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平成 28 年度「対話による美術鑑賞」事業実施報告 

 

■アートみーる３期生募集及び選考状況 

募集人数：20 人 

選考方法：「対話による美術鑑賞事業への期待・抱負」（800～1,200 字程度） 

をテーマとした作文及び 5 月 28 日・29 日の説明会兼合同面談 

会を経て決定 

応募人数：１次募集６人、２次募集 13 人 

合格人数：19 人（女性 17 人、男性 2 人） 

 

■市民向け「対話による美術鑑賞」体験会 

●「対話による美術鑑賞」体験会 in 西東京市美術協会展 

実施日時：平成 28 年４月 21 日（木） 

    １回目 10 時 30 分～11 時 2 回目 11 時 30 分～12 時 

会 場：南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」 

参加者（体験側）：１回目 17 人、２回目 14 人 合計 31 人 

参加者（実施側）：アートみーる 9 人（１期生５人、２期生４人） 

ARDA２人、文化振興課２人、生活文化スポーツ部長 

市長、秘書広報課長 

内 容：展示作品を使った「対話による美術鑑賞」体験 

ｱﾝｹｰﾄ回答：８件（回答率：26％） 

 

  
体験会内容の説明         展示作品を使った対話による美術鑑賞 
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          展示作品を使った対話による美術鑑賞 

●アートみーる３期生募集に伴う体験会  

実施日時：平成 28 年５月 10 日（火） ９時 45 分～13 時 00 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：１回目６人、２目８人 合計 14 人 

参加者（実施側）：アートみーる 12 人（１期生７人、２期生５人） 

ARDA２人、文化振興課１人 

 取 材：J:COM   

内 容：活動内容の説明、VTS 体験、アートカードゲーム体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：７件（回答率：50％） 

 
活動内容の説明                  ＶＴＳ体験 

 

アートカードゲーム体験               取材の様子 
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●「対話による美術鑑賞」体験会 in やおよろずのさんぽ市 

実施日時：平成 28 年５月 22 日（日）10 時～16 時 

会 場：田無神社境内 

参加者（体験側）：子どもから大人までトータル 50 人以上 

参加者（実施側）：アートみーる 10 人（１期生７人、２期生３人） 

ARDA１人、文化振興課２人 

内 容：アートカードゲーム体験及びアートみーる活動ＰＲ 

 

  
アートカードゲーム体験              アートみーる活動ＰＲ 

 

●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（１回目）  

実施日時：平成 28 年７月 12 日（火） 13 時 30 分～15 時 30 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：６人（女性 5 人、男性１人） 

参加者（実施側）：アートみーる６人（１期生３人、２期生２人、３期生１人） 

ARDA１人（兼１期生）、文化振興課１人 

 内 容：活動内容の紹介、アートカードゲーム体験、VTS 体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：６件（回答率：100％） 

  
アートカードゲーム体験                VTS体験 
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●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（２回目）  

実施日時：平成 28 年７月 23 日（土） 11 時 45 分～12 時 45 分 

会 場：保谷こもれびホール 

参加者（体験側）：７人（大人５人、子供２人） 

参加者（実施側）：アートみーる８人（１期生４人、２期生４人） 

文化振興課１人 

 内 容：アートカードゲーム体験、ミニ VTS 体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：４件（回答率：80％） 

  
保谷こもれびホールロビーでの体験会 

 

●アートみーる３期生２次募集に伴う体験会（３回目）  

実施日時：平成 28 年８月４日（木） 10 時 30 分～13 時 25 分 

会 場：コール田無 

参加者（体験側）：16 人（大人 13 人、子供３人） 

参加者（実施側）：アートみーる８人（１期生 4 人、２期生２人、３期生 2 

人）、文化振興課１人 

 内 容：活動内容の紹介、アートカードゲーム体験、ミニ VTS 体験、 

VTS 体験 

 ｱﾝｹｰﾄ回答：９件（回答率：64％） 

  
アートカードゲーム体験 
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ミニＶＴＳ体験                    ＶＴＳ体験 

 

●わいわいクッキングおしゃべり鑑賞会  

田無公民館主催事業で、わいわいクッキング推進メンバーよりアートみーる

に依頼があり、アートみーる自主活動として実施。 

 

