
2021年度　教育研究活動報告書

１）教育

３）社会貢献

４）学内運営

【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）

①ゼミ運営において，3年生8名，４年生9名を担当し、特に文化的，教育的視点から様々な事象を採り上げ学生の概念化を図っ
た。特に本年度は、卒業論文の分析（相関分析やKHコーダーを用いた共起ネットワーク分析）手法を広げ、学生の問題意識を
大切にしながら丁寧に論じた。卒論指導においては、11月に入っても一向に執筆が進まず、指導に苦慮した学生については、
実習（免許取得）を諦めるか、卒論（卒業）を諦めるかの選択になり、最終的に卒論執筆を選択し、2週間夜昼なく没頭して取り組
むことで完成に至った。3年のゼミ指導は、春から「社会学入門」輪読、「作家論」レポート作成，2人組によるフィールドワーク、プ
レゼン発表、オンライン諏訪スタディツアー（地域の5課題に別れて解決策を検討）参加など成果を上げた。また，卒業研究の仮
題目決定に向けて読書ノートを記すことに取り組み、読書後の考察習慣の形成を図っている。
②春学期の造形表現指導法では、新たにリモートに適した課題として、自宅近くの樹木を観察、スケッチ後に、ブルーノ・ムナー
リ「木をかこう」の樹木の特性に基づく描写方法や、ショートショート作家の田丸式メソッドから構想を広げる施策は、認識と技能
習得の刺激として有効であった。
③「初等図画工作科教育法」では， 題材開発を12チームに分かれて実施した。導入のプレゼン発表を行い、投票により5チーム
が選択され、質の高い模擬授業が展開された。また、全国私学造形研究会よりKOOVキットを借り受け、「ビジュアルプログラム
言語を用いたプログラム」、「ブロックを用いた創作」「転送」という3段階のポイントを押さえ、プログラミング教育の体験活動を実
施することができた。
④1年次生６クラスの子ども美術においては，素材との体験を重視し、ポートフォリオ作成による省察により、表現力の向上を図っ
た。考察、分析、意見を記し、美的に構成することを課し、自己表出と指示表出を交えてバランス感覚を養った。
⑤通信教育課程の教育実習事前指導（全10時間）においては，遠隔用メディア授業をリニューアルした。次年度は受講生相互
の意見交換が可能な対面授業を再開できることを切に願う。また、コロナ禍のため教育実習が難しい札幌市の学生１名に対し、
代替措置のプログラムを作成し、オンラインにて長谷川特任教授と共に指導した。途中で、残念ながら模擬授業実施断念の連
絡があり、学生の力量が一定水準に満たない場合のオンラインでの限界を感じた。

２）研究
　4月初旬に科研費採択の連絡を受け、本年度から2025年3月まで4年間に渡って、研究題目「教師教育における『芸術知』の方
法論的解明－表象と感性の融合を図るプログラム開発－」研究支援を受けることになった。特に着目するのは、感性と形象の融
合を図る美的方法論である。これらは、実践後に後から抽出されると捉え、実践で観察された事実を、テーマ、主題と関連する
内容的方法論、色や形など造形要素と関わる形式的方法論、プロセスの時空間、刺激と関わる形成的方法論の各側面から分
析、検討を行う。さらに、図画工作、美術教育における体系の精緻化を目指して、教師にとって小学校６年、中学校３年終了後
に習得するコンピテンシー及び最終題材等予備調査を行い、とかく分からないと評される美術教育の教育的意義や教育内容を
解明することで、「わかる」美術の共有を目指す。
　この夏に取り組んだ以下の2本の投稿論文「高齢者の主観的幸福感の向上を促す個に即した記憶画研究 －『リアル／デフォ
ルメ』指標が開く描画様式－」、「ホリスティックな視座におけるフォルメン線描の教育的解釈について－wholeness/holiness交差
モデルから－」については、再度形式、内容を検討した。

①足立区青少年課「アートボランティア講座」講師として、６～7月と10～11月にかけて、3回制のファシリテーター育成のための
講話・演習、実践のプログラムを実施した。6月は緊急事態宣言の延長を受け、最終的に２回の開催になり、「今どきの輪ゴムの
アソビカタ」をテーマに「たて琴」づくりとプラダンを用いた「プルバックカー」創作を指導した。モチベーション行動科学部のボラ
ンティアの授業の選択講座としての参加もあり、日頃子どもと関わりの薄い学生にとっても貴重な体験となった。10月は針金を
テーマに、アルミ素材とスチール素材、ビーズ等を用いて、「ビーズボール」、「フック」、「オーナメント」づくりにつなげ、最終回の
親子ワークショップ及び学生のファシリテートは好評を博した。
②生涯学習センターからの依頼で、2月18日と3月4日(13：30～16：30）の2回に渡って「記憶画講座　残したい記憶を絵日記のよ
うに描く」の開催（14名応募者有）で準備したが、3月に順延したものの蔓延防止期間の為開催は叶わなかった。
③3月20日に予定より一ヶ月遅れて、諏訪市駅前広場すわっチャオを会場として、地元の高齢者16名の参加を得て「てのひら記
憶画講座」を開催し、高齢者でも無理なく描くことができるプロセスを提供した。また、同時に「遠隔地から諏訪を囲んで」という8
月にオンラインスタディーツアーに関わった4名の研究者が集い、シンポジストとして美術教育の立場から、地域に入り込んだ課
題解決学習、地域資源について意見を発表した。

