


1. 日時：2012 年 10 月 19 日 ( 金 ) 諸会議
 20 日 ( 土 ) 全国大会及び総会・協議会
 21 日 ( 日 ) 

2. 会場：大分大学教育福祉科学部棟　

〒 870-1192 大分県大分市大字旦野原 700 番地
 http://oita-u.ac.jp

3. 参加費：学会員・一般参加者 5,000 円、大学院生 3,000
円（現職院生は 5,000 円）、学生・留学生 1,500 円

4. 大会ブログ：http://oitaart.blogspot.jp/

5. 大会実行委員長：大分大学　冨田礼志　　

大会日程
【大会前日の諸会議】2012 年 10 月 19 日（金）　各委
員会、役員会（教育福祉科学部棟１F）

13:30-14:00 拡大総務局会議【正副理事
長 ･ 正副代表 ･ 総務局員 ･
事務部員】

第１会議室

14:00-14:50 全造連大学委員会【部門】
※全国大学造形美術教育連
絡協議会（年１回の美術部
門全造連大学委員と全美協
の懇談会）

第１会議室

14:50-15:50 国際交流委員会【学会】
学会誌委員会【学会】
附属学校委員会【部門】
特別課題検討委員会【部門】

第２会議室
地域交流室
改革推進室
100 号教室

( 全美協　役員会）【私学】 100 号教室
15:40-15:50 拡大理事会受付【学会・部

門共通】
第１会議室
入口

15:50-17:00 拡大理事会【学会＋部門（共
通審議事項を含む）】

第１会議室

17:00-17:50 美術部門協議役員会【部門】第１会議室

【大分大会第１日】　2012 年 10 月 20 日（土）（教育福
祉科学部棟）

09:30- 部門受付 正面玄関
10:00-11:00 部門総会、協議会

全美協総会
100 号教室
201 号教室

大学美術教育学会受付 正面玄関

11:00-11:25 第 51 回大学美術教育学
会全国大会開会式

100 号教室

11:30-11:57 口頭発表 203、204 
303、304

12:00-13:00 昼休み 200 号教室
13:00-15:37 口頭発表

（14:00-14:10 休憩）
203、204 
303、304

16:00-17:30 シンポジウム ｢地域から
発信するアート」

100 号教室

17:30-19:00 懇親会場へ移動
送迎バス

19:00-21:00 懇親会 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ
大分

【大分大会第２日】　2012 年 10 月 21 日（日）（教育福
祉科学部棟）

09:30- 受付 正面玄関
10:00-11:57 口頭発表 203、204 

303、304
12:00-13:00 昼休み 200 号教室
13:00-13:25 ポスター発表 100 号教室
13:30-14:57 口頭発表 203、204 

303、304
15:10-15:40 大学美術教育学会総会 100 号教室
15:50- 引き継ぎ（大会運営理事

H24 大分大学・H25 京都
教育大学

100 号教室

※大会の一環として、別府市で開催された「別府現代
芸術フェスティバル 2012『混浴温泉世界』（10 月 6 日
‐ 12 月 2 日）の実行委員会との共催によるエクスカー
ション（大会シンポジウムのパネリスト・山出淳也氏の
案内による徒歩見学会）を 21 日夜に実施しました。



























■全国大会開催校一覧
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

北海道地区 東北地区 関東地区 北陸地区 東海地区 近畿地区 四国地区 中国地区 九州地区
Ⅰ
期

1952年(昭和27年)  ①東京地区
1953年(昭和28年)  ②山形大学
1954年(昭和29年) ③茨城大学
1955年(昭和30年) ④京都教育大学
1956年(昭和31年) ⑤東京学芸大学
1957年(昭和32年) ⑥愛知教育大学
1958年(昭和33年) ⑦佐賀大学
1959年(昭和34年)  ⑧横浜国立大学
1960年(昭和35年) ⑨愛媛大学
1961年(昭和36年)  ⑩金沢大学

Ⅱ
期

1962年(昭和37年)

1963年(昭和38年) 2 千葉大学
1964年(昭和39年) 3 奈良教育大学
1965年(昭和40年) 4 宇都宮大学
1966年(昭和41年) 5 静岡大学
1967年(昭和42年)  6 福島大学
1968年(昭和43年)

1969年(昭和44年) 8 千葉大学
1970年(昭和45年)  9 大阪教育大学
1971年(昭和46年) 10 埼玉大学

Ⅲ
期

1972年(昭和47年)

1973年(昭和48年) 12 愛知教育大学
1974年(昭和49年) 13 東京学芸大学
1975年(昭和50年)

1976年(昭和51年) 15 北海道教育大学札幌校
1977年(昭和52年) 16 岩手大学
1978年(昭和53年)

1979年(昭和54年) 18 信州大学
1980年(昭和55年)  19 神戸大学
1981年(昭和56年)

1982年(昭和57年) 21岐阜大学
1983年(昭和58年) 22 群馬大学
1984年(昭和59年)  

1985年(昭和60年) 24 北海道教育大学札幌校
1986年(昭和61年) 25 宮城教育大学
1987年(昭和62年)

1988年(昭和63年) 27 富山大学
Ⅳ
期

1989年(平成元年) 28 和歌山大学
1990年(平成2年)  

1991年(平成3年) 30 三重大学
1992年(平成4年)  31山梨大学
1993年(平成5年)

