
　「人の気持ちがわかる人間になりたいと
思いますか」という質問に小６、中３ともに
全ての調査年度で全国平均より高い状況に
あります。子供たちも大切なことに気づい
ているのかもしれません。思いやりの心が
見え嬉しく思いました。私達も人とうまく関
わっていることが実感できたときや認めら
れた時はやる気満々になりますが、反対の
時はどうでしょうか？学習や労働の成果は

心のありようで違ってきます。豊かな心を育てるために、先生の柔らか
な感性でクラスのひとりひとりに一言でも、あるいは、肩をポンと優し
くタッチするだけでもいい。毎日、笑顔で関心を寄せてほしいと思い
ます。先生の目や手は先生が想像している以上に子供には嬉しいもの
で頑張りたくなるのです。

　本県においては平成２５年度から新しい教
育振興計画が実施される事になります。社会
の変化や私達に与えられる多くの課題を踏ま
えた時、教育の目指す方向性が変化していく
ことは当然であり、その計画実現のために私
達は教育の制度や慣習を変えていく努力を
怠ってはなりません。しかし失ってはならない
もの、忘れてはならないものもあります。それ
は教職に就いた時皆さん自身が抱いた夢や

理想であり、それに基づく信念ではないでしょうか。先人の言葉で恐縮で
すが、渋沢栄一の「夢七訓」の一部を引用させていただきます。「夢なき
者に理想なし、理想なき者に信念なし、信念なき者に計画なし、（中略）
ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず」。

　私は子供のころ、学校の先生になりたい時
期がありました。なぜなら大好きな先生がい
たからです。あれから時代は変わり、教育現場
の環境はずいぶん変わってきたように思われ
ます。しかし現場を見せてもらったり、現役の
先生と話をさせてもらったり、教育委員会の
委員になる前にも色々な機会を得ましたが、
昔と変わらず志の高い素敵な先生はたくさん
いらっしゃいます。先生の役目は何かと言った

ら子供たちのいいところを引き出して、その命を輝かせてあげることだと
私は思います。本当に素晴らしい職業です。
　高い志を果たそうとした時には困難、苦難、障害が立ちはだかります
が、それはどんな現場も同じです。強い思いで幾つもの壁を乗り越え、お
互いに使命を全うしていきたいです。

　昨今、人間性知能といわれる「HQ」の育成
が「IQ」に代わる新たな指標として話題になっ
ています。この知能は教科学習のような表文
化ではなく、子ども主体の遊びや行事活動な
ど裏文化の活動を通して養われるものであり、
こうした活動の中で子どもたちはそれぞれの
個性を発揮し、自ら考えて行動するダイナミッ
クな力を蓄えていくのです。生徒会を活用した
教育実践論を展開している加納玲子氏も著書

『小中学校でリーダーを育てる』の中で「子どもの自治能力を引き出せば、
子どもたち自身が学校を変えていく」と強調しています。学校現場を子ど
もと教師の「夢描く学舎」にするために、子どもたち一人一人が輝ける場を
作り、「仲間の中の一人として自分を認識する力」を育むことこそ、今一番大
事なことかもしれません。

教職員に期待するもの ー教育委員からのメッセージー
佐藤　紘子　委員長

筒井　直典　委員

西　　泰宏　委員 田村　典子　委員

　今年度、他県において命に関わる大きな出来事が発生し、学校教育のあり方が議論されるようになりました。日々直接子
どもたちに接し奮闘されている教職員の方々には、誰よりも強くこの出来事に心を痛め、他山の石とし、学校中で学力の確
実な定着に、生徒指導に、部活動に、その内容を見つめ直したことと思います。学校の教育力とは、教職員一人ひとりの授業
力や指導力でなく、組織全体の教育力です。それは、教職員全員が、目の前の子どもたちの可能性を信じ認め、その思いを
共有しながら、互いに切磋琢磨し、高め合い協力し合う集団でなければなりません。また、これからの教育には以前にも増し
て家庭や地域との連携を一層深め、みんなで子どもたちを守り育てる信頼し合った体制づくりが重要です。
　本県では、今後５年間の教育の新しい指針となる「徳島県教育振興計画（第２期）」が策定され、４月から実施されます。教
職員の方々はもとよりすべての県民の方々にも知っていただき、ともに育む教育の実現に向けて、ご理解ご協力を得ながら
取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。

