
全国研修会実施要項令和元年度芸術系教科等担当教員等

1 目 的
芸術系教科等担当 教員等に対し、 学習指導要領の趣旨を踏まえた理論研修・実践研修を 実施し、 指

導方法 や評価方法等の工夫改善等につなげ、初等中等教育の芸術系教科等における指導の充実に資す
ることを目的とする。

文化庁、 全国芸術系大学コンソ ー シアム及び協力大学

令和元年 10月 8日（火）～ 10月 9日（水）
令和元年 12月 13日（金）～ 12月 14日（土）
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5 力リキュラム内容
(1 ）初日の研修は、学習指導要領に係る全体研修 及び理論研修（教科・科目別） とする。具体的には、

学習指導要領の趣旨を踏まえた芸術系教科等の意義、役割、 今後の方向性、 芸術系教科等の研修
と 授業研究の在り方、 芸術系教科等における学習評価、 社会に聞かれた芸術系教科等の可能性 と
課題等とし、講師は 文部科 学省の視学官 及び文化庁の教科調査官等が担当する。 また、東京会場
では野村寓斎氏による特別講演を行う。

(2） 実践研修は、 学習指導要領の趣旨やねらい の実現を目指す 授業を展開するための実践手法 を 中
心とした研修プログラムとする。 具体的には、 「 A表現」及び「B鑑賞Jの授業実践と結び付いた
実技研修、 教材研究の方法、 実践事例を通した指導法 の検討、 指導に生きる学習評価 の実際等と

し、講師は 芸術系大学 教員 や広く活躍している芸術家等が担当する。
(3） 理論研修 及び実践研修 の分科会は、会場毎に次のとおり開催する。

東京会場：小学校、 中学校及び高等学校の芸術系教科 ・ 科目
①小学校音楽科、②小学校図画工作科、 ③中学校音楽科、 ④中学校美術科、
⑤高等学校芸術科（音楽）、⑥高等学校芸術科（美術）、⑦高等学校芸術科（工芸）、
③高等学校芸術科（書道）

京都会場：小学校及び中学校の芸術系教科
①小学校音楽科、②小学校図画工作科、 ③中学校音楽科、 ④中学校美術科

(4）第 1日の情報交換会の参加は、 任意とする。
(5）第 2日の実践研修は、 分科会毎に東京 及び京都近隣の芸術系大学又は 教員養成大学 が運営し、

各大学等を会場にして実施する。



6 会場等
(1) 東京会場

［第1日］ (10月8日） ※全6分科会合同実施
会場：東京塾術大学 上野キャンパス（東京都台東区上野公園12-8)

担当：東京喜術大学（社会連携課 TEL : 050 5525-2051)

［第2日］ ( 10月9日）

分 科 会 1コミ』 場 当

小学校音楽科 武蔵野音楽大学 武蔵野音楽大学（管理課）
東京都練馬区羽沢ト13-1 TEL : 03-3992 1121 

小学校図画工作科 東京造形大学 東京造形大学（教務課）
東京都八王子市宇津貫町1556 TEL : 042-637-8721 

中学校音楽科 国立音楽大学 国立音楽大学（大学改革推進室）
高等学校芸術科（音楽） 東京都立川市柏町5-5-1 TEL : 042 535-9511 

中学校美術科 武蔵野美術大学 三鷹ノレー ム 武蔵野美術大学（社会連携チ ー ム）
高等学校芸術科（美術） 東京都武蔵野市中町ト19-3 TEL : 042-342-7945 

武蔵野YS ピル6F

高等学校芸術科（工芸） 東京塾術大学上野キャンパス 東京塾術大学（社会連携課）
東京都台東区上野公園12-8 TEL : 050 5525-2051 

高等学校芸術科（書道） 東京事術大学上野キャンパス 東京学芸大学（教育企画課）
東京都台東区上野公園12-8 TEL : 042-329-7751 

(2）京都会場
［第1日】（12月13日） ※全4分科会合同実施

会場：メルパルク京都（京都市下京区 東洞院通七条下ル東塩小路676番13)

担当：京都市立芸術大学（連携推進課 TEL : 075-334-2204)

［第2日］ ( 12月14日） ※研修内容は別途通知

分 科 会 lτ広』 場 十E 当

小学校音楽科 京都市総合教育センタ ー 京都市立芸術大学（連携推進課）
京都市下京区富永町344 TEL : 075-334-2204 

小学校図画工作科 キャンパスプラザ京都 向上
京都市下京区西洞院通塩小路下る
東塩小路939

中学校音楽科 京都市総合教育センタ ー 向上
京都市下京区富永町344

中学校美術科 キャンパスプラザ京都 向上
京都市下京区西洞院通塩小路下る
東塩小路939



7 参加者
(1）受講資格

－小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教諭等であって、
芸術系教科等を担当している者又は予定している者 （非常勤講師等を含む）

－都道府県、 指定都市教育委員会の指導主事等
－原則として2日間の研修に参加できる者

(2）受講人数
・各都道府県、 指定都市から全分科会 （東京会場・京都会場） を含め8 ～ 1 2名程度

※東京、 京都どちらの会場でも希望可（京都会場は別途報告）
※各分科会の受入れ可能人数を超えた場合は、 調整することがあります。

(3） 各分科会の予定定員
〔東京会場〕

分科会名

小学校音楽科

小学校図画工作科

〔京都会場〕

分科会名

小学校音楽科

小学校図画工作科

(4） 参加希望報告

定員

8 0 

6 0 

定員

4 0 

4 0 

分科会名 定員 分科会名

中学校音楽科 8 0 高等学校芸術科（工芸）
高等学校芸術科（音楽）

中学校美術科 60 高等学校芸術科（書道）
高等学校芸術科（美術）

分科会名 定員

中学校音楽科 40 

中学校美術科 4 0 

定員

20 

3 0 

東京会場の参加希望者について、（別紙 2）参加希望者の報告等により、令和元年 9 月 1 3 日（金）
までに、 文化庁参事官（芸術文化担当）付学校芸術教育室宛てに報告する。