1994年(平成6年)  33 北海道教育大学函館校
1995年(平成7年) 34 秋田大学
1996年(平成8年)

1997年(平成9年) 36 上越教育大学
1998年(平成10年) 37 滋賀大学
1999年(平成11年) 

2000年(平成12年) 39 静岡大学
2001年(平成13年) 40 茨城大学
2002年(平成14年)

2003年(平成15年) 42 北海道教育大学旭川校
2004年(平成16年) 43 弘前大学
2005年(平成17年)

2006年(平成18年) 45 新潟大学
2007年(平成19年) 46 兵庫教育大学

Ⅴ
期

2008年(平成20年) 47 高知大学
2009年(平成21年) 48 愛知教育大学
2010年(平成22年) 49 武蔵野美術大学
2011年(平成23年) 50 宮城教育大学
2012年(平成24年) 51 大分大学
2013年(平成25年) 52 京都教育大学
2014年（平成26年）











■事務部より

・個人情報変更、退会の手続きについて
　年度末に次に該当する方は、大学美術教育学会のホー
ムページ内の専用フォームからご連絡下さい。
・異動、転職、転居、昇進、進学などに伴う情報変更
・退職、修了、その他理由による退会申請

　なお、退会については次の事項をご確認ください。
1 　入会年度より年会費の未納があった場合は、納入を

お願いします。
2 　本年度限りで退会を希望される方は、6 月 30 日ま

でにご連絡ください。原則として 7 月１日以降の退会
申請は、平成 25 年度限りでの退会として扱いますの
で、平成 25 年度会費を納入いただくことになります。

　郵送物や事務連絡、会員管理などには経費がかかって
おります。また 700 通以上の郵送物を準備する作業に
にご配慮いただき、ご連絡は速やかにお願いいたします。

大学美術教育学会 HP

http://saeu.jp/

・未納会費について
　平成 24 年度までに未納会費がある方は、平成 25 年
度会費に合算した額で納入用紙を送付いたします。
　すでに納入しているにもかかわらず、未納として用紙
が届きました際には、お手数ですがその旨ご連絡くださ
い。

・平成 25年 3月 12 日現在の会員数
個人会員　390 名、大学会員　311 名　合計 701 名

・平成 24年度入会者
氏名 所属
時光新吾 倉敷芸術科学大学

新妻健悦 宮城教育大学
清田哲男 川崎医療福祉大学
古川由子 佐賀大学大学院
三政洋一
栗原　慶 鳴門教育大学大学院学校教育研究科芸術健康系教育部
谷口幹也 九州女子大学人間科学部人間発達学科人間発達学専攻
本間美里 東京都大田区立矢口小学校
井上朋美 茨城大学大学院教育学研究科教科教育専攻美術教育専修
王　楽 広島大学教育学研究科文化教育開発専攻
大久保智睦 日本美術院
伊勢田理沙 佐賀大学大学院教育学研究科教科教育専修美術教育専攻
三浦　乃 鹿児島大学大学院教育学研究科
山本政幸 岐阜大学教育学部美術教育講座

笹原浩仁 行橋市立今元小学校、福岡教育大学教育学部美術教育講座
清川梨穂 福岡教育大学大学院教育学研究科
小笠原　萌 福岡教育大学修士課程教育学研究科
大松伸洋 横浜美術大学ビジュアルデザイン領域
矢形信子 関西学院中学部
鷹木　朗 京都教育大学教育学部美術領域
塚本悦雄 弘前大学教育学部美術教育講座
石崎誠和 佐賀大学文化教育学部美術工芸課程
郡司明子 群馬大学教育学部美術教育講座
佐藤一明 北海道札幌平岸高等学校
沖谷真由子 金沢大学大学院教育学研究科
梅山仁美 大阪市立大隅西小学校
山本将之 筑波大学人間総合科学研究科
沖中重明 頌栄短期大学
松下幸男 鹿児島市立美術館
田村桂子 鹿児島市立美術館
濱口由美 福井大学大学院教育学研究科
堀　祥子 名古屋女子大学文学部児童教育学科
望月未希 東京学芸大学大学院教育学研究科
棚町里美 熊本市立壷川小学校
槇　英子 淑徳大学
池永真義 大阪教育大学附属平野中学校・高等学校平野校舎美術科
佐部利典彦
小田久美子 ノートルダム清心女子大学
見藤素子
淺野皆子 名古屋短期大学
Kim Jeonghyo 韓国カリキュラム評価研究所
白木ゆう美 越教育大学大学院学校教育研究科
吉本美晴 上越教育大学大学院学校教育研究科
相澤彩乃 東京学芸大学大学院美術教育専攻美術科教育コース
大貫真寿美 帝京大学教育学部、洗足こども短期大学
佐藤央育 京都市立芸術大学美術学部
手嶋尚人 東京家政大学家政学部造形表現学科
青木朋子 福岡教育大学大学院教育学研究科教育科学専攻
佐藤史子 ヒューマンアカデミー　広島校
森　崇 長野市立北部中学校
高間由香里 大阪教育大学教員養成課程美術教育講座
川村高広 くらしき作陽大学子ども教育学部子ども教育学科
奥田真澄 三重大学教育学部美術教育講座
宮木健二 神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター
田中千賀子 武蔵野美術大学
和佐博視 広島大学教育学研究科生涯活動教育学専攻造形芸術学専修


