頁に増

下、胎蔵界曼茶羅（教正護国寺）
Ｂ５．６８頁はじめて全頁カラー印刷。

８「美術の世界」時代別西洋編

定価￥380

表紙ラムゼの横顔スキュラ版４０頁

編集高lII誠一新見孝梅戸芳雄

定価￥８０教師用￥120

大林一布川村善之渋川鑑

その他７と同じ

日本美術、西洋美術を前、後にまとめ合体。
－１１６－

６．チリ行物

１９新しい、日本・西洋「美術の世界」

１４「新しい美術館鑑賞」日本編

表紙岡鹿之助．三色すみれＢ５．６０頁

Ｂ５．９６頁

定価￥300

表紙上セザンヌ・サント・ビクトアール山
下児島善三郎・アルプスへの道

巻頭折込大図版東山魁夷・雪原譜
カラー刷40頁に増

定価￥450

編集冨山誠一新見孝梅戸芳雄

編集委員１７と同じ内容図版等、１６を部分
改訂。

川村善之江口善之

２０「新しい美術鑑賞」日本編Ｂ５．６８頁

１５「新しい美術鑑賞」西洋編

表紙モネ・ひまわりＢ５．６０頁

表紙山口華楊・あじさい

定価￥300

定価￥360

巻頭折込大図版ゴーギャン・市場

折込速水御舟・名樹散椿

その他１４と同じ

編集他１９と同じ内容、図版等、１７を部分
改訂。

１６新しい日本、西洋「美術の世界」
２１「新しい美術鑑賞」西洋編Ｂ５．６８頁

Ｂ５．９６頁全カラー

表紙マネ・ガラス花瓶の中の白いライラック

表紙上福田平八郎・竹
下パウル・クレー黄色い鳥のいる風

定価￥360

折込ルノアール・舟遊びの昼食

景

その他２０と同じ

定価￥450

編集一挙に１３から28頁増、その他１５と同じ。
２２「美術の表現と鑑賞」Ｂ５

全頁131のうち、後半「美術の鑑賞」５１頁

１７「新しい美術鑑賞」日本編

中扉表紙梅原龍二郎・故宮

表紙安井曽太郎・承徳の卿嚇廟

編集他、２１と同じ

Ｂ５．６４頁

定価￥350

１９の96頁の内容を51頁に圧縮

折込大図版今村紫紅・熱国の巻・夕

前半の「美術の表現」部分は、以前から絵画、

編集富山誠一川村善之江口善之谷口侃
星野日郎場所桃山星野宅離れ借室。

彫塑、工芸デザインの表現技法に関する参考

書、単独本であったもので、販売情勢から、鑑
賞教本との合本が求められたものである。

全貞カラー刷りとする。

合本であるため､表紙には本会の記名がない。
印税は、頁数比で計算されることとなる。

１８「新しい美術鑑賞」西洋編

表紙ユトリロ、モン・スニ街Ｂ５．６４頁
２３「美術の表現と鑑賞」

定価￥350

折込大図版ホッベマ・ミッデルハルニスの街

２２の部分改訂

道

編集等22と同じ

編集他１７と同じ

－１１７－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

２４「新しい美術鑑賞」日本編Ｂ５．６８頁

定価￥400

表紙石本正・踊子

表紙山口蓬春・楊上の花

定価￥370

編集委員川村善之江口善之峯山聡

折込東山魁夷・春を呼ぶ丘

田中佳洋

編集冨山誠一川村善之江口善之

２４を、テーマ、図版等全面改訂、特定作家、

峯山聡田中佳洋

雪舟、宗達、光琳、現代作家の挑戦等とりあげ。

２０の内容、図版等部分改訂

３０「新しい美術鑑賞」西洋編Ｂ５．６８頁
２５「新しい美術鑑賞」西洋編Ｂ５．６８頁

定価￥400

表紙ピサロ・フェリックスの肖像

表紙マティス・大きな赤い室内

定価￥370

編集委員、２９と同じ

折込アイズピリ・ポーヴァンのアトリエ

２５を、テーマ、図版等全面改訂、特にミケラ

その他２４と同じ

ンジェロ、ゴッホとゴーギャン、人間と美術、

美術と現代、生活とデザインまでとりあげ。
２６新しい日本・西洋「美術の世界」
Ｂ５．９６頁

３１「美術資料」表現と鑑賞Ａ４．１２９頁

表紙上土田麦倦・ヴェトイユ風景

鑑賞部分は後の46頁。扉表紙なく、鑑賞教本の

下ココシユカ・ドレスデン新市街

体裁失われる。

編集委員２４と同じ

内容は26を量的に圧縮。

１６の内容、図版等部分改訂

３２日本・西洋「美術のながれ」
２７テーマ別「世界の美術」美と感動への出発

Ａ４．７３頁

Ｂ５．８２頁

定価￥600

表紙マグリット・剰窃

表紙ピカソ、ラスコー、古径、ホッベマ、源

定価￥450

氏絵巻、タージマハール、光琳、ゴッホ

編集委員２６と同じ

８点を構成

造形・美術の動機、形式言語、素材、技法等

編集３１と同じ

の他、特定の作家ゴッホ、北斉、ピカソ、ミケ

内容９，１０を全面改訂、合本とし、美術の

ランジェロ、マグリットをとりあげ、また、伝

世界への招待と、日本の美術、西洋の美術

統工芸、ハイテクアート、パリ、東京近郊、な

で構成、現代美術、ヨーロッパ以外の美術

ど、新しいテーマの構成。

に目を向ける。

２８新版「美術の表現と鑑賞」

３３「新しい美術鑑賞」日本編Ｂ５．６８頁

Ｂ５，１４７頁の後半「美術の鑑賞」６７頁

定価￥480

中扉表紙箱根彫刻の森美術館

表紙今村紫紅・熱国の巻

編集、２７と同じ

編集委員３２と同じ

内容２９のテーマ、図版部分改訂
２９「新しい美術鑑賞」日本編Ｂ５．６８頁
－１１８－

６．刊行物

３４「新しい美術鑑賞」西洋編Ｂ５．６８頁

鑑賞部分54頁に巻頭部分５頁を追加
編集委員３９と同じ

定価￥480

表紙ピサロ・ロンデスト家の中庭

３６の全面改訂、福祉と造形、パブリックア

その他３３と同じ

ート、世界の文化遺産、などの新テーマ、世界

美術年表に131の図版を入れ、日本、世界の美
３５新しい日本・西洋「美術の世界」Ｂ５．９６頁

術館案内に86図版を入れる。

表紙左モネ・睡蓮
右土田麦倦・舞妓林泉