実施日時：平成 28 年 11 月 19 日（土） 11 時 00 分～14 時 20 分（13 時 

～おしゃべり鑑賞会） 

会 場：田無公民館 

鑑賞者：23 人（子供９人、大人 14 人） 

参加者：アートみーる４人（１期生２人、２期生１人、３期生１人） 

内 容：クッキング、自己紹介、アートカードゲーム、ミニ VTS 

  
わいわいクッキング                おしゃべり鑑賞会 

 

●おしゃべり美術鑑賞会 in くいしんぼのさんぽ市  

実施日時：平成 28 年 11 月 20 日（日） 10 時 00 分～15 時 00 分 

会 場：和のいえ 櫻井＆にわとくら 

鑑賞者：23 人（子供 15 人、大人８人） 

参加者：アートみーる５人（１期生１人、２期生３人、３期生１人） 

内 容：アートカードゲーム、パズルゲーム 
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アートカードゲーム           パズルゲーム 

 

●アートみーる講座「対話型美術鑑賞体験講座」  

西東京市多文化共生センターからの依頼で、その会員と一般の方を対象に「対

話型美術鑑賞体験講座」をアートみーる自主活動として実施。 

 

実施日時：平成 29 年３月 21 日（火） ９時 30 分～11 時 25 分 

会 場：田無庁舎市民会議室 

鑑賞者：７人（うち講座担当者２人含む） 

参加者：アートみーる８人（１期生６人、２期生２人） 

内 容：活動の紹介、アートカードゲーム、VTS 

  
 

■アートみーる研修   

●アートみーる１期生フォローアップ研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ４/15 

 

１期生８人 

２期生１人 

ARDA２人 

合計 11 人 

①映像 VTS コーチング 

②VTS コーチング 
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●アートみーる２期生フォローアップ研修 

 回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ４/19 2 期生 5 人 

ARDA２人 

合計７人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第２回 ５/17 ２期生６人 

ARDA２人 

合計８人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第３回 ６/14 ２期生８人 

ARDA2 人 

合計 10 人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第４回 ８/26 

 

２期生４人 

１期生２人 

ARDA２人 

応援１人 

合計９人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

 

 

 

第５回 10/25 ２期生５人 

１期生２人 

３期生１人 

ARDA１人 

合計９人 

①VTS コーチング 

②映像 VTS コーチング 

●アートみーる１・2 期生フォローアップ研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 11/15 

 

１期生４人 

２期生６人 

ARDA１人 

合計 11 人 

映像 VTS コーチング 

小学校実施の「対話による美術鑑賞」授業

の録画を基に振り返りを実施 

 

第２回 12/５ １期生３人 

２期生４人 

ARDA１人 

合計８人 

①映像 VTS コーチング 

②VTS コーチング 

第３回 １/16 １期生６人 

２期生４人 

ARDA１人 

合計 11 人 

①VTS コーチング 

②アートカード映像視聴、意見交換 
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●アートみーる３期生研修 

 回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ６/７ ３期生６人 

ARDA２人 

文化振興課１人 

合計９人 

①自己紹介 

②アートカードゲーム２種（神経衰弱、物

語づくり）を２パターンで実施。 

③資料説明（アートカードやり方、振り返

りシート、授業プラン、活動にあたって）、

今後のスケジュール 

 

第２回 ７/12 ３期生４人 

ARDA２人 

文化振興課１人 

合計７人 

①学校現場での疑問を解決 

②アートカード研修 

第３回 ９/６ ３期生 17 人 

ARDA２人 

文化振興課１人 

合計 20 人 

①自己紹介 

②ＶＴＳと講義 

③今後のスケジュール、事務連絡等 

 

第４回 ９/13 

 

３期生 17 人 

ARDA２人 

文化振興課１人 

合計 20 人 

①講義 

②ＶＴＳ 

③ミニＶＴＳ 

④講義 

第５回 10/11 ３期生 17 人 

１期生１人 

２期生１人 

ARDA２人 

合計 21 人 

①聞く、応答するワークショップ 

②講義（パラフレーズ、確認型応答につい

て） 

③ミニＶＴＳ 

第６回 10/18 ３期生 17 人 

１期生１人 

ARDA１人 

合計 19 人 

①講義（ＶＴＳコーチングと今日の内容説

明） 

②ＶＴＳ鑑賞 

③ＶＴＳコーチング 

④講義（ＶＴＳファシリテーションの事前

準備について） 

第７回 11/8 ３期生 15 人 

１期生１人 

ARDA２人 

合計 18 人 

①ひとり VTS（VTS ファシリテーション

の事前準備） 

②VTS コーチング 

③アートカード研修 
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第８回 11/22 ３期生 12 人 

