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コロナ禍の中での前進
～新たな形の研究大会～

北海道造形教育連盟

会 長 森 長 弘 美
(札 幌市立新陵中学校長 )

方、編集作業にあたってくださっ

た先生方に、あらためて深 く感謝

申し上げます。

さて、この一年、私たちは多く

のことを我慢 し、新 しい生活様式

の下、来年こそ、次はきっと…と

いう思いて
｀
過ごしてきました。

だか らこそ、子 どもたちには、

追形活動 を存分に楽 しみ、自分を

表現する喜びを感 じてほしいと願

い、本連盟は札幌市追形教育連盟

と協議を重ね、研究を再びつなげ

ていくことを決めて、研究大会の

開催を目指 してきました。

6月 にな り、微かな光明は見え

るものの、出口はまだまだ見通せ

ません。今までのように、子ども

たちが日の前でいさいきと活動す

る姿を見ての研究発表や討議には

なりませんが、オンラインという

新たなツールを使って、全道、全

国の皆様 とつなが り、今できる形

で研究を深めたいと思います。

その試みの一つが、4月 の委員

総会で したが、技術面での問題が

いくつも明 らかになり、 ご参カロい

ただいた全道各地区の皆様にはた

いへんご迷惑をおかけいた しまし

たことをお詫び申し上げます。

現在、大会を主管 していただく

オL幌市造形教育連盟を中,Sに 実行

委員会を組織 し、オンラインでの

開催が成功するよう、実験 と検証

を重ねなが ら準備を進めておりま

す。 この大会は全国大会であると

同時に全道大会でもあ りますの

で、各地区サークルの皆様のご参

カロをお待ちしております。

また、北海道教育美術展につい

ては、2年 のブランクを避 けたい

と考えておりますが、今後の状況

を勘案 しなが ら開催の可否も含め

て検討 してまいります。

今年度、lL海道造形教育連盟は

て
｀
きることをて

｀
きる形て

｀
実行 し、

北海道の造形教育に貢献できるよ

う、情報発信などと併せなが ら活

動を進めてまいりますので、ご理

解 とご協力をいただけますよう、

だよりお願い申し上げます。

今年度、4度 目の会長就任 とな

りました札幌市立新陵中学校の森

長弘美でございます。長期の任期

となりますが、今秋、 これまでに

ない形での追形教育研究大会の開

催を予定 しておりますので、引き

続 き会長 として運営に関わ り、追

形教育に携わる皆様に資する、意

義のあるものにしてまいりたいと

思います。 どうぞよろしくお願い

いたします。

昨年度、本連盟は創立70周 年を

迎えましたが、委員総会を書面開

催 とし、46回 続いた北海道教育美

術展も中止 とするなど、かつてな

い非常事態となりました。

そんな中、顧間の先生方にお集

まりいただき、 10年の活動を振 り

返る座談会を催すことができ、予

定より遅れなが らも「記念誌」を

発イ子することがて
｀
きました。 お話

を提供 していただいた顧間の先生
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研究レベルでの
つながりを強くする一年に

北海道造形教育連盟

研究部長 中 村 珠 世
(札 幌市立幌南小学校 )