４１「美術資料」Ａ４．１６５頁

鑑賞部分の扉表紙が復活し'2頁増、７１頁とな

編集委員３４と同じ

る。「美術の鑑賞」の本会編の刊行としての独

２６をテーマ図版の部分改訂

立'性高まる。

扉表紙美術館での中学生鑑賞授業風景

３６表現と鑑賞「美術資料」Ａ４．１５７頁

編集峯山聡田中佳洋草尾和之北畠智子

定価￥670

（川村善之）

鑑賞部分は後の54頁、３１より８頁増

総頁増の中で、巻頭に東京編鑑賞22頁入る。

４０のテーマ、図版全面改訂、伝統工芸、社

会福祉、地球環境、世界遺産、美術館、博物館
を積極的にとり上げ、作品精選、余白を生かす

３７「新しい美術鑑賞」日本編Ｂ５．６８頁
定価￥500

レイアウト、折込み大画面はゲルニカと伴大納

表紙宗達・風神雷神図屏風の風神

言絵巻、年表１０頁図版大型化など。

編集委員３６と同じ

教師用解説書

内容３３のテーマ、図版部分改訂。

２(昭和31年刊）以後39まで（表現技法との合
３８「新しい美術鑑賞」西洋編Ｂ５．６８頁

本２２，２３，３１，３６を除く）すべての教本に、教

師用解説書を別に刊行している。

定価￥500

表紙サン・ヴィターレ聖堂のテオドラ皇后

編集委員３７と同じ

美術鑑賞教本の刊行は、本会の重要な事業のひ

内容３４のテーマ、図版部分改訂

とつで、昭和29年から今日までの会の財政を支え、
また資産を遺すこともできた｡売上冊数の記録によ

３９日本・西洋「美術のながれ」Ａ４．７３頁

ると昭和38年から59年の22年間だけで､9.813,000

定価￥630

冊が全国の学校で採用され、年平均446.000人の中

表紙モネラファエルロモディリアーニ

学生がこの教本で学んできたことがわかる。

北斉ルソー高山辰夫ネフェルテイテイ
７点を構成

編集委員川村善之江口善之峯山聡
田中佳洋草尾和之

３２の内容、テーマ、図版の部分改訂

教本は大別してＡ美術史教本、Ｂテーマによる
新しい鑑賞教本、Ｃ他著者の技法書との合本とが

あり、近年は各学校で１教科２種の採用が難しく
なったため印税収入の大部分をＣが占める状況で

ある。昭和29年の第１回だけが都出版社、昭和３０
年以後はすべていまの秀学社から刊行している。

４０「美術資料」Ａ４．１５７頁
－１１９－

7．美術教育関係図書、
資料の蒐集､管理
本会図書資料室開設と運営の経過

トなど、図書の体裁をもたぬもの）

Ｃ実物資料、生徒作品（研究的実践による作
本会の特色のひとつとして、会員個々の研究に

品）

とどまらず、会の組織としての協同研究を重視し

Ｄ実物資料、教材、教具資料（鑑賞資料、写

てきた経過がある。例えば、研究大会も当初は講

真資料を含む、模型、掛図等）

演と研究発表だけであったが、昭3７（1962）以後

Ｅスライド、映画iフィルム

は、大会を会としての日常的、継続的な協同研究

Ｆその他

の中に位置づけ、前年度の大会で次年度大会の中

これらの諸資料は、会員の随時利用の便をはか

心テーマを決めることが始まり、今日まで続いて

り、分類、整理して管理する。その方法を下記の

いる。現研究センター（当初研究部会）でも、個

通り定める。

人の自由な研究発表以外に年間を通しこのテーマ
による協同研究が進められた。

１．図書については、日本十進分類法（ＮＤＣ）
による。

美術教育関係図書は3757と707の二系統に
このような背景があって昭3９（1963)、協同研

分れるため、ここでは707に統一すること

究に必要な図書のうち、各個人が入手し難いよう

とする。707をＡ記号に置きかえる。

なものを会として購入所蔵することが始まった。

２．Ａ記号の内訳は、下の通りである。

会員からの持ち寄り寄贈も加え、書棚ひとつ満杯

ＡＯ美術教育一般

にもなった矢先、昭4５（1970）年１月３日今熊野

１．美術教育、原理、思潮、美術教育史

南学舎全焼とともに、教職研もろとも焼失した。

２．カリキュラム（目標、内容、評価）

３．絵画、版画教育、書教育
昭和4５（1970）年４月20日、役員会で資料室再

４．彫塑教育

建の方針を決め、以後会報、会誌、研究集会毎に

５．デザイン教育、色彩教育

会員に協力を要請、幸いこのころから会の財政に

６．工芸教育（工作、製図を含む）

も余裕が生まれ、会の将来のため資金資産を蓄積

７．鑑賞教育(美術品の鑑定および審査、

することと共に、それと同等の予算を図書購入に

鑑賞法、図録を含む）

充ててきた。貨幣価値低下によって予金の資産は

８．専門教育

目減りしても､図書の資産価値は増大する一方で、
会と会員の研究にも、大学教職研の研究にも寄与

９．幼児教育、特殊教育

Ａ１法規、美術教育関係法規、学習指導要

することができた。

領

Ａ２教科書、指導書
昭和45年８月、図書資料分類について、次のよ

Ａ３副読本、学習参考書（生徒の利用する

うな本会資料室独自の形式を定めた。

図書）（教室で使用されているもの）

Ａ図書

Ａ４

Ｂ印刷物資料（研究発表のガリ版刷りプリン

Ａ５逐次刊行物、雑誌

－１２０－

7．美術教育関係図書、資料の蒐集、管理

平６年 (1994)……17,576冊……

Ａ８論集、集録、作品集

平７年 (1995)……17,649冊……

平９年 (1997)……18,373冊……

て日本十進分類法をそのまま適用する

平１０年 (1998)……18.485冊……

昭和50年度から教材用スライドフイルムの作

平12年 (2000)……19.805冊……

成・購入をも始める。

４２１

平８年 (1996)……18113冊……

