
（別紙２）

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実施要項

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。

２ 主 催 文化庁、全国芸術系大学コンソーシアム及び協力大学

３ 開催期日、会場、研修内容、予定定員等

「地区ブロック研修会の研修内容」（参考）のとおり

４ カリキュラム内容

本研修は、芸術系大学及び教員養成大学の教員等の指導のもと、芸術系教科等の授業研究の在り

方や指導方法や評価方法の工夫改善、各学校種における芸術系教科等の指導の充実に向けた取組等

について理解を深めることを目的とし、地区６ブロック（北海道・東北、関東甲信越、東海・北陸、

近畿、中国・四国、九州・沖縄）において開催する。

５ 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

・原則として研修の全日程に参加できる者

(2) 受講人数

・各都道府県、指定都市等から

① 所属するブロックの研修会へ ８～１５名程度

② 所属するブロック以外の研修会へ ０～５名程度

(3) 参加希望報告

地区ブロック研修会の参加希望者について、「参加希望者の報告等について」（別紙３）により

①研修番号１～９の研修については、 令和元年１０月１７日（木）までに、

②研修番号１０～２１の研修については、令和元年１１月２２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。

※研修番号は「令和元年度芸術系教科等担当教員等研修会 研修日程一覧」（別紙４）参照

６ 参加者の決定

(1) 文化庁は、各地区ブロック研修会の参加者を決定し、

①研修番号１～９の研修については、 令和元年１０月２２日（火）を目途に、

②研修番号１０～２１の研修については、令和元年１２月３日（火）を目途に、

都道府県及び指定都市教育委員会等に対して、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、決定する。

７ 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。



（別紙４－１）
令和元年度芸術系教科等担当教員等研修会

研 修 日 程 一 覧 （日程順）

研修番号 開催日 地区等 対象校種・教科等 開催地：担当

10/ 8(火) 9(水) 東京会場 小中高・全 東京他：東京藝術大学他
全国研修会

12/13(金) 14(土) 京都会場 小中 ・音､図､美 京都：京都市立芸術大学

１ 10/29(火) 北海道・東北 中高・音楽 宮城：東京藝術大学

２ 11/ 2(土) 中国・四国 中高・美術 広島：広島市立大学

３ 11/23(祝) 24(日) 関東・甲信越 高・書道 東京：東京学芸大学

４ 11/29(金) 九州・沖縄 中高･美術､工芸 沖縄：沖縄県立芸術大学

５ 12/ 2(月) 3(火) 北海道・東北 小 ・図画工作 秋田：秋田公立美術大学

６ 12/ 2(月) 3(火) 北海道・東北 中高･美術､工芸 秋田：秋田公立美術大学

７ 12/ 6(金) 九州・沖縄 中高・美術 佐賀：佐賀大学

８ 12/ 9(月) 10(火) 近畿 高・書道 大阪：大阪教育大学

９ 12/10(火) 24(火) 東海・北陸 高・書道 愛知：愛知教育大学

10 12/21(土) 関東・甲信越 高・工芸 東京：東京藝術大学

11 12/25(水) 関東・甲信越 中高・音楽 埼玉：東邦音楽大学

12 12/26(木) 27(金) 東海・北陸 小 ・音楽 愛知：名古屋音楽大学

13 12/26(木) 東海・北陸 中高・美術 静岡：常葉大学

14 12/26(木) 九州・沖縄 小中高・音楽 熊本：東京藝術大学

15 1/10(金) 東海・北陸 中高・音楽 愛知：愛知県立芸術大学

16 1/11(土) 近畿 小中 ・音楽 大阪：東京藝術大学

17 1/23(木) 24(金) 関東・甲信越 中高･美術､工芸 東京：女子美術大学

18 1/25(土) 中国・四国 中高・音楽 徳島：徳島文理大学

19 2/13(木) 東海・北陸 小 ・図画工作 金沢：金沢美術工芸大学

20 2/22(土) 中国・四国 小 ・音楽 広島：エリザベト音楽大学

21 3/ 3(火) 4(水) 九州・沖縄 高・書道 福岡：福岡教育大学



（別紙４－２）
令和元年度芸術系教科等担当教員等研修会

研 修 日 程 一 覧 （地区別）

地区等 研修番号 開催日 対象校種・教科等 開催地：担当

全国研修会(東京会場) 10/ 8(火) 9(水) 小中高・全 東京他：東京藝術大学他

全国研修会(京都会場) 12/13(金) 14(土) 小中 ・音､図､美 京都：京都市立芸術大学

５ 12/ 2(月) 3(火) 小 ・図画工作 秋田：秋田公立美術大学

北海道・東北 １ 10/29(火) 中高・音楽 宮城：東京藝術大学

６ 12/ 2(月) 3(火) 中高･美術､工芸 秋田：秋田公立美術大学

11 12/25(水) 中高・音楽 埼玉：東邦音楽大学

17 1/23(木) 24(金) 中高･美術､工芸 東京：女子美術大学
関東・甲信越

10 12/21(土) 高・工芸 東京：東京藝術大学

３ 11/23(祝) 24(日) 高・書道 東京：東京学芸大学

12 12/26(木) 27(金) 小 ・音楽 愛知：名古屋音楽大学

19 2/13(木) 小 ・図画工作 金沢：金沢美術工芸大学

東海・北陸 15 1/10(金) 中高・音楽 愛知：愛知県立芸術大学

13 12/26(木) 中高・美術 静岡：常葉大学

９ 12/10(火) 24(火) 高・書道 愛知：愛知教育大学

16 1/11(土) 小中 ・音楽 大阪：東京藝術大学
近畿

８ 12/ 9(月) 10(火) 高・書道 大阪：大阪教育大学

20 2/22(土) 小 ・音楽 広島：エリザベト音楽大学

中国・四国 18 1/25(土) 中高・音楽 徳島：徳島文理大学

２ 11/ 2(土) 中高・美術 広島：広島市立大学

14 12/26(木) 小中高・音楽 熊本：東京藝術大学

４ 11/29(金) 中高･美術､工芸 沖縄：沖縄県立芸術大学
九州・沖縄

７ 12/ 6(金) 中高・美術 佐賀：佐賀大学

21 3/ 3(火) 4(水) 高・書道 福岡：福岡教育大学


