【上越大会の概要】
■主催：美術科教育学会
■会期：2015 年 3 月 28 日（土）
，29 日（日）
■会場：上越教育大学（上越市山屋敷町 1 番地）
■大会テーマ

「目に見え，声に聞こえ，手に触れることができる他者の身体に
囲まれて，そこからの能動の発散を我が身に受動する。その受動

子どもを見ることからはじまる美術教育への回帰
■日程（予定）

の嵐のなかで，そこから逆に照らし出されるようにして私の〈わ
たし〉は生まれる」とし，
「他者の〈わたし〉が成り立つことに

3 月 27 日（金）理事会等
13:30 〜 15:30 学会誌編集委員会

よって，
はじめて私の〈わたし〉が成り立つという順路が，
（中略）

15:40 〜 18:00 理事会（理事，監事）

少なくとも必須の一側面としてある」
（
。
『子ども学序説』
岩波書店，
2009，14・38 頁）と述べています。

3 月 28 日（土）大会第１日

子どもたちの造形的な表現や鑑賞の過程においても，他者や身

9:00 〜 9:30 受付

の回りの世界と「ともに生きるかたち」を，どのようにつくり新

9:30 〜 11:45 研究発表Ⅰ
12:25 〜 13:20 開会行事・総会

たな生を成り立たせていくのかという問いを離れて，生きて働く

於 : 講 301

行為やまなざしの成立は困難といえます。その過程に「私の〈わ

13:20 〜 15:00 研究発表Ⅱ
15:10 〜 18:00 シンポジウム

たし〉が成り立つ順路」が示唆を与えています。子どもを見るこ

於 : 講 301

とからはじまる「ともに生きるかたち」の創造としての美術教育

「子どもを見ることからはじまる

について，会場の皆様のご意見を交えて議論を深めて参りたく存

美術教育への回帰」
18:10 〜 20:40 懇親会

じます。

於 : 大学会館

3 月 29 日（日）大会第２日
シンポジスト :

9:00 〜 11:50 研究発表Ⅲ

・浜田 寿美男氏

13:00 〜 14:00 研究部会交流会Ⅰ

（奈良女子大学名誉教授，立命館大学特別招聘教授）

14:10 〜 15:10 研究部会交流会Ⅱ

京都大学大学院文学研究科博士課程。花園大学教授，奈良女
■シンポジウムについて

子大学教授を経て現職。著書に『私のなかの他者』
（金子書房，

新聞やテレビでは，子どもが被害者になり，加害者になる様々

1998 年）
『
，
「私」とは何か』
（講談社，
1999 年）
『
，自白の心理学』

なニュースに出会います。
どうしたら人の視点や気持ちに立つこと

（岩波書店，2001 年）
，
『自白の研究』
（北大路書房，2005 年）
，

ができるのか。また，
どうしたら自分が成り立ち，同時に，他者と世

『子ども学序説』
（岩波書店，2009 年）
，
『障害と子どもたちの生
きるかたち』
（岩波書店，2009 年）
，他多数。

界を共感的に生きることが成り立つのか。
わたしたちの表現や言葉
が生まれる必然として，他の〈わたし〉としての他者がいます。こ

・交渉中（小学校教諭）

の他者との働きかけをとおして，人としての〈わたし〉の声と行為

・交渉中（小学校教諭）

が生まれ，他者の声や行為とつながることで成り立っています。

・司会：松本 健義（上越教育大学）

発達心理学者の浜田寿美男氏は「子どもは身体をもってこの世
に生まれ，
別の身体をもった他者との間で，
見る
・
見られる，
手を握る・

■参加申し込み方法

握られる，抱く・抱かれる，声をかける・かけられる････と，さ

⑴ 学会参加費：

まざまな回路を介して能動−受動のやりとりを交わす。
〈わたし〉

① 事前申込み料金

という心的構図が生み出されていくのは，この条件のもとでのこ

正会員：4,500 円，
大学院生（社会人をのぞく，
正会員を含む。

とである。
（中略）こうして生まれる〈わたし〉は，必然的な契

以下同様）
：2,500 円，大学院生以外の非会員：5,500 円

機として他者の〈わたし〉を含み込んでいる。個別的でありなが

② 当日申込み料金

ら，同時に共同的でもあるというこの条件を，子どもはその自然

正会員：5,000 円，大学院生：3,000 円，大学院生以外の

として，
最初からその身体に組み込んでいる」とします。そして，

非会員：6,000 円
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■学会 web サイト上でのお知らせ