※京都会場の参加希望者報告については別途通知する。

8 東京会場参加者の決定
(1） 文化庁は、 東京会場の研修参加者を決定し、 9 月 2 5 日 （水） を目途に、 都道府県及び指定都

市教育委員会に対して、 通知するものとする。
(2） 研修参加希望者が多数の場合は、 文化庁で調整の上、 決定・連絡する。

9 その他
(1）本研修会は、 目的に基づき芸術系教科等に関する理論及び実践研修を中心とするものであるこ

とを理解した上で、受講すること。
(2）本研修終了時に、受講者アンケ ー ト等を行う。 また、本研修会の参加後、本研修会の成果をど

のように活用したか等について、 報告を求めることがある。
(3） 研修会参加に係る服務については、 各都道府県、 所属校等の判断によるものとする。
(4）宿泊が必要な場合は各自で準備するものとする。
(5） 京都会場の研修内容及び参加希望者報告等については別途通知する。



【参考】

令和元年度芸術系教科等担当教員等 地区ブロック研修会日程等（予定）

1 北海道・東北地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

小学校図画工作科 令和元年12月2日（月）～3日（火） 秋田公立美術大学（企画課）
秋田公立美術大学 018 888-8478 

秋田県秋田市新屋大川町12-3

中学校音楽科 令和元年10月29日（火） 東京曇術大学（社会連携課）
高等学校芸術科（音楽） 宮城県総合教育センタ ー 050-5525 2051

宮城県名取市美田園2 1-4 

中学校美術科 令和元年12月2日（月）～3日（火） 秋田公立美術大学（企画課）
高等学校芸術科（美術） 秋田公立美術大学 018-888-8478

秋田県秋田市新屋大川町12-3

2 関東・甲信越地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

中学校音楽科 令和元年12月25日（水） 東邦音楽大学
高等学校芸術科（音楽） 東邦音楽大学 川越キャンパス

埼玉県川越市今泉84

中学校美術科 令和 2 年 l 月23日（木）～24日（金） 女子美術大学（教育支援センタ ー）
高等学校芸術科（美術） 女子美術大学 杉並キャンパス 03-5340-4508

東京都杉並区和田ト49-8

高等学校芸術科（工芸） 日程調整中 東京塾術大学（社会連携課）
東京塾術大学 上野キャンパス 050 5525-2051 

東京都台東区上野公園12-8

高等学校芸術科（書道） 令和元年11月23日（土祝）～24日（日 ） 東京学芸大学（教育企画課）
東京学芸大学附属高等学校 042 329-7751 

東京都世田谷区下馬4ート5

3 東海・北陸地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

小学校音楽科 令和元年12月26 日（木）～27日（金） 名古屋音楽大学（事務部・庶務）
名古屋音楽大学 052-411-1115

名古屋市中村区稲葉地町7-1

小学校図画工作科 令和 2 年2月13日（木） 金沢美術工芸大学（事務局）
金沢美術工芸大学 076 262-3531 

石川県金沢市小立野5一 日一 l

中学校音楽科 令和 2 年 l 月10日（金） 愛知県立芸術大学
高等学校芸術科（音楽） 長久手文化の家

愛知県長久手市野田農201

中学校美術科 令和元年12月26日（木） 常葉大学（造形学部）
高等学校芸術科（美術） 常葉大学 草薙キャンパス 054 263-1125 

静岡県静岡市駿河区弥生町6 1 

高等学校芸術科（書道） 令和元年12月10日（火）、 24日（火） 愛知教育大学
(12/10）徳�J11美術館

愛知県名古屋市東区徳川町1017
(12/24）愛知教育大学

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢l



4 近畿地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

小学校音楽科 令和 2 年1月11 日（土） 予定 東京整術大学（社会連携課）
中学校音楽科 会場調整中 050 5525-2051 

高等学校芸術科（書道） 令和元年12月9 日（月）～10 日（火） 大阪教育大学
大阪教育大学

大阪府柏原市旭ケ丘4-598 1 

5 中国・ 四園地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

小学校音楽科 令和 2 年下旬 予定 エリザベト音楽大学
エリザベト音楽大学 （芸術教科研修会WG)

広島市中区械町4-15 082 221-0918 

中学校音楽科 令和 2 年1月25 日（土） 徳島文理大学
高等学校芸術科（音楽） 徳島文理大学 むらさきホ ール

徳島県徳島市山城町西浜傍示180

中学校美術科 令和元年11月2 日（土） 広島市立大学
高等学校芸術科（美術） 広島市立大学

広島県広島市安佐南区大塚東3-4-1

6 九州・沖縄地区

分科会 日程・会場等 担当大学等

小学校音楽科 令和元年12月26 日（木）
．

東京襲術大学（社会連携課）
中学校音楽科 宇土市民会館 050-5525-2051

高等学校芸術科（音楽） 熊本県宇土市新小路町l23 

中学校美術科 令和元年12月6 日（金） 佐賀大学
高等学校芸術科（美術） 佐賀大学

佐賀県佐賀市本庄町l

中学校美術科 令和元年11月29 日（金） 沖縄県立芸術大学
高等学校芸術科（美術） 沖縄県立芸術大学

沖縄県那覇市首里当蔵町1-4

高等学校芸術科（書道） 令和 2 年3月3 日（火）～4 日（水） 福岡教育大学
福岡教育大学 （美術教育ユニット和田研究室）

福岡県宗像市赤間文教町1-1 0940-35-1427 