水口　艶子　委員

教育委員からのメッセージ
徳島ゆかりの著名人「とくしま 私のこの一冊」
コンプライアンス研修ツールの活用について
平成24年度徳島県藍青賞受賞者について
「新 学校版環境ＩＳＯ」の認証について
平成24年度文部科学大臣優秀教員表彰について
平成24年度地域教育支援活動奨励表彰について
平成24年度徳島県教育委員会関係職員表彰について
社会教育における人権教育資料の活用について
きんびセミナー「教師のための土曜美術室」
ｅ-ラーニングコンテンツの活用について
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　県立図書館では、県民の方々に読書がより親しみやすいものとなることを願い、多方面において活躍されている
徳島ゆかりの方々の心に残った本を紹介し展示する「とくしま　私のこの一冊」を実施しています。
　ご紹介いただいた本が人から人へ夢をつむいでいくことを願い、教職員をはじめ、たくさんの方々のご来館をお
待ちしています。
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徳島ゆかりの著名人

とくしま  私のこの一冊

徳島県立図書館 ２階ブラウジングコーナー前

◇第1回目の展示を行っています◇
　　 　 平成25年2月13日（水）～ 6月16日（日）
　 　　 徳島県立図書館　2階ブラウジングコーナー前
　　　  徳島ゆかりの方々による本の紹介パネルと、
　 　　 関連図書の展示

期  間
場  所
内  容

◆ 紹介図書 ◆

『小説で読む生老病死』
（梅谷薫／著　医学書院）

『白い巨塔』（山崎豊子／著）や『海
と毒薬』（遠藤周作／著）など、同書
の中で取り上げられている作品も集
めています。

徳島大学長

香川　征さん

◆ 紹介図書 ◆

『巨匠フランク・　　　
　　　ロイド・ライト』

（デヴィッド・ラーキン他／編　鹿島出版会）

『フランク・ロイド・ライト全作品』
や、全集・評伝なども集めています。

徳島県議会議長

樫本　孝さん

◆ 紹介図書 ◆

絵本『ぼちぼちいこか』
（マイク・セイラー／著　偕成社）

上方落語に関する本も集めていま
す。また桂七福さんの新聞連載記
事も展示しています。

落語家

桂　七福さん

◆ 紹介図書 ◆

『おもしろくてやくにたつ
子どもの伝記 ５ベートーベン』
（加藤純子／文　ポプラ社）

ベートーベンの評伝と、徳島県に
関係した「第九」の物語も集めて
います。

徳島県教育委員長

佐藤　紘子さん

◆ 紹介図書 ◆

『人間の土地』
（サン＝テグジュぺリ／著　新潮社）

『星の王子さま』など、サン＝テグ
ジュペリの著作も集めています。映
画「人生、いろどり」のパンフレッ
トも展示して います。

映画監督

御法川　修さん

県立図書館ホームページでも紹介していますので、ご覧ください。

徳島県立図書館  徳島市八万町向寺山（文化の森総合公園内）
　TEL. 088-668-3500
　http://www.library.tokushima-ec.ed.jp
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公益通報制度のお知らせ

（平成24年度コンプライアンス推進のためのセルフチェックフレーズ佳作作品）
ちょっと待て！　活かせた　きのうの　コンプラ研修

コンプライアンス研修のためのツールについて

　コンプライアンス推進室では、平成21年度から毎年、各所属で活用していただくために次の各「研修ツール」を
電子ファイルでお送りしております。知識の再確認や意識を高めるための座右の書として御活用ください。
　それぞれの「研修ツール」は、徳島県教育委員会コンプライアンス推進室のHPにPDFファイルで掲載しています。

◎URL　http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/compliancesuishinshitsu/

『通報者の秘密を含め個人情報は保護されます。』

○目　　 的：教職員の不正行為等を早期に発見し、速やかに是正に繋げ、法令遵守等を推進するため。
○通 報 先：〈封　書〉〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
　　　　　　　　　　「徳島県教育委員会コンプライアンス推進室（公益通報）」宛　　　　※「親展」と記載してください。
　　　　　  〈メール〉 compliancesuishinshitsu@mt.tokushima-ec.ed.jp