３Ａ記号、707以外のものについては、すべ

４２２

Ａ７指導資料

２０６３４０２
３３５７６６１

平５年 (1993)……17.320冊……

するもの）

冊冊冊冊冊冊冊冊

平４年 (1992)……17,090冊……

Ａ６問題集、受験学習参考書（生徒の利用

各年度末の登録済図書冊数は次の通り。(但し寄
贈等の関係で同じものが何冊もあるものも含む｡）

収蔵図書目録の刊行

蔵書の管理、保全と、会員の利用の便をはかる
蔵書数の推移

ため、昭6１（1986）年はじめて、その時点での収

開設から平1２（2.000）６月までの蔵書数の推

蔵図書目録を刊行した。その内容は、「刊行物」

移は、各年度末の登録済数が、毎年常任委、役員

編に掲載したのでここでは省略する。

総会に報告されてきたが、その内容は下のとおり
である。

図書、資料の登録、管理、活用、来訪者につい

昭45年（1970)……280冊……280冊

ては、略史編、年表編にも記載があるので、ここ

昭46年（1971)……2.775冊……2,4951冊

では省略する。

昭47年（1972)……2.918冊……143冊
昭48年（1973)……4.460冊……1.542冊

収蔵資料目録の刊行

昭49年（1974)……5.404冊……944冊

美術教育研究においては､文献研究だけでなく、

昭50年（1975)……6.332冊……928冊

児童、生徒、学生の作品資料による実践研究も重

昭51年（1976)……7,134冊……802冊

要であり、施設、教材、教具等の物的資料も不可

昭52年（1977)……8.095冊……961冊

欠であることから、本会の永年の研究の中で蓄積

昭53年（1978)……8.703冊……608冊

され｛呆存されている相当量の実物資料の、系統的

昭54年（1979)……9.454冊……751冊

かつ史的資料化をはかり、今後の活用とともに、

昭55年（1980)……10.368冊……914冊

多数の寄贈会員への謝意をこめ、平1１（1999）１２

昭56年（1981)..…･lL243冊……875冊

年ぶり新たな会員寄贈124教材26名を加え、所蔵

昭57年（1982)……11,624冊……381冊

資料目録を刊行した。内容は、「刊行物」編に掲

昭58年（1983)……12.465冊……841冊

載したので、ここでは省略する。

昭59年（1984)……13,186冊……721冊

昭60年（1985)……14.175冊……989冊

平成12年(2000)２月、管理責任者が不在となる不

昭61年（1986)……14.854冊……679冊

測の事態から、全収蔵図書は所在を大学図書館に

昭62年（1987)……15.508冊……652冊

移した。このうち少なくとも約三分の一を占める

昭63年（1988)……15,873冊……365冊

美術教育論､史等直接的美術教育図書は､大学の教

平1年（1989)……16.194冊……321冊

職関係教官研究室の近辺にまとめて置かれ、従来

平２年（1990)……16,481冊……287冊

どうり本会研究にも活用される必要があり、この

平３年（1991)……16.658冊･･･…177冊

ことは図書館にも図書移動時から了解されている。
－１２１－

8．会員記録
各表の数字は、各時期の調査記録によるが、

昭和45年７月調、卒専攻別会員

｢年」と「年度｣、調査月、日時点の相違がある

147

229

204

263

1７１

日本画
西洋画
図案、デザイン
彫刻
陶磁器
染織
塗装
聴講

137

215

235

278

153

8５

153

136

計

１６０

9３

1５

2４

2３

2８

2２

2０

1７

2３

９

８

８

９

5３

4２

5０

１３

2５

？】
？］

ので、およその実態を示すものである

居住地域別会員数の推移
(学内会員数を除く名簿上の会員数）
年
－Ｌ・

都
泉
大阪
兵庫
奈良
滋賀
三重､和歌山
中部 東日本

愛知､岐阜
その他
関東
刺上､北i髄
中国

四国
九

計

3３

4７

5０

3６

5３

１３

１３

2２

２

５

2１

3５

2８

3０

７

2４

2４

2４

2８

3６

2６

522

837

789

５

４

1０

５

1１

3６

１０

５

４

2１

３

５

９

４

９
６

1１

５

５

３

1０

3０

1０

1５

一、

６

11

1０

１５

９

ワワ

ーゴー

L芒F］ 卜 １．J
７

2４

1１

６

６

３

９

、

3９

1５

１６

５

３

２

７

１

沖縄

８

１

計

’０

1３

８

1１

６

｜、

九

2７

１

1９

Ｐ、

四国

７

1４

1１

？】

中国

和歌
岡山
広島
その他
徳島
香）'１
愛媛
高知
福岡
大分
その他

２１

５

近畿

その他
三重

1４

１９９６

１

東北、北海道
東 京
関東
その他
静岡
中部

平成８

1９７８

1６２

1３４

7.5

2３

3.5

８

1２

8０

１２．３

653

１００．０

1０

1６

４

0.6

人

机

556

簾Ｌ
昭和5３

24.8

4９

（学内会員を除く）

支部結成のない地域会員
1972

162

6９

936

昭和4７

48.5

。

卜’