※大学美術教育学会会員，日本美術教育学会会員の方も，本学

上越大会開催までの各種の広報・連絡等は，美術科教育学会

会会員扱いとなり，正会員料金で参加できます。払い込み

web サイト
（http://www.artedu.jp/）
にて随時お知らせします。

用紙通信欄にご記入ください。

ご参照ください。

懇親会費：
① 事前申込み料金

■上越教育大学までの移動手段

3,500 円（社会人を除く大学院生は，2,500 円）

※ 2015 年３月 14 日北陸新幹線開通に伴うダイヤ改正（12

② 当日申込み料金

月発表）は，ホームページと最終案内でお知らせいたします。

4,000 円（社会人を除く大学院生は，3,000 円）

◆主要駅からＪＲ新幹線上越妙高駅まで

⑵ 参加申し込み最終期限と参加費・懇親会費の払込み
最終期限：2015 年 2 月 27 日（金）

東京から 1 時間 48 分（北陸新幹線）
大阪から 3 時間 22 分（北陸線，北陸新幹線）

★参加申し込み及び参加費の払い込みは，本学会通信発送時に
同封させていただいている払込取扱票に必要事項をご記入

※新幹線上越妙高駅より上越教育大学 : タクシー 15 分。

の上，お振り込みください。参加費の振り込みによって学

◆新潟空港より高田駅または直江津駅まで
空港リムジンバスにて新潟駅へ。ＪＲ信越線で新潟駅より

会参加申し込み手続きとさせていただきます。
★参加費払い込み用の払込取扱票を紛失された方は，郵便局

直江津駅または高田駅まで所要時間約 2 時間。新潟駅前バ

にある払込取扱票をお使いください。その際は，必ず払込

スターミナルより高速バス高田行で高田駅前まで所要時間

取扱票の通信欄に「参加費 4,500 円」
「懇親会費 3,500 円」

約 2 時間。他に「新潟空港直行ライナー」
（ジャンボタクシ

などを明記してください。

ー : 要予約）があります。
◆直江津駅より上越教育大学まで
○頚城バス：直江津駅北口バス停より，
路線番号 5「教育大学線」

口座番号記号： ００５１０−４−１０１８９３

に乗車し「教育大学」下車。または，路線番号 36「山麓線」

加 入 者 名： 第 37 回美術科教育学会上越大会

乗車「教育大学東」下車。どちらも所要時間 20 分。バス停
より徒歩 5 分。

★通信欄に，ご住所，ご所属（大学院生の場合は，
「院生」と明

○タクシー：所要時間約 10 分。

記をお願いします）
，お名前，電話番号等をご記入ください。

◆高田駅より

★当日受付も可能ですが，大会運営上できるだけ事前申込みを

○頚城バス：高田駅近くの「本町 6 丁目」バス停より路線番

お願いします。なお，参加申し込み最終期限の 2 月 27 日

号 5 教育大学線乗車。
「教育大学」下車。所要時間 20 分。

（金）以降は口座に振り込まず，当日受付（当日申込み料金，

徒歩 5 分。

左記参照）にてお支払いください。

○タクシー：所要時間約 10 分。
■研究発表申込
■宿泊について

別紙「第 37 回美術科教育学会上越大会研究発表の申込につい

ホテルは，高田駅周辺と直江津駅周辺にあります。新幹線上越

て」をご参照の上，2014 年 12 月 12 日（金）までに申し込ん
でください。

妙高駅周辺にはありません。
ホテルから上越教育大学への移動は，

■研究部会での発表

頚城バス，タクシー等をご利用ください。

研究部会での発表については，代表者がとりまとめの上，
2014 年 12 月 12 日（金）までに大会事務局へ申し込んでくだ
さい。

問い合せ先：大会運営事務局 〒 943-8512 上越市山屋敷町 1 番地 上越教育大学
西村 俊夫（大会実行委員長） TEL/FAX 025-521-3536（研究室直通） 025-521-3204（副学長室）
E-mail nisimura@juen.ac.jp
松本 健義（研究発表担当） TEL/FAX 025-521-3346（研究室直通） E-mail takeyosi@juen.ac.jp
阿部 靖子（参加費等担当） TEL/FAX 025-521-3546（研究室直通） E-mail yasuko@juen.ac.jp
高石 次郎

TEL/FAX 025-521-3537（研究室直通） E-mail takaishi@juen.ac.jp

五十嵐 史帆

TEL/FAX 025-521-3560（研究室直通） E-mail shiho@juen.ac.jp
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