あるいは、「徳島県教育委員会ホームページ」→「教職員の不正行為等通報窓口」からも入力できます。
（「外部相談員」の通報窓口も設けています。）

コンプライアンス推進関連の視聴覚教材リストもあります！

☆なお、市町村立小・中・高等学校の教職員についての通報は、該当市町村教育委員会まで御連絡ください。

セクシュアルハラスメント等相談窓口のお知らせ
○概　　 要：窓口で相談に応じる相談員12名のうち、9名が女性です。
　　　　　   相談される方の氏名や相談内容に関してプライバシーを厳守します。
○相談窓口：〈電　話〉教育総務課（TEL.088-621-3208）　　教　職　員　課（TEL.088-621-3123）
　　　　　　　　　　 福利厚生課（TEL.088-621-3178）　　体育学校安全課（TEL.088-621-3165）
　　　　　　　　　　 学校政策課（TEL.088-621-3197）　　コンプライアンス推進室（TEL.088-621-2771）
　　　　　  〈メール〉sekuharasoudan@mt.tokushima-ec.ed.jp

□ハンドブック（p.20～21、p.33～34）
□ケース集（p.12～16、p.36）
□ケース集Ⅱ（p.8、p.23～24、p.33）
□ケース集Ⅲ（p.23～28、p.32、p.37）

職場環境の改善に教職員全員が心がけましょう！

「何でも話し合え、『報告・連絡・相談』がしやすい職場
環境（風通しの良い職場環境）である」ことが「心身の健
康」と強く相関していることが明らかになっています。

などを御覧いただくと、関係法令や最近の事例や判例、問題点等を学べます。

例えば…。 「体罰」に関する内容を確認するには？
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平成24年度徳島県藍青賞受賞者一覧
　徳島県藍青賞は、新しい時代をひらくたくましく心豊か
な徳島の子どもの育成を期して、地域社会におけるボラン
ティア活動等、自然体験・勤労体験学習等、児童会・生徒
会活動等、困難を克服しての学業精励、人命救助等、運動
競技、研究・制作・表現活動等、創意に満ちた教育活動の
各分野において、優れた実績をあげた学校・園、グループ・
団体、個人及びその指導者等に贈られるものです。
　平成24年度は、次の団体、個人が受賞されました。

平成24年度表彰式

≪　前　　　期　≫
○自然体験・勤労体験学習等
（団体）

江原北小学校　５・６年生
○困難を克服しての学業精励

徳島科学技術高等学校  山　川　尚　子
○運動競技
（団体）

板東ビクトリー女組
小松島中学校女子バスケットボール部
小松島中学校男子新体操部
市場中学校男子ソフトテニス部
阿波中学校女子ソフトテニス部
松茂中学校水泳部
藍住中学校女子柔道部
鳴門教育大学附属中学校水泳部
城ノ内高等学校男子登山部
城ノ内高等学校女子登山部
城西高等学校女子射撃部
富岡東高等学校女子剣道部

（個人）
学島小学校  　　　  岡　村　あみか
藍住南小学校  　　　  板　垣　海　人
徳島中学校  　　　  石　川　智　大
城西中学校  　　　  志　摩　銀　河
城東中学校  　　　  今　倉　　　健
南部中学校  　　　  蟻　馬　萌　果
国府中学校  　　　  鹿　山　亜　美
鳴門市第一中学校 　　　  松　岡　穂奈美
市場中学校  　　　  秋　山　晃　羽
市場中学校  　　　  佐　藤　悠　斗
池田中学校  　　　  桝　田　　　涼
藍住中学校  　　　  古　川　榛　花
藍住中学校  　　　  田　北　明日香
板野中学校  　　　  板　東　良　奈
城ノ内中学校  　　　  森　岡　淳之介
城南高等学校  　　　  青　木　菜　摘
城西高等学校  　　　  數　藤　勇　揮
城西高等学校  　　　 　　　　 宮　本　紗　季
城西高等学校  　　　  多　田　愛　美
吉野川高等学校 　　　  藤　原　優　也

阿波高等学校  　　　  大　島　拓　海
穴吹高等学校  　　　  萩　原　省　吾

○研究・制作・表現活動等
（個人）

鴨島小学校  　　　  中　尾　優　花
久勝小学校  　　　  大　本　　　泉
津田中学校  　　　  田　村　優　奈
城ノ内中学校  　　　  後藤田　莉　子
鳴門教育大学附属中学校　　　 野　津　　　愛
鳴門教育大学附属中学校　　　 大　木　宏　美
城ノ内高等学校 　　　  村　井　颯　希
城ノ内高等学校 　　　  松　本　紘　佳
城ノ内高等学校 　　　  安　戝　光　流
城ノ内高等学校 　　　  吉　本　直　生
城ノ内高等学校 　　　  山　田　咲　月
徳島市立高等学校 　　　  廣　瀬　七　海
徳島科学技術高等学校　　　    髙　木　大　輔
脇町高等学校  　　　  佐　藤　　　哲
貞光工業高等学校 　　　  新　居　春　輝

