
第４９回 山口県造形教育研究ゼミナール大会 
 

山口県造形教育研究会研究テーマ 

「未来を拓く造形維新～対話で深める学びと心～」 

１ 目的 (1) 実技研修・ワークショップや実践発表等を通して，造形・美術教育の指導力向上を図る。  

(2) 幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校・大学の造形・美術関係者・指導者の情報

交換・相互理解を図る。 

２ 期日 平成３０年８月７日(火)・８日(水) 

３ 会場 山口大学教育学部附属光小学校・中学校（美術室） 

４ 主催 山口県小学校教育研究会 山口県中学校教育研究会 山口県造形教育研究会 

５ 後援 山口県教育委員会 一般財団法人山口県保育協会 公益財団法人山口県私立幼稚園協会 

山口県国公立幼稚園・こども園連盟 山口県高等学校教育研究会 

６ 日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 内容 

⑴  シンポジウム（７日）「子どもの表現から形・色・イメージをどうみとるか」 

  ・昨年度の学校美術展覧会の作品などを話題の中心に，造形教育について考え，語り合う会です。  

   

 

 

 

 

 

⑵ 実技講座・ワークショップ 

  ・基本的に同名の講座は２日とも同じ内容で行いますので，２日受講される方は，別の講座を選択

されることをおすすめします。 

  ・デジタルカメラを持参され，記録用に撮影されてもかまいません。 

  ・当日，講師が変更する場合がございます。 

 実技講座・ワークショップ１（8 月 7 日午後） 

講座  第１講座  第２講座  第３講座  第４講座  

対象  幼・保～小  幼・保～小学校低学年  幼・保～小  幼・保～小  

内容  水彩絵の具を使った平面表現 絵あそび  造形あそび  紙等を使った工作  

講師  

山口大学教育学部附属山口小学校  

教諭  岡﨑  典子   

山口市立二島小学校  

校長  辻本  紳一朗  

山口芸術短期大学  

准教授  森下  嘉昭  

山口大学教育学部附属光小学校  

講師  田畑  奈津枝  

光市立島田小学校  

教諭  林   健  

山口大学教育学部附属光小学校  

教諭  池内  達也   

長門市立油谷小学校  

教諭  伊藤  龍太  

山口市阿知須中学校  

教諭  中野  寿美  

 

講座  第５講座  第６講座  第７講座  第８講座（７日のみ）  

対象  幼・保～小～中  小～中  小～中～高  幼保～小～中～高  

内容  
版画・版あそび  鑑賞をもとにした制作  ディップ液を使った立体表現 

石粉粘土で作る、楽しい

家族の箸置き  

講師  

周南市立福川中学校  

教諭  片山  善則  

周南市立今宿小学校  

教諭  三浦  しのぶ  

光市立浅江中学校  

教諭  西村  優子  

下松市立末武中学校  

教諭  和佐本  静代  

山口大学教育学部附属光中学校  

教諭  曽根  唯之  

下松市立下松中学校  

教諭  山本  真理子  

山口大学教育学部    

准教授  上原  一明  

小鯖幼稚園  

教諭  豊崎  純子   

 受付 開会式・シンポジウム  昼食 実技講座・ワークショップ１ 
諸連絡

等 
 懇親会 

受付 実技講座・ワークショップ２ 昼食 実技講座・ワークショップ３ 
諸連絡

等 

全体コーディネーター：山口市二島小学校 校長 辻本 紳一朗 

幼稚園・保育園の部  小学校の部  中学校の部  

野田学園幼稚園  

副園長  山下  温子  

山口市小鯖小学校  

教諭  津室  和彦   

山口市二島小学校  

校長  辻本  紳一朗  

柳井市立柳井中学校  

 教諭  松田  和子  

８/８ 

８/７ 
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実技講座・ワークショップ２（8 月 8 日午前） 

講座 第１講座 第２講座  第５講座  第６講座  

対象 幼・保～小 幼・保～小学校低学年  小～中  小～中  

内容 水彩絵の具を使った平面表現 絵あそび  版画・版あそび 鑑賞をもとにした制作 

講師 

山口大学教育学部附属光小学校 

教諭  岡﨑  典子   

美祢市立豊田前小学校  

教諭  世良  香菜美   

山口芸術短期大学  

准教授  森下  嘉昭 

山口大学教育学部附属光小学校  

講師  田畑  奈津枝 

周南市立福川中学校  

教諭  片山  善則 

周南市立今宿小学校  

教諭  三浦しのぶ  

光市立浅江中学校  

教諭  西村  優子 

下松市立末武中学校  

教諭  和佐本静代 

 

実技講座・ワークショップ３（8 月 8 日午後） 

講座 第３講座  第４講座  第 7 講座 第 9 講座 第 10講座（８日のみ） 

対象 幼・保～小  幼・保～小  小～中～高  小～中～高  小～中～高  

内容 造形遊び  紙等を使った工作  ディップ液を使った立体表現 マンガ表現 伝統工芸（赤間硯） 

講師 

光市立島田小学校  

教諭  林   健  

山口大学教育学部附属小中学校 

教諭  池内  達也 

長門市立油谷小学校  

教諭  伊藤  龍太 

山口市阿知須中学校  

教諭  中野  寿美 

山口大学教育学部附属光中学校 

教諭 曽根 唯之 

下松市立下松中学校 

  教諭 山本 真理子 

YIC キャリアデザイン専門学校  

校長  須内  章雅 

YIC イラスト・マンガ  

講師  三好  祐奈 

山口県指定無形文化財

赤間硯保持者     

堀尾  信夫    

日本工芸会山口支部  

幹事  日枝  玉峯 

山口大学教育学部附属山口中学校  

教諭  山根みどり  

 

８ 留意事項 

  ＊ 昼食が必要な方は，参加申込書に○印をご記入下さい。当日，受付で代金と引き替えに食券を

お渡しします。(お茶付きで 700 円の予定です)購入されない方は，必ず×をご記入下さい。 

  ＊ 準備物につきましては，原則としてゼミナールで準備しますが，講座内容によっては，個人で

準備していただくものがございます。必要な準備物につきましては，８月１日（水）までに，所

属機関にＦＡＸまたは e-mail で連絡します。夏休みの動静により，別の場所での連絡を希望さ

れる方は，備考欄に連絡先の電話番号（携帯など），アドレス等をご記入ください。 

  ＊ 当日は，作業しやすい格好でお越しください。 

  ＊ 駐車場は附属小学校グラウンドです。 

   

９ 参加費用 3,500 円（１日目のみの参加の場合は 2,000 円，2 日目のみの場合は 2,500 円） 

 

10 申し込み先 

※お申し込みは，別紙申込用紙にて FAX または e-mail でお願いします。 

   （送付状等は必要ありません）                 

＜会場のご案内＞ 

  〒743-0007  

光市室積８丁目４－１ 

山口大学教育学部附属光中学校 

曽根 唯之 

     TEL：０８３３－７８－０００７  

FAX 送信先：０８３３－７５－１５０９ 

  Mail    sonet@yamaguchi-u.ac.jp 

 

 

11 申し込み〆切 平成３０年７月２５日(水) 

 附属光小・中学校 