４

％

317

1980年(昭和55)８月調査会員世代分布

1７

1９

2１

人数

１

6６

（昭和47年、５３年は当時の名簿による）

122

8．会員記録

50年間の会員1,199人の
中の研究発表会員

1980年８月会員世代分布

｜人数

百分比

20代
30代
40代
50代
60代
70代

126
114

25.7

125
6６

2５ ５

4６

９４

１４

２９

計

491

100.0

(平成13年調）

2３ ２

1３ ４

1973～1980会員数、研究大会参加数
（学内会員を除く）

’-J-J

F1

学内会員数的を除く

２

507

田Ⅱ

鋼’
39z↓

575
556

475

454

噸Ⅱ

研究発表者内訳

会費宋納者を除く

1７

1７

1５

1８

1６

1６

1５

1３

Ｐ出、

7４

Ｆ■』

ＦＬｕ

和 暦
昭 西

7３

7５

7６

7７

7８

7９

8０

年会費納入会員数

０
４
１
３
5４
４８４９５１５３５５
〔
5（

４

釧訓ⅡⅡⅡⅡ刮矧ヨ訂細割君》

叩的０ｍ印加
㈹３２１

６５

人数

FIl会の。

47人（7％）

本会は設立の趣旨から、会潤請求は厳しくせず過年度会費の強い請求はしなかった

平成13年会員所属校種等分野

昭和61年会員所属校種等分野

昭和45年会員所属校種等分野

（学内会員を除く）

（学内会員を除く）

（学内会員を除く）
養護学校２０人
幼教・社会（3.2％）

小学校

義

誼■

人

－１２３－

藤

9．役員記録
１．会長、副会長及び常任幹事はほぼ就

副会長（学内）

任順、その他の全役員（学内）（学外）

佐和隆研２７．２～４６．１Ｏ

は50音順とした。

堀内正和４６．１０～４９．５

2．在任期間の表示は年号の数字を採用し

佐膿雅彦４９．７～５３．６

たが､「昭和」「平成」を省略｡２７から63は

弘津友三郎５３．７～５７．６

昭和の年。ｌから14は平成の数字となる。

鷹阪龍夫５７．７～５９．３

3．会長、副会長の例「２７．２」は、２７年

藤平伸５９．４～６１．５

２月を表す。

仲谷洋平６１．６～２．５

4．役員（学外）は、各改選年度の支部選

鈴木治２．６～４．３

出・総会決定の役員の他、一部大会役員

真野岩夫４．４～５．３

を何度も勤めた役員を含む。

余田武治５．４～７．３

5．期間は、各種印刷物の記録や役員会出

吉原英雄７．４～８．３

席記録によったが年と年度の不明確や、

中丼貞次８．４～９．３

同一役員の退任、数年後再任などの例も

上材淳９．４～ｌＬ３

多く、厳密を欠く点おわびしたい。

佐野敬彦１１．４～１３．３

会長

副会長（学外）
３１．７～３２．５

藤村良一２９・

川村多實二

３２．６～３８．５

吉武孝３１．

富本憲吉

３８．５～３８．６

梅戸芳雄３３.

３８．７～４０．７

白子修二郎３５・

４０．８～４６．１０

野崎龍吉４８・

佐和隆研

４６．１０～4９．５顧問

上田晴也６０・

梅原猛

４９．７～5５．６顧問

吉村堯６・

５８．７～６１．３

松岡征ｔｌＯ・

５５．７～５８．６

宮川責１２．

佐藤
河野
上山

西島
佐野

新海

彦二平則彦治
雅健春安敬

中田勇次郎
近藤悠三

６１．７～４．３

泉地道子１２・

４．４～１０．３

佃秀實１４．

２６７７６６６６６６６

須田国太郎

－－一一一一一一一一一一

金川明治２７・

羽孤詔弱組㈹６ｍｍｕｕ

２７．２～３１．６

２２６７７６６６６６６６

長崎太郎

１０．４～１２．６名誉顧問
１２．６～１３．３

常任幹事

１３．４～1４．６

城貞男

２７．２～４５．３

川村善之

４５．４～１．３

江口善之

１．４～1１．１１

－１２４－

9．役員記録

６６６６

一一－－

４４４４

１１１’