≪　後　　　期　≫
○運動競技
（団体）

南部中学校体操部
阿南中学校女子テニス部
鳴門教育大学附属中学校男子ソフトボール部
生光学園中学校新体操部
鳴門高等学校硬式野球部
徳島県国体ソフトテニス少年女子選抜チーム
徳島県国体馬術競技少年リレーチーム

（個人）
石井小学校  　　　  久　米　杏　奈
不動中学校  　　　  佐々木　優　太
川内中学校  　　　  井　上　絢　理
川内中学校  　　　  井　上　沙　紀
川内中学校  　　　  井　上　結　雅
国府中学校  　　　  熊　井　　　康
美馬中学校  　　　  多　田　愛　美
木屋平中学校  　　　  小　松　将　弘
生光学園中学校 　　　  佐　次　春　南
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　本県では、平成16年度から「学校版環境ISO」の認証取得を通じて各学校において児童・生徒・教職員が一体となっ
た継続的かつ自立的な環境保全活動を推進してきました。
　平成24年度からは、これまで校内での活動が中心であった「学校版環境ISO」の取組をステップアップさせ、学校と
地域がより一層連携し、地域や学校の状況に応じた環境学習を行う取組に進化させた「新 学校版環境ISO」に移行し
ました。
　従来の校内に限定されがちな取組を、地域へ広げることで活動全体の活性化
を図り、環境学習を一層充実させ、将来にわたり環境保全に対する意識の高い
児童・生徒及び郷土を愛するモラルの高い児童・生徒の育成に努めるために、今
後も各校における「新 学校版環境ISO」の取組及び認証取得をお願いします。

城南高等学校  　　　  西　川　チカコ
城北高等学校  　　　  齊　藤　賀　香
徳島科学技術高等学校 　　　　榊　原　琢　人
小松島高等学校 　　　  伊　福　翔　大
小松島西高等学校勝浦校　　　 堺　　　愛理菜
板野高等学校  　　　  島　　　幸　雄
池田高等学校  　　　  小　林　美菜子
池田高等学校  　　　  三　木　　　葵
盲学校  　　　  正　木　健　人
聾学校  　　　  村　尾　茉　優
板野支援学校  　　　  野　田　多　聞
池田支援学校美馬分校  　　　　阿　利　美　咲
生光学園高等学校 　　　　居　川　汐　里

○研究・制作・表現活動等
（団体・グループ）

国府小学校マーチングバンド部
徳島中学校オーケストラ部
津田中学校
国府中学校吹奏楽部
城南高等学校美術部
徳島商業高等学校ビジネス研究部
名西高等学校書道部
吉野川高等学校

（個人）
川島幼稚園  　　　  長谷川　亜寿美
昭和小学校  　　　  中　原　穂乃佳
加茂名小学校  　　　  小　川　蒼　生

川内北小学校  　　　  渡　部　汰　一
川島小学校  　　　  鎌　田　祐　大
川田小学校  　　　  藤　岡　　　怜
御所小学校  　　　  丹　後　奈　々
江原南小学校  　　　  平　田　かのん
江原南小学校  　　　  原　　　優　香
石井小学校  　　　  内　田　　　遼
木岐小学校  　　　  加　藤　羽　柚
徳島中学校  　　　  増　岡　佑　美
徳島中学校  　　　  清　水　望　生
徳島中学校  　　　  志　摩　ひかる
阿波中学校  　　　  佐　山　綾　香
岩倉中学校  　　　  美　馬　三咲季
上勝中学校  　　　  笹　尾　咲　良
半田中学校  　　　  三　好　佑　季
半田中学校  　　　  西　　　朱　理
三加茂中学校  　　　  大　舘　陽　華
城南高等学校  　　　  棚　橋　ほのみ
城南高等学校  　　　  村　田　和佳子
城南高等学校  　　　  野　口　愛　佳
城ノ内高等学校 　　　  國　安　泰　気
鳴門高等学校  　　　  漆　原　早　月

○創意に満ちた教育活動
美馬商業高等学校

○指導者
三　木　千　秋　　　近　藤　佐起江
荒　木　隆　治　　　中　田　聖　子

平成24年度から「新 学校版環境ISO」へ移行しました！

平成24年度は125校が認証されました！
認証校については、総合教育センターホームページ
に掲載しております。

新 学校版環境ISO 検索

認証式
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《平成24年度被表彰者一覧》 ※ 敬称略 50音順