　ゼミの未来祭出展については、学生達が準備し、来場と関わることを重視し、「私のキラキラなたからもの」というレジンアートの
ワークショップ出展を検討した。UVライトを当てて色付けやクリスタル調のアクセサリーをつくる創作で、学生にとって貴重な経験
となった。
　通信課程の教育実習担当として，全国より集った学生に長谷川かほる特任教授と連携して，事前指導を丁寧に行った。春学
期、秋学期合わせて200名を越える受講生がおり、レポートの記述から真摯な姿勢と学びの成果が伝わってきた。一方、心の病
からオリエンテーション時に服薬中であることがわかった藤沢小学校の事例では、校長より大学側で把握していなかったのかと
強く叱責を受け、初日にて実習中断となり取り下げに至った。次年度は、対策として小学校実習予定者に対して「特に相談をし
たいこと」を申し出、事務局、教員と共に共通理解を図って支援できる体制づくりを行うこととなった。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

髙橋　文子 こども心理学部 准教授 修士（教育学）（茨城大学）



１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

分類 就任年月 退任年月
学会 1999.04

2016.04
2019.06

研究会 2016.04
2016.04

その他 2019.04

就任年月 退任年月
2021.04
2019.04
2016．4 2017．3
2017．4 2018．3

地域連携センター管理運営委員会

教育実習Ⅱ(小)(信) 

教職実践演習(幼・小)(通)

担当授業科目

全国大学造形美術教員養成協議会

表現（通）

こども保育・教育演習Ⅰ（通）

美術科教育学会 正会員

グローバルセンター管理運営委員会

会員
茨城大学教育学部美術科授業づくり研究会
いばらき造形教育研究協議会

委員

委員会 役職名
学生生活委員会

子ども学（通）

教育実習Ⅰ(小)(信）

教育実習指導（事前・事後)(小)(信) 

初等図画工作科教育法（通) 

造形表現指導法（通）

子ども美術（通・信) 

社会活動

日本ホリスティック教育/ケア学会
会員

副委員長

学内委員

教育改善向上委員会 委員

副委員長

　足立区青少年課との連携で行ってきたアートボランティア講座については、次年度は子ども向けのワークショップに主軸を移し
て、6月にゼミ学生が中心となって他学部の学生も参加可能とする計画に変更して進める。また、生涯学習センターと共催で
行ってきた「記憶画講座」については継続し、さらに、希望者による記憶画研究会も月１回のペースで再開する。また、他市町村
でも、高齢者を対象とした「てのひら記憶画講座」の開催を検討する。

　学生生活委員会においては、評価グループの表彰関係、みらいプロデュースの運営を中心に、学生の利益となるよう適切に
進める。昨今on-line関係で更に厳粛な指導を要する剽窃等の懲戒に関する内容も、教務委員会と連携して進める。地域連携
管理運営委員会については、生涯学習センター利用者層が高齢の方が多いことから、高齢者が興味関心をもって、楽しく学べ
る内容について検討し、学内の教員とのペアリングを進める。

美術科教育学会授業研究部会 コアメンバー

東京都保育問題研究会美術部会

機関名・企業等名 役職等名

大学美術教育学会

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

正会員
正会員

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）

　基本的に3ポリシーを鑑み、学生の問いを大切に教育活動を進める。また、同時に教員から学生への問いかけについて吟味し
ていく。「子ども美術」の授業においては、ポートフォリオの出力形式について、優れたものを図工室前の廊下に掲示するなどし
て、考察、分析、意見を美的に表出するステップを確認していく。初等図画工作科教育法については、模擬授業の導入10分に
ついてよいモデルづくりに努める。ゼミ運営に関しては、質的な教育研究の論文構成について検討していく。