１１１１

１１１１

喜田

１１１１

金井

１１１１

渡辺

賢眞輔嗣
良健

佐野

塚田章

１３．４～１４．６

津田周平

４８．４～4９．３

鶴田憲次

９．４～１４．６

内藤英治

１４．４～１４．６

中井貞次

３１．４～９．３副会長

役員（学内）（会長を除く）

長崎盛輝

２７．２～４７．３

秋山陽１４．４～１４．６

中野光雄

５５．４～４．３

石本正４７．４～６１．３

中村彦之

４．４～１４．３

稲垣稔次郎２７．２～３８．６

中村善種

５１．４～５５．３

今丼憲一２７．２～４８.３

仲谷洋平

２７．２～３．３副会長

岩井弘１．４～５．３

野崎一良

４９．６～６２．３

岩倉寿５．４～１４．３

林司馬

４２．４～４７．３

上村淳９．４～１１．３

弘津友三郎

５３．７～５７．６副会長

Ｌ村信太郎２７．２～４２．３

福島敬恭

５．４～１４．６

江口善之１．４～１１．１１常任幹事

藤崎誠

３８．４～１０．３

金沢大上４３．４～１４．３

藤平伸

５９．４～6１．５副会長

川村善之４５．４～１．３常任幹事顧問

堀内正和

２７．２～４９．５副会長

来野月乙５４．４～５５．３

堀口豊太

１４．４～１４．６

木下章６１．４～１．３

舞原克典

６０．４～１４．３

本村重信２８．１１～４４．３

真野岩夫

５７．４～２．３副会長

木村秀樹１４．４～１４．６

三尾公三

５５．４～５７．３

甲本明６３．４～１４．３

三木博

１４．４～１４．６

小清水漸９．４～

三宅多喜男

４４．４～４７．３

小山喜平３１．４～６３．３

向井吾一

１３．４～1４．６

榊原吉郎36.11～1２．３顧問

望月重延

１３．４～１４．６

佐野賢３．４～1４．６常任幹事

元丼能

４７．４～６０．３

佐野猛夫３６．４～５４．３

安田謙三郎

４９．４～5１．３

潮江宏三４７．４～１４．６

山崎脩

６２．４～５．３

城貞男２７．２～４４．３常任幹事

横田学

１４．４～1４．６

鈴木治２．６～４．３

吉川武

２７．２～2９．３

鈴木佳子３．４～１３．３

余田武治

５．４～７．３副会長

関根勢之助６０．４～３．３

渡辺眞

１１．１１～1４．６常任幹事

高橋成子３．４～１４．６
役員（学外）

鷹阪龍夫５７．７～5９．３副会長
辰巳明久１４．４～１４．６

秋山利彦２７～４２支部長

田中健一２７．２～４２．３

愛久澤勇２７～４２

谷口育児１４．４～１４．６

明星新二５８～ｌ４

田村隆照２７．２～２．３顧問

安土優４０～１３支部長会計監査
－１２５－

京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

今西英雄
岩越園子
岩原良仁
上田歌子

上田晴也
上田康雄
鳥頭尾精一

梅戸芳雄
梅本善昭
雲林院太郎

江口善之

大野幹彦
大林一布
大原情
岡本更生

岡本富久馬

奥美佐子

加藤ひとみ
加藤正明

金井良輔

３“㈹㈹Ⅲ

笠置誠二
勝見成太郎

支部長、副会長

常任委員常任幹事
教本編集顧問

常任委員、副会長

木内喜雄

支部長
支部長
支部長

支部長常任委員副会長

４４～46

喜田健嗣

59～１４常任委員常任幹事

北野重利

37～５５１４～

北畠智子

９～１４教本編集

北本光雄

58～１２支部長

木寺(碇)洋子

60～12

鬼頭篁

40～44

木村正夫

27～４４支部長

草尾和之

４～１１教本編集、常任委員

久保田壱重郎

１４～支部長

支部長、会計監査

熊田誠司

27～43

支部長、教本編集、副会長

倉元英一

33～57

支部長常任委員

黒田猛

27～６２支部長・会計監査

黒津康明

47～６３支部長

支部長常任委員常任幹事

桑田芳治

６～１４

教本編集

幸野豊一

２７～48

小島正武

37～５２支部長会計監査

児玉靖枝

63～9

支部長

小宮信一

32～３４支部長

支部長

雑賀淳

34～１４支部長常任委員

支部長、教本編集

坂手得二

48～６０支部長

支部長常任委員

柴田譲

27～29

渋川濫

40～６０教本編集

澁田純二

８～９１４～

渋谷芳三郎

42～４４支部長

城登

37～４９支部長、会計監査

白岩代三郎

27～４５支部長、教本編集

新見孝

27～４６支部長教本編集

椙村睦親

35～６３支部長会計監査

支部長

砂押かほる

53～55

常任委員常任幹事

曽根唯夫

63～１４支部長

１

落合峯子

６

尾関禮次郎

一一一一一一一一一一一一一●一一

大城載子

４２２３８４５８
１４５６４５４３

大島清

９釧妃狸別⑩訂釧叫記以侃妬胡妬冊

江原三保子

冊３列ｕ⑲ｕ

上羽雅夫

川鴫
川村

一一一一

今川康寛

金谷

９２３４
３５６１

丼上宏

金川

７０１８
２４５２

泉地道子

教課特委長
支部長

治雄子之
明嘉園善

石田(尾関)真弓

４２４２０４３５３４４２００
５４１５６１１４６１５６６６

池永則子
石川亜弓

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

池田一良

皿勿妬灯茄田妬妬Ｎ７皿別妬蛆ｕ幻灯〃胡妬仙

阿部佳男

荒木賢治

支部長

副会長顧問

－１２６－

9．役員記録

１４～

藤本信司

８～10

竹内幸人

29～5８

支部長研究セ委長

藤原陽子

53～１２

竹中靖

７～9

支部長

古川龍正

６３～１２文部長

館花修

27～4９

支部長

古沢宗太郎

52～５３支部長

田中一好

８～14

星野日郎

46～６３教本編集

田中正直

29～3２

前川秀次

56～14

田中佳洋

３～12

教本編集

松岡征士

52～１１支部長、会計監査、 副会長
36～３７支部長

高田哲士

谷口侃

45～60

支部長、教本編集

案本俊三

佃秀實

59～14

支部長、副会長

松元雅夫

60～63

辻井利夫

44～5６

真野康光

60～１４支部長

辻田美和

７～14

寺島三郎

常任委員

丸谷直

１４～

27～42

支部長

三木信一

44～54

寺平誠介

46～53

支部長

峯山聡

58～１４教本編集、常任委員

寺村晴雄

43～63

支部長

宮川責

43～１４文部長、副会長

殿南直也

60～63

常任委員

三宅順風

37～４８文部長

鳥羽美加

60～6２

宮崎実仁

42～48

土肥通春

４７～5５

森田耕太郎

7～llll～常任委員支部長

富田克

４７～5７

支部長

山口吉旺

45～４９支部長

冨山誠一

２７～5９

常任委員教本編集

山崎与嗣夫

27～30

中井亜樹

７－１４

常任委員

山田弘

41～６２

永井逵一

２～1４

支部長副会長

山野てるひ

１０～１４

中田誠

２～１４

吉武孝

２７～３０副会長

長野誠之助

２７～3０

吉村堯

45～９支部長、副会長

名合孝之

６０～1４

渡辺信正

27～４９支部長

並木光昭

４１～4３

渡辺洋子

48～5０

支部長常任委員

額田哲郎

１０～1４

支部長

野崎龍吉

３０～6０

常任委員副会長

白子修二郎

２８～4８

支部長、教本編集、

橋村栄運

41～43

林正明

41～9

支部長

東野清次

27～44

支部長

平岡潤

43～63

支部長

平岡(駒井)達子

40～14

教課特委長会計監査

廣靖彦

60～14

支部長、会計監査

福田伽麗)ひと入

60～６１

藤田尚子

１４～

藤村良一

27～3０

副会長顧問
支部長

支部長、副会長
－１２７－

10．京都市立芸術大学美術教育研究会会則
１日会則平成１４年６月まで

術議議ｌｉｌｆ究套ii塗jl繊今鰯

；鱗：

》》
蝋・■□
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京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

１日会則平成14年６月まで
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一》》》》》一一十一

５．平成２年６月22日一部改正
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京都市立芸術大学美術教育研究会５０年のあゆみ

(細則ｌ）会則に関する申し合わせ事項。（各項の数字は会則の項目番号に対応）
5の(1)議案の提出は総務委員会に申し出の上、代表役員会での検討を経て総会に提出する。