平成24年度文部科学大臣優秀教員表彰について
　文部科学省は、全国の国公私立学校（大学及び高等専門学校を除く）において、学習指導、生徒指導・進路指
導、学校体育・学校保健・学校給食、部活動等の6つの実践分野で顕著な成果をあげた現職の教員（校長等の管理
職員を除く）について、その功績を表彰するとともに広く周知し、あわせて我が国の教員の意欲及び資質の向上に
資することを目的として文部科学大臣優秀教員表彰を実施しています。
　平成24年度は、全国で828名、本県からは公立学校関係で次の8名の方々が表彰され、2月20日に表彰伝達式
が県庁で行われました。
　今後とも、教育に対する情熱と力量を遺憾なく発揮し、他の教職員の目標となる存在として、ますます御活躍さ
れることを期待しています。

◦元　木　里　美 指導教諭
　　　　（藍住町立藍住南小学校）
　実践分野：学習指導

◦吉　﨑　容　子 養護教諭
　　　　（徳島市城西中学校）
　実践分野：学校保健

◦幸　坂　品　子 教諭
　　　　（阿南市立新野中学校）
　実践分野：特別支援教育

◦吉　本　公　昭 教諭
　（徳島県立徳島科学技術高等学校）
　実践分野 ：学校運営の改善

◦上　野　邦　江 指導教諭
　　　　（徳島県立阿南支援学校）
　実践分野：特別支援教育

◦松　原　順　子 教諭
　　　　（美馬市立岩倉小学校）
　実践分野：特別支援教育

◦嶋　田　　　聡 教諭　　
　　　　（徳島市徳島中学校）
　実践分野：特別支援教育

◦古　川　文　生 指導教諭
　　　　（徳島県立城ノ内高等学校）
　実践分野：学習指導

平成24年度　文部科学大臣優秀教員表彰伝達式

平成24年度  地域教育支援活動奨励表彰
　地域教育支援活動奨励表彰は、子どもたちの健やかな成長及び地
域教育力の向上をめざし、地域ぐるみで子どもの教育に取り組む気運
の更なる醸成を図るため、学校・家庭・地域の教育支援を行う地域住
民のうち、今後の活躍が期待される個人や団体に贈られるものです。
　平成24年度は16の個人及び団体が受賞し、「とくしま教育の日」や
各地の諸行事で推薦団体から表彰状が伝達交付されました。

○団体
阿波市読み聞かせグループ「たけのこの会」
板野郡婦人連合会
檪生放課後子ども教室
おはなし・たんぽぽ
げんきっ子教室
ＪＴＭとくしま日本語ネットワーク
鳴門大凧保存会
鳴門市婦人連合会
日本ボーイスカウト徳島第７団
三好市婦人団体連合会

○個人
潮　　　禎　之
清　水　秀　章
田　村　良　子
濱　本　　　哲
藤　本　　　浩
真　鍋　　　哲

佐野県教育長から表彰状が贈られる板野郡婦人連合会と
三好市婦人団体連合会の代表者 （H24.11.16 あわぎんホール）

辻高等学校長から表彰状が贈られる田村良子さん
（H24.10.26 徳島県立辻高等学校体育館)



��
平成25年3月

平成24年度徳島県教育委員会関係職員表彰について
　　表彰された皆様方に心からお祝い申し上げます。
◆グループ表彰
○学校政策課生徒指導担当一同
　職員一同いじめ問題をはじめとした生徒指導上の諸課題
に一丸となって取り組んだ功績

○みなと高等学園開校に係る担当職員一同
　職員一同高等学校段階の発達障害のある生徒の社会的・職業
的自立を目指したみなと高等学園の開校を実現させその運営を
軌道に乗せた功績

　学校・家庭・地域が連携して人権教育を推進していくためには、PTA活動
等における人権教育を充実することが大切です。県教育委員会では、PTA等
の学習活動や社会教育の場で、人権尊重の理念に対する理解を深めるため
の資料として、「社会教育における人権教育資料」を作成しています。
　資料の内容は次のとおりです。

　リーフレットは、人権教育課で配布しています。また、人権教育課のホームページからダウンロードし、印刷する
ことができます。ぜひ活用してください。　 　 問い合わせ先　徳島県教育委員会人権教育課    TEL. 088-621-3157