　科研費関係では、児童生徒の「感性的表象」を踏まえ、図画工作、美術教育内容の体系化を進めるために現場教員に対する
「①最終学年において育ってほしい資質・能力」、「②それらを具現化するための実践題材例」についてインタビュー調査を行う。
懸案であるホリスティックな観点からのフォルメン線描の解釈については、1本の論文に盛り込みすぎであったため、理論編と実
践編と2本の論文に分けて執筆する。「高齢者の主観的幸福感の向上を促す個に即した記憶画研究 」についても、「リアル／デ
フォルメ」指標との関連を整理して、論旨を明確にする。さらに、装飾的線描論の示唆を受けた、独自の教育的線描論の展開、
イギリスの美術教育家M.リチャードソンの「Writing　＆　Writing　Patterns」の線描教育の研究にも着手する。

こども保育・教育演習Ⅱ（通）

卒業研究・卒業論文（通）



分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は
発表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

学術論文
髙橋文子・西

川ハンナ
共著 2021.9

『未来の保育と教育
－東京未来大学保
育・教職センター紀

要』　第8号

学会発表 髙橋　文子 単独 2021.7
日本ホリスティック教
育/ケア学会第４回

大会（web開催）

学会発表 髙橋　文子 単独 2021.9
大学美術教育学会

山形大会（Web開催）

学会発表 髙橋　文子 単独 2022.3
美術科教育学会東
京大会（Web開催）

その他 髙橋　文子 単独
2021.6.30,

7.10

東京未来大学図画
工作室、ギャラクシ

ティ

その他 髙橋　文子 単独
2021.10.27,
11.4、11.13

東京未来大学図画
工作室、ギャラクシ

ティ

その他

西川ハンナ
髙橋　文子

安藤幸
帆北智子

共著 2022.3.20
長野県諏訪市

すわっチャオ、イベン
トスペース

ファシリテーター育成にお
ける「芸術知」の方法論的
解明　ーアートボランティア

講座の事例からー

美術教育における個に即した
感性的表象を重視し、教師
教育の一基盤として知識の身
に限定されない情意を喚起
する方法論的認識である「芸
術知」を設定し、アートボラン
ティア講座の取組を事例に論
じた。研究発表概要集(p.33 )
（口頭発表）

8月にオンラインで開催したス
タディツアーを4名のそれぞ
れ分野の異なる研究者がシ
ンポジストとして語り、地域に
入り込んだ課題解決型学習
の有効性を論じた。

ホリスティックな視座におけ
るフォルメン線描の教育的

解釈について
ーwholeness/holiness 交差

モデルからー

シュタイナー学校の線描を描
く教科であるフォルメン線描
について、ホリスティックな視
座である分断しないホールネ
ス（全体性）と美的なホーリネ
ス（聖性）の観点から論じた。
(口頭発表）

シンポジウム
「遠隔地から諏訪を学ん

で」

足立区青少年課連携
アートボランティア講座

（三日制）

足立区青少年課連携
アートボランティア講座

（三日制）

アートボランティアの指導者
養成講座の講師として11名
の一般及び学生の受講生を
対象に針金を用いた創作に
よる講義演習後、10名の親子
対象に実践を行うというプロ
グラムを立案、運営し実践力
養成に務めた。

アートボランティアの指導者
養成講座の講師として13名
の一般及び学生の受講生を
対象に輪ゴムを用いた創作
による講義演習後、60名の親
子対象に実践を行うというプ
ログラムを立案、運営し好評
を得た。

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

「芸術知」の方法論的解明
ーリベット工作による事例か

らー

リベット工作における美的な
方法論について実践後に抽
出し、テーマ、主題と関連す
る内容的方法論、色や形など
造形要素と関わる形式的方
法論、プロセスの時空間、刺
激と関わる過程的方法論から
論じた。（口頭発表）

2020年オンラインスタディツ
アー における 構想とその

学び
－『諏訪の龍神さま』 読み
聞かせ動画作成の事例か

ら－

課題解決型フィールドワーク
であるスタディツアーをIotを
使用した新たな共同創作の
場として捉えるために、2020
年夏にオンラインで実施され
た諏訪地域の絵本のプロ
モーション活動を論じた
（pp.21-31）。(査読有）



その他 髙橋　文子 単独 2022.3.20
長野県諏訪市

すわっチャオ、イベン
トスペース

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術振

興会
代表

学内
東京未来大

学

【3-3】受賞・表彰

主観的幸福感を促す象徴的記
憶画研究

200,000
東京未来大学特別研究助

成

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

科学研究費助成事業
基盤C（一般）

教師教育における「芸術知」の方
法論的解明ー表象と感性の融合

を図るプログラム開発―
500,000

てのひら記憶画講座

高齢者の記憶を地域の財産
と捉え、お好みの絵葉書選
び、記憶スケッチ/見て描くス
ケッチの手慣らしを交えなが
ら、残したい記憶を引き出し、
その記憶の断片を描く手法を
学ぶ講座を開催した。

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

機関・財団等

なし

名称 年　　　　月受賞者名（連名も含む）