5の(2)研究大会における研究発表、研究センター例会および部会等における発表。
5の(3)会報、「美』の発行、教本の出版、会員の研究による業績物の発行など。

8の(3)総務委員４名（学内２名、学外２名）から総務代表を決めて、４名が相談のうえ、本会の運営
のための連絡調整をする。

会計２名は総務委員の中の学内１名、学外１名の計２名が兼任として担当し、協力して処理に
あたる。

教本、研究センター、美の編集、会報担当、各支部、研修企画、その他の各委員会の中から会
計の委員を決めて、各々の予算と執行の結果を会計に報告する。
8の(4)会計監査委員は学外２名、学内１名として、総会にて選出、決定する。
6の(1)京都市立芸術大学の現教員（学内役員を含む）は特別会員とし、会費の徴収はしない。

(細則２）役員選出に関する申し合わせ事項。（各項の数字は会則の項目番号に対応）
８の※印の項と１２

役員は総会において選出し役員の任期は２年とする。但し、再任および重任は妨げない。
（任期は選出された総会から翌々年の総会までの２年）
８の(4)の項と１２

会計監査委員は総会で選出し、任期は２年とする。但し、再任は妨げない。
８の項※印任期途中で役員が交代、もしくは新たに補充された場合、その任期は前任者の任期の範
囲内とする。

８の項各委員の役割分担は役員会で話し合いの上決めることとする。
(学内委員と役割分担について）

美術教育研究会の学内委員は各専攻から１名選出する。ただし学内役員として各委員（役員）
に当たっていない委員は、議事により学内役員の招集に応じ、会の運営に参加する。
(各支部からの役員の候補者の選出について）
１各支部の会員数の比率に基づき、おおむね次のとおり選出する。
京都支部から若干名。
大阪支部から若干名。