北海道造形教育連盟研究部は昨

年度、4回 のオンライン交流会を

開催いた しました。コロナ禍で直

接集まることが難 しい中、各地区

サークルと新 しいつなが りが生ま

れることを願っての取組で した。

交流会では毎回 10名程度の方

が参カロしてくださりましたが、各

地区で中心 となっている方やネッ

トワークの担当者に限 らず、時に

は新 しくお会いする着手の方が参

カロしてくださることもあり、大変

嬉 しく感 じました。また、交流会

では日々の実践の交流 を中′ミにお

こなってきました。あらか じめ発

表者 を決めるのではなく、その時

に集まった方で実践を紹介できる

方が発表 し、感想を交流するとい

うスタイルを基本 としました。毎

回小学校や中学校のいろいろな実

践や子 どもの作品・活動の様子を

拝見させていただき、「これ って

中学校の美術にもつながることで

¨」「この子たちは こうい う力を

発揮 しているよね。」 と感想 を交

流するうちに、予定 している時間

があっという間に過 ぎてしまうこ

ともありました。時には研修会や

研究会など、地区や学校での活動

紹介もあり、私にとっては「自分

の授業も頑張ろう」 という明日ヘ

の元気や刺激をいただく貴重な機

会でもありました。オンライン交

流会に参カロしてくださった皆様、

そして実践を発表 してくださった

曽様にこの場をお借 りしておネL申

し」■げます。

さて、これ らのオンライン交流

会を通 して、新たな人 とのつなが

りをはじめ、実践 レベルでの追形

的なつなが りをつくることができ

たのは一つの成果であると考えま

す。今年度はオンライン交流会を

ベースとしなが ら、さらに研究 レ

ベルでのつながりを強くしていく

ことがて
｀
きるよう進めてヽ`きたヽヽ

と考えています。

例えば、すでに各学校には一人

1台 のタブレット端末が導入され、

各種の思考ツールや機能を用いた

授業実践 研修が各地区で始まっ

ています。図工 美術の授業にお

いても、日の前の子どもたちの実

態に合わせなが ら、資質 能力を

育むための効果的な用い方が今後

ますます実践 検証されていくこ

とで しょう。地区によって機種等

の違いはあるで しょうが、 タブレ

ット端末を活用 した授業実践を行

う上での軸 となる考え方を交流 し

ていくことは、 これか らの時代の

造形教育を担 う上で有益なもの と

なるで しょう。

また、研究部が各地区の研究

研修をつなげるハブ的な役割を担

い、全道の造形教育を活性化 して

いくことも目指 していきたいと考

えています。それぞれが取 り組ん

でいる授業実践や研修などを、北

海道造形教育連盟の研究主題「“わ

たし "を 創る ～今を生きる、共

に生きる追形教育～Jと 関連させ

なが ら発信 していくことも一つで

しょう。

なお、 10月 2日 (上 )に は札幌

市造形教育連盟が中′ヾ となり、オ

ンラインによる第 73回全国造形

教育研究大会北海道大会 第 70

回全道造形教育研究大会札幌大会

が開催されます。新 しい形での研

究大会を行 うにあたり、準備に携

わ られている関係者の皆様のご苦

労も相 当の ことと推察いた しま

す。直接、授業公開を行 うことが

出来なくても、造形教育における

子 どもの豊かな学びを十分に発信

するべく、時間をかけて取 り組ん

でこられています。ぜひ一人でも

多くの皆様 にご参会いただき、8

本ずつ行われる実践発表 提言発

表、そして研究討議や講演の中で、

これか らの造形教育について共に

考え、交流 し、研鑽 を深める機会

になればと思います。

北海道造形教育連盟の研究主題はこちら

h十 十p://hokuzOu kir jp/reseorch_subj ect httml

昨年度までの全道大会の資料はこちらから

ht十 p://hokuzOu.kir.jp/す oikoi61-70.hfml
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第73回 全国造形教育研究大会

第 70回 全道造形教育研究大会オL幌大会

大 会 長 森長 弘美 (北 海道造形教育連盟会長)

事務局長 石垣あけみ (札幌市造形教育連盟事務局長)

大会事務局 TEL:0 6833749(オ L幌市立前田小学校内)

北海道大会

今春口3年 ォンライン開催
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昨年度は新型コロナウイルス感染の対応により、残念なが ら教育美術

展の開催を中止いたしましたが、今年度は、感染症対策を徹底 して開催

することといたします。

本美術展の詳細につきましては、後 日、各学校に配付されます募集要

項をご確認 ください。新型コロナウイルスヘの感染対策のため、また、

展示ギャラリーの移設に伴 う諸事情の変更により、応募の規定や表彰式

については、例年 とは異なる形 となりますので、要項等でご確認 くださ

ヽ`。

あわせまして、年末に行われております審査研修会につきましても、

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底 して実施する予定です。

ただ し、今後の新型 コロナの感染状況によっては、開催中止 となる場

合もありますことを、ご了承 ください。

【今和 3年度 北海道教 育美術展 に関わ る日程 (予定)】

今和3年 12月 24日 (金)       札幌市内小中学校終業式
27日 (月 )・ 28日 (火) 審査研修会

今和4年 1月 7日 (金)～ 10日 (月 ) 北海道教育美術展展覧会
‖日 (火)～      作品退却

コロナ禍で集まっての研修できず、各地区サークル内外のやりとりが

思うようにいかない昨年度で した。研究部所管の「ネッ トワーク会議 J

では、新 しい交流の形 としてZ00Mを 使ってのオンライン交流会が行

われ、過去3回 の会議の中では各地区か らの実践報告も多数寄せ られま

した。コロナ禍でも各地区・各学校で奮闘する先生方の取組が紹介され

ています。全道各地か ら安′せして参カロできるので、今年度もオンライン

交流会を予定 しています。ネッ トワーク部員以外の参カロもOK。 開催の

ご案内が届きましたら、一度参カロしてみませんか。

本連盟のホームページ内「見て 北 NET」 に昨年度

子が紹介されていますので、ご覧ください。

各地区サークルの活動をホーム
ページで紹介 しています。
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今年度は、全国大会を兼ねた全道札幌大会がオンラインで行えるところまできました。オンラインということで、お

知 らせが難 しい部分もあるかと思いますが、 この連盟報で少 しでも多く情報をお伝えできたらと思い、作 りました。
この連盟報が会員相互の情報交流の一助 となれば幸いです。

く北海道造形教育連盟 広報部 > 黒 川 友 理 篠 原   貴 濱 口 裕 子