人権教育資料の活用について

＝社会人権教育資料（Ⅰ）＝ ＝社会人権教育資料（Ⅱ）＝ ＝社会人権教育資料（Ⅲ）＝

＝社会教育における人権教育資料（Ⅵ）＝＝社会人権教育資料（Ⅳ）＝ ＝社会教育における人権教育資料（Ⅴ）＝

◆子どもたちが未来にはばたくために
◆ほんとうにそうなの？
◆私の問題です
◆ちがうことばんざい

「わたしから人権尊重のまちづくり」

◆「人権」って、なあに？
◆見つけよう、
　　あなたのわたしのいいところ
◆わたしにできること
◆子どもたちの笑顔を大切に

「考えよう！私の人権　　　　　
　　   あなたの人権 みんなの人権」

◆人権教育ってなあに？
◆何をめざしているの？
◆みんな。オンリーワン！
◆どんな課題があるの？
◆さあ、一歩を踏み出そう！

「すべての人の基本的人権を尊重するために」

◆私を認めてほしい
　　あなたの気持ちを受けとめたい
◆私の人権、あなたの人権
◆かけがえのない私　かけがえのないあなた
◆子どもの気持ちになって　考えてみましょう
◆豊かにつながろう！

「自分を大切にしていますか　　
　 周りの人を大切にしていますか」

◆こんなことが…
◆考えてみましょう・話し合ってみましょう
◆人権侵害をなくすために
◆家庭・地域で
◆豊かにつながるために

「守ろう 私の人権 みんなの人権　　　　
　　　〜インターネットによる人権侵害から考える〜」

◆知っていますか？子どもの権利条約
◆Let's チャレンジ子どもの権利クイズ
◆考えよう、子どもの人権
◆子どもへの虐待とは
◆知っておこう、こんな取組！

「考えよう 子どもの人権　　　　　　
　　　　　　　防ごう 子どもへの虐待」
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新教育委員の紹介

　平成24年度学びのコンテンツ機能充実事業により、郷
土教材など授業、自宅学習で活用できるe－ラーニング教
材の充実を図りました。
  ◎URLはこちら→ http://lms.tokushima-ec.ed.jp◎

＜ユーザ登録や使用方法についての
　　　　　　　　　　　　問い合わせ先＞
　徳島県立総合教育センター教職員研修課
　　TEL. 088-672-5100
　　E-mail e-learning@mt.tokushima-ec.ed.jp

e−ラーニングコンテンツを
御活用ください。

きんびセミナー「教師のための土曜美術室」を展開！
−美術館と学校教育との連携をめざして−

　「美術館って堅苦しい、低学年の子どもにはちょっと難しい・・・」という
先生方に、「美術館って楽しい」と思っていただける機会をつくりたい！美術
館でリラックスしてほしい！先生が、子どもの立場に立って美術の面白さや
難しさを実感することで、授業のヒントになることがあればうれしい！そん
な思いからこのセミナーをはじめました。

　これまでに実施した内容は、作品鑑賞、技法の追体験、模擬授業など。
　参加した先生からは「作品との距離が近くなる鑑賞法だと感じた。」「鑑
賞の模擬授業がとても良かった。」「実

際の制作、技法の体験は楽しかった。」といった感想をいただきました。

　Ｈ25年度も楽しいセミナー「対話による鑑賞実践講座」や「徳島ゆかり
の画家に学ぶ－日下八光と日本画－」などを計画中です。詳しくは随時、美
術館のホームページ等でお知らせします。興味のあるものがございました
ら、気楽に土曜日午後の美術館へお越しください。

　図工や美術の研修会を美術館でいかがでしょうか。
　また、子ども向けの出前授業プロクラム「タイムスリップｰ明治時代の美術の授業」や楽しい美

術館見学プログラムを考案中です。遠足や校外学習、出前授業などで美術館を活用してみようとお考えの
先生は、お気軽にご相談ください。  徳島県立近代美術館 学校教育との連携担当　Tel. 088-668-1088

田
た

　村
むら

　典
のり

　子
こ

　 氏
　西池氏裕委員の任期満了に伴い、新教
育委員に田村典子氏が平成24年10月26日
付けで就任しました。

武庫川女子大学文学部卒業
四国女子大学家政学部副手、四国女子大学家政学部助手、
四国女子大学家政学部講師、四国大学家政学部助教授を歴任
現在、四国大学生活科学部教授

「ときめきダンスカンパニー四国」代表

略
歴

鑑賞シートを使った模擬授業

収蔵庫での作品鑑賞