兵庫支部から若干名。
奈良支部から若干名。

滋賀支部から若干名。
東海支部から若干名。

２支部の結成されていない地域の会員から役員の候補者を選出する場合は役員会で相談の上、総会
にはかる。

３役員会は業務の必要性に応じて、特別に候補者を推薦し、総会に計ることができる。
４役員の候補者は、前年度３月末日までに選出するものとする。

－１３２－

11．私と研究会
を会場として第一回美術教育研究会が発足したの

昭和26年１２月のこと

である。京都での卒業生の親睦・勉強の会であっ
富山誠一

昭和26年12月、それも押し詰って私は今熊野に

た双線美術が中心となり活動が開始された。

今日ではその折出席された先生方、諸先輩は既
に亡<、田村隆照先生と私とが残るのみとなった。

あった美術大学の学長室に出て来るよう連絡を受
けた。放課後の夕暮れ戦後間もない学長室は暗く

｢私と研究会」

寒かった。其処には長崎太郎学長をはじめ上村松
篁・佐和隆研の両先生、教育学の吉川弘・田中健

雑賀淳

一先生、城貞男氏と大学を出られたばかりの田村

（神戸市総合児童センター）

隆照氏が出席され、卒業生を代表して金川明治・
新見孝・白岩仇三朗・吉武孝の大先輩、いずれも

1952年（昭和27年）京都美術大学美術教育研究

京都市立中学校に奉職されていたが、私は当時堀

会が、今熊野校舎三階講堂で開会ざれ発足した。

川高校に在職していたので、高等学校からの代表

私は西洋画科４年生で、翌年教職に付くつもりで
いたので、オブザーバーで参加した。1953年西宮

としてこの席に加わったのである。

戦後教育制度が改められ、現在の６．３．３制
が施行され､新しく新制中学が義務教育となった。

市立中学校に就職し、第２回大会からは、殆んど

毎回参加している。

それを機に数多くの絵専・美専の卒業生が美術科

当時、兵庫支部長は、兵庫高校の渡辺信正先生

教員として採用された。絵専・美専はその道の作

であったが、「若い者が役員をやれ」ということ

家を育成する為に設立されたもので、教育者を養

で引受けた。以後、兵庫支部長、研究センター委

成する為の学校ではない。受講する教科目にも教

員、常任委員、発足40周年記念に企画された「美

職課程は設けられず、用器画と専門とする日本画

術教材事典」の編集と執筆に参加し、会の運営に

以外に水彩画と鉛筆画の作品を提出して合格すれ

力国、わってきた。

ば教員としての資格は与えられた。私自身まきか

その中で、私が一番印象深く、勉強になったの

学校で教える身になるとは考えてもいなかった。

は、研究センターの仕事である。本会は発足以来

従って教職課程のある学校で教育を卒えた人たち

年１回の研究大会を開催してきたが、研究を年間

とは知識もなく方法もわからないことが多く、何

継続するため、幹事を中心に「研究部」として、

かにつけて批判を受けていた。この際その対策と

有志が月１回平均で例会を重ねてきた。1975年７

して現在教職にある卒業生が寄り合い力を合せて

月「研究センター」と改称し、1976年１月15日か

協力・勉強して行こうというのがその日の大学側

ら、研究部より通算し'０５回になり現在309回まで

の先生たちとの話し合いであり協力をお願いする

続いている。

初期は、教育現場で実践した、児童・生徒の作

ことにあった。幸い先生方も全員が熱心に相談に

乗って下さり、卒業生各自が実情を述べて理解し

品を持ちより討論をした。また発表者の学校を会

ていただくことが出来た。翌春早々に大学の講堂

場にしたこともあった。例会は、年間７～10回位

－１３３－

京都市立芸術大学美術孜育研究会５０年のあゆみ

で、２人の発表者が個人研究や、次年度の大会テ

の熱っぽい討論が続いた｡その後も研究センター、

ーマの研究をした。夏には、周山、蓼科泉地山荘

各部会の研究も活発に動いて新しい研究者や発表

などでの長時間の合宿研修会も有意義であった。

論文が次々に生まれその質と量が拡大していった

３月は、美術館、博物館、資料館などの見学会を

ように思う。この美大の研究会の特質は専門教育

した。研究センターの中に５つ位の部会を持った

と普通教育の交流、保育園から大学までの縦の流

こともあった｡現在は幼児教育部会が続いている。

れなど、他にはない多角的な研究態様であろう。

私は、1953年から、中学校、小学校、高等学校

ただ構成員が同窓生であることの長所・短所は常

(定時制)、退職後は、三つの大学非常勤講師、総

に心がけ置く必要はあるが－．

合児童センター造形スタジオで幼児ともか、わ

教職を離れて20年近くになるが、大会翌日の現

り、５０年美術教育に取り組んできた。まさに本研

地研修や研究センターの夏の研修、春の見学会な

究会の歴史と共に歩んできたことに感謝してい

ど幹事の方は大変だったと思うが非常に楽しく、

る。－２００２．１２．１７－

また自分自身の大きな糧にもなったと思う。

私と研究会

進取の気風を失って安逸に流れる
平岡潤

名合孝之

私が教職に就いた昭和30年は漸く戦後が終って

芸大美術教育研究会が再生にむけて歩むことに

新しい社会の姿を模索する時代であったと思う。

なった。停滞していた活動を甦がえらせ、組織を

先輩教師に教えてもらいながら、その日その日を

改革し会員の減少に歯止めをかけ、埋もれた会員

何とかこなしているという感じであった。近くの

を発掘し充実したものに変貌させるために役員の

浜辺、公園などへ写生に連れていったり、粘土で

方々は情熱を燃している。

作った像や器を手作りの窯で焼いたり、結構楽し

美術教育は成人のカルチュアブームをみても社

〈授業していたのどかな時期であったように思

会の要望は大変強く、大きい。にも力､衝わらず、

う。

学校教育の場では疎んじられ周辺教科と呼ばれて

しかし1960年代後半から70年代にかけ中教審答

いる。このような現実を認識ざ、れるとき、この

申による教科時間の変動など、厳しい情勢になっ

位置付けに甘んじなければならなくなった理由は

て来た。授業もこのままで良いのかと自分に問い

多々あるとは思うが、美術教育に携わってきたも

直すようになっているときに、この美大（現芸大）

のとしては、他に責任を求めるのではなく、自か

の研究会へ参加した。当初はまだのんびり同窓会

らの責任をずしりと感ずる。

的な雰囲気があったが全体会などは大へん盛りあ

美術教師が教科の特性からその専門性に甘えて

がっていた。その道の権威の講師の話もおもしろ

自負心が強すぎるため、他教科、他の教育者との

く新鮮であった。また月に一度の研究センターが

協調性に欠け、ともすれば独善におちいった、め

待ち遠しく楽しみにしていた程である。私自身も

に孤立を深めていっているように思われる。その

何度か現場でのとりくみからテーマをとって発表

ため社会的な認知の度合は低くなり、美術教師の

し、また研究誌「美」へも投稿した。夏の大会で

内部から意欲の欠如となって表われた現象ではな

最も印象深かったのは延暦寺での大会、ここでの

いか。又、社会の要求に関する情報を十分得るこ

分科会はすごかった。予定の時間を大巾に越えて

とのできない環境の中に置かれていた、め、その

－１３４－

11．私と研究会

半分近くに私が関わったことになる。

不足を解消する努力に欠けていた。

当研究会もある種の解決策として結成され、多

これは、大変なことである。「美」の編集長は、

くの先輩たちの努力で成果を挙げてきた。しかし

この研究会のオビニオンリーダーでもあるのだ。

いつの頃からか会員は無関心となり、教育現場と

最近になってこれにきづいた。忙しさと、私なり

は乖離したものになった。活動に消極的な会員が

の責任感で走ってきたのだけれど、思えばかなり

増えるのは、当会が魅力に欠けるからではあるが

恐ろしいことをしてしまったのだと今更ながら感

どのようにすれば魅力溢れるものにかえることが

じ入っている。あとの祭りではあるが。

できるか知恵を出しあう時がきている。困った時

ただ、冒頭で述べた中学校での４年間が教員と

は会が助けてくれる。教えてくれるというのでは

しての骨格を作ってくれたように、この研究会が

なく（私がそうでした｡）個々の会員が会の活動

肉付けをしてくれたと思っている。「美」の編集

に強く踏み込んでいくことを恐れてはいけない。

をさせてもらったことで大きなものを得た。大げ

学校がいそがしい、会のためにエネルギーをさく

さではなく、世界的視野で美術を考えることがで

余裕がない。とついつい逃げ腰になるのはわかる

きた。複雑な重層社会の中の「教育」の位置が見

が､積極的に提案し、共に歩むことを心がけたい。

えてきた。そして、「表現者」と「教師」は、角
度を変えた私の２つの投影図にすぎないことがわ
かったのは大きな収穫であった。

あとは、「美」の編集を若い人に引き継いでも

研究会と私
金井良輔

らって、ゆっくり風呂にでもつかろう。次の１０年

を考えるために。（大阪府立四条畷高校教諭）

最初の赴任校で修学旅行に付き添い、宿舎に到

着してすぐ一風呂浴びて丹前に着替え、何の疑い

私と研究会

もなく、「ゆっくり」としているところを先輩教
師に叱られた。それが私の教員の始まりである。

峯山聡

同じころ、同じ市内の別の中学校の吉)'1幸直先生
に連れられて比叡山の研究大会に、宴会に出るよ

私の研究会とのかかわりを振り返ってみます

うな気持ちで参加した。共に20歳代前半のことで

と、研究大会の現地研修の係と教本編集委員とし

ある。そのころの私にとっての研究会は、大学時

ての仕事が、大きな柱になっています。研究会主

代に怠けた教職の補習、一種のアフターケアを受

催の海外研修旅行に参加し、旅先での感動を．｡美”

