2015

【大会前日の諸会議】 9 月 19 日（土） 各委員会、役員会（会場は当日掲示）
12:00〜

受付

教育人間科学部講義棟（第７講義棟）

12:30〜13:30

拡大総務局会議（正副理事長、副代表、総務局員）

13:30〜14:00

全造連大学委員会 [ 部門 ]

14:00〜15:00

全国大学造形美術教育連絡協議会

横浜

（年１回の美術部門全造連大学委員と全美協の懇親会）
14:00〜15:20

国際交流委員会 [ 学会 ]

13:30〜15:20

学会誌委員会 [ 学会 ]

14:00〜15:20

学校支援委員会 [ 部門 ]

14:00〜15:20

特別課題検討委員会 [ 部門 ]

13:00〜14:00

全美協

15:10〜15:30

拡大理事会

受付 [ 学会・部門共通 ]

15:30〜16:30

拡大理事会

学会＋部門（共通新規事項を含む）

16:30〜17:10

美術部門協議役員会 [ 部門 ]

9/20
9/21

役員会 [ 私学 ]

日本教育大学協会全国美術部門・第 54 回大学美術教育学会全国大会
横浜大会 合同開会式（第 6 講義棟：6-101）

13:00〜15:30

昼食（第１食堂）
口頭発表（５会場 ×5 =25 累計 45）
（第 7 講義棟：A:7-101、B:7-103、C:7-104、D:7-201、E:7-202）

15:45〜17:45

シンポジウム「美術の現状 教科としての再定義」
（教育文化ホール大ホール）

18:00〜19:30

懇親会（第１食堂）

１階ホール︶

12:00〜13:00

口頭発表（５会場 ×4 =20）
（第 7 講義棟：A:7-101、B:7-103、C:7-104、D:7-201、E:7-202）

ポスター展示
︵第７講義棟

9:20〜 9:50
10:00〜12:00

受付（第６講義棟１階入口：正門 徒歩 10 分）

かながわ造形教育実践フォーラム・作品展示
︵第７講義棟 １階オープンスペース︶

学会・部門

平成27年度 日本教育大学協会 全国美術部門 協議会

第54回 大学美術教育学会「横浜大会」
● 企画行事
● 研究発表
● 総会

【第２次案内】

● 懇親会等

UNIVERSITY ART EDUCATION OF JAPAN

2015 年 9 月 20日 (日)
9 月 21日 (月・祝)

会場：横浜国立大学

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-2

■ 大会テーマ：

【横浜大会第 1 日】 9 月 20 日（日） 教育文化ホール、教育人間科学部講義棟（第６・７講義棟）
8:50〜

JAPAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF EDUCATION

「多様な文化の時代における図画工作・美術科教員の育成」
■ シンポジウムテーマ：

「美術の現状
パネリスト ・小野 康男

教科としての価値の再定義」

横浜国立大学 美術理論・美術史

・岡田 温司

京都大学 人間環境学研究科 西洋美術史（外部招聘）

・木下 史青

東京国立博物館 デザイン室長（外部招聘）

・山木 朝彦

鳴門教育大学 美術科教育

・小澤 基弘

埼玉大学 絵画

■ 同時開催：

＊司会進行：渡辺邦夫

「かながわ 造形教育実践フォーラム」作品展示・セッション

【横浜大会第 2 日】 9 月 21 日（月・祝） 教育人間科学部講義棟（第６・７講義棟）
受付（第６講義棟１階入口：正門徒歩 10 分）

口頭発表（５会場 ×4 =20 累計 65）
（第 7 講義棟：A:7-101、B:7-103、C:7-104、D:7-201、E:7-202）

11:30〜12:30

ポスターセッション
（第 7 講義棟：１階ホール）

かながわ 造形教育実践フォーラム
（第 7 講義棟：1 階オープンスペース）

12:30〜13:30

昼食（第 1 食堂）

13:30〜14:30

日本教育大学協会全国美術部門協議会（第６講義棟：6-101）

14:40〜16:40

美術教育学生会議
︵第７講義棟︶

9:30〜11:30

（7-301）

口頭発表（５会場 ×4 =20 累計 85）
（第 7 講義棟：A:7-101、B:7-103、C:7-104、D:7-201、E:7-202）

17:00〜17:30

日本教育大学協会全国美術部門
大学美術教育学会 合同総会（第６講義棟：6-201）

全美協総会
（第６講義棟：6-102）

17:30〜17:50

引継ぎ（大会運営理事 H27 横浜国立大学 → H28 北海道教育大学（第 7 講義棟：7-101）

・ポスター展示 及び かながわ造形実践フォーラムの作品展示は会期を通し常設展示します。
・美術教育学生会議 は各大学から参加した学生が美術教育についての議論を通して交流を深めます。

ポスター展示
︵第７講義棟 １階ホール︶

学会・部門

かながわ造形教育実践フォーラム・作品展示
︵第７講義棟 １階オープンスペース︶

8:50〜

▷ 申込：e-naf＋（オンライン大会登録システム） https//www.e-naf.jp/meeting/UAESJ/uaesj54/member/
▷ 発表申込：8 月 18 日（火）12 時迄 ▷ 参加申込：9 月 1 日（火）12 時迄

◎事前申込割引 ◎参加申込は当日でも可能

【発表についての注意事項】 ●発表には大学美術教育学会会員の資格が必要です。※責任発表者だけでなく共同発表者も必須。
●大学美術教育学会の年会費未納では発表できませんので必ず期日までに納入してください。

【参加費】 ◯ 会員・一般：事前申込：4,000 円 当日申込：5,000 円
◯ 院生・学生：事前申込：2,000 円 当日申込：3,000 円

＊参加費の送金は「払込取扱票」を使用。
＊院生には現職教員も含みます。

◯ 懇 親 会：4,000 円（会場：横浜国立大学 第一食堂）
▷ 横浜大会の参加及び発表申込については、中西印刷の e-naf+（オンライン大会登録受付システム）を使って行います。
→ オンライン登録システムに関するお問い合せ：中西印刷株式会社 Tel: 075-415-3661
E-mail: uaesj54@nacos.com
大会システムサポートデスク（参加申込・発表申込・概要集）
▷ 申込期限時刻を過ぎるとオンラインシステムで登録はできなくなります。また、メールでの受付は行っておりません。
余裕をもって、期限までに登録してください。参加申込及び発表申込の詳細は学会 HP を確認してください。

■ 主催：大学美術教育学会、日本教育大学協会全国美術部門
企画運営：横浜大会実行委員会 協賛：横浜国立大学
大会に関するお問い合せ：教大協全国美術部門・大学美術教育学会横浜大会実行委員長 渡辺 邦夫

Tel:045-339-3454 E-mail:kuniow@ynu.ac.jp