けるといったような気分であった。

に紀行文として寄稿したのがきっかけとなりまし

そのころの中学校は滅法`忙しかった。体を壊す

た。

人も多かった。自分がサインをする仕事を続けた

現地研修では、講師の田村隆照先生に同行して

いという、単純かつ平凡な理由から、企業を避け

下見に行き、見学場所や昼食場所との連絡、案内

て教師になった私としては、これにはとても困っ

文を書くなどの仕事をさせてもらいました。バス

た。それで高校に移ることにしたのが「美」の編

ツアーで、個人ではなかなか訪問できない古寺を

集に携わるきっかけである。ところが、一緒に担

巡り、数々の仏像を拝観し、貴重な話を聞かせて

当した人達が相次いで辞めた。そのため、私が編

もらいました。

集の中心になってしまった。そのころの「美」は、

そのようなかかわりの中で、中学生対象の美術

80号台を編集していたから、現在までの発行数の

鑑賞教本の編集に携わることになりました。昭和
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29年からの長い歴史があり、当初の鑑賞本は美術

てはるんやなあという思いは、自分もがんばらん

史に沿って編集され、現在も「日本．西洋美術の

とあかんわと「元気の素」に代わりました。その

ながれ』として発行されています。昭和48年に発

後もずっと芸大の研究会は私を刺激してくれてい

刊された「新しい美術鑑賞」は、テーマ別による

ました。数年前に常任委員になり、運営に深くか

鑑賞本で、どういうところに着目して作品のよさ

かわるうちに、この会は多くの人の善意によって

を感じていくのか、鑑賞のきっかけをつくるもの

支えられていることを知りました。５０年続いたの

として画期的なものであったということです。そ

はすごいよなあと改めて感心しています。

して、他著者の技法書との合本「美術の表現と鑑

現在は研究会を支える人たちが少なくなってき

賞ｊ「美術資料』もあります。これらの鑑賞教本
の改訂に取り組んできました。基本方針の協議に

ています。採用が減ったのも一因ですが研究会活
動の変容が望まれているのかもしれません。誰の

始まって、テーマの検討から掲載作品の選定、原

ための研究会活動なのかと問う時、５０年前と変わ

稿の執筆にいたる一連の仕事の中で、いろいろな
ことを学びました。大きな責任を負う仕事ですの

らないものと変わっているものがあり、活動の在
りようについては広く深く話し合えていたのかと

で、念入りに美術書を調べたり、時間をかけて文

反省する必要があるでしょう。

章の検討をしました。限られた字数の中で、いか

研究会活動の未来にはいろいろな提案がありま

にわかりやすく鑑賞のポイントをおさえて文章に

す。子どもたちや親たちに接していると次々と思

するか。士、日を返上してのなかなか厳しいもの

い浮かんできます。ただそれらをどのように具体

でした。しかし、得るものも多く、様々な美術作

的に進めるかについては互いに話し合うことが大

品のよさに触れることができ、美術を見る目も磨

切で、そういう機会が多く持てることを期待しま

かれました。また、生徒に作品のよさを語る時、

す。先生側の利害が先行しない自由な対話の場が

自分が得たものを少しでも還元できたようにも思

持てる会であってほしいと願っています。

います。

研究会活動50年の節目に際し、微力ながらも今
後も美術教育に努力し続ける思いを新たにしてお
ります。

研究会の過去・現在・未来
喜田健嗣

私と研究会

「このまま研究会を残すのか、否か」重い空気

大阪府立松原高等学校

の中、この課題についてこの数年常任委員会で話

中井亜樹

し合いを繰り返してきました。夜の９時になって

会議室が使用できなくなった後にも建物の外で話

大学卒業時に茶封筒にはいった葉書をいただい

を続けたことがあります。結果、ぜひとも残そう

た。それが私の研究会との最初の出会いだった。

ということで一致し、常任委員の１人として精一

でもその時は自分が教職につくことはないと思っ

杯努力をしてきました。

ていたので、卒業して数年たち教職についてから

大学を卒業後どちらかというと研究会活動に参
加していなかった私でしたが、会からの案内が届

数年たってようやく研究会の一員にさせていただ
くことができた。

くたびに、なにか細々としたものでしたが研究会

最初に研究会に参加したのは、私の高校時代に

とのつながりを感じていました。みんながんばつ

は美術Ⅲが開講されなかったため現任校での美術
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11．私と研究会

の授業をどう組み立てたらいいのか悩んでいたこ

とや、小中高を地方で育ってきたためちょっとし
た疑問でも気安く聞ける恩師が近くにいなかった

こと、指導案・教材のヒントなど何でもいいから

授業のネタが欲しいという気持ちからだった。実
際、研究会では多くの先生方から教案やプリント
をいただき、生徒の授業作品をそのまま参考作品

に使わせていただくこともあった。また「教材辞

典」を譲っていただいたりなど数々の温かい支援
を受け、私の拙い授業の参考にさせていただくこ
とができ感謝している。

同時に、この数年間は研究誌「美」の編集作業

や会議の記録などのお手伝いもさせていただいた
が、「美」の編集では様々な先生方の教育実践や
美術教育の造詣に触れ、自分の未熟さを再認識さ
せられたり、美術教育そのものについても深く考
えさせられ勉強することができた。

現場が忙しいために学校のなかに閉じこもって
しまいがちな今日この頃だが、学校の中にいるだ
けでは決してわからない他校種の教育現場の実状
を共通理解したり美術教育のつながりを大切に、

これからも様々な教育活動の母体となって現場の
教師を支援してくれる「会」であって欲しいと願
っている。

－１３７－

編集後記
本会が50年を迎える日が来ようとは、正直予想もしなかったことで、年
史編集のための資料保存なども常に留意されていたわけではありませ
ん。その上、学舎の火災や、大学の移転などもありましたが、初期と平

成以降の一時期を除いて遣されていたすべての記録は入念に調べ、何と
か50年のあゆみをまとめることができました。

編集の任を与えられた本委員会では、先ず第一回の会合で、この年史
刊行の目的は何か、を確認することから始めました。本会をとりまく社

会的、教育的環境は、本会発足当時には想像もつかない変貌をとげ、い
よいよ美術教育による真の人間形成の重要性と、その理念を追求してき

た本会50年の歴史を確かめ、それをこれからの活動に生かすことの必要
性を改めて痛感したのであります。

本書は、本会の50年までのありのままの研究活動の記録でありますが、
これからの本会の活動、ひいては日本の美術教育の前進、発展にいささ
かでも役立てられることを願って止みません。

編集委員川村善之
梅本善昭
横田学
飯田真人
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