１期生１人 

ARDA２人 

合計 15 人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

第９回 12/13 ３期生 15 人 

１期生１人 

ARDA２人 

合計 18 人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

第 10

回 

１/10 ３期生 13 人 

ARDA２人 

合計 15 人 

VTS コーチング 

ファシリテーター、コーチ、書記に分かれ

ての実践研修 

第 11

回 

２/21 ３期生 14 人 

１期生１人 

ARDA１人 

合計 16 人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

 

 

第 12

回 

３/７ ３期生 15 人 

１期生１人 

ARDA１人 

合計 17 人 

①VTS コーチング 

②アートカード実践 

 

 

●アートみーる１・２・３期生合同研修 

回数 実施日 参加人数 内 容 

第１回 ８/10 

 

１期生１人 

２期生２人 

３期生１人 

大和ｼｬﾍﾞﾗｰ８人 

子供８人 

ARDA１人 

合計 21 人 

＜夏のお楽しみ研修＠ムサビ＞ 

夏のお楽しみ研修として、武蔵野美術大

学美術館で本物の作品を活用しての実践練

習を実施。 

第２回 ３/23 １期生９人 

２期生６人 

３期生 14 人 

ARDA４人 

文化振興課２人 

合計 35 人 

①来年度についての話 

②アートみーるを考える（ロジックモデル

を使って。グループワーク） 

③コーチング（みーるさん個人を振り返る） 

④来年度みーるさんにお願いしたいことに

ついての説明 
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■小学校における「対話による美術鑑賞」事業の実施 

●平成 28 年５月 27 日（金）実施 

実施校：芝久保小学校① 

対 象：４年生２クラス 77 人 

参加者：１期生５人、２期生３人、ARDA１人、文化振興課１人 

見 学：保護者１人 

●平成 28 年６月 20 日（月）・24 日（金）実施 

実施校：田無小学校② 

対 象：４年生３クラス 88 人、わかば学級 12 人 

参加者：６/20 １期生６人、２期生４人、３期生２人、ARDA２人 

文化振興課１人 

６/24 １期生 7 人、２期生４人、３期生２人、ARDA２人 

文化振興課１人 

●平成 28 年７月４日（月）・５日（火）実施 

実施校：保谷第二小学校③ 

対 象：４年生３クラス 87 人 

参加者：７/４ １期生８人、２期生４人、ARDA２人 

７/５ １期生６人、２期生４人、３期生２人、ARDA１人 

●平成 28 年７月 11 日（月）・15 日（金）実施 

実施校：上向台小学校④ 

対 象：４年生４クラス 147 人 

参加者：７/11 １期生５人、２期生４人、３期生２人、ARDA１人 

応援１人 

     ７/15 １期生５人、２期生４人、ARDA２人、応援１人 

●平成 28 年９月９日（金）実施 

実施校：柳沢小学校⑤ 

対 象：４年生２クラス 66 人 

参加者：１期生７人、２期生５人、ARDA２人 

●平成 28 年９月 26 日（月）実施 

実施校：本町小学校⑥ 

対 象：４年生２クラス 47 人 

参加者：１期生８人、２期生４人、ARDA１人 

●平成 28 年 10 月 13 日（木）実施 

実施校：保谷第一小学校⑦ 

対 象：４年生２クラス 73 人 
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参加者：１期生９人、２期生３人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 28 年 11 月 10 日（木）・11 日（金）実施 

実施校：保谷小学校⑧ 

対 象：４年生３クラス 92 人 

参加者：11/10 １期生８人、２期生３人、３期生１人、ARDA１人 

     11/11 １期生６人、２期生５人、３期生１人、ARDA１人 

●平成 28 年 11 月 24 日（木）・25 日（金）実施 

実施校：中原小学校⑨ 

対 象：４年生３クラス 114 人 

参加者：11/24 １期生５人、２期生３人、３期生１人、ARDA２人 

     11/25 １期生５人、２期生３人、ARDA２人 

●平成 28 年 12 月８日（木）実施 

実施校：住吉小学校⑩ 

対 象：４年生２クラス 55 人 

参加者：１期生６人、２期生３人、３期生１人、ARDA１人 

●平成 28 年 12 月 14 日（木）・15 日（金）実施 

実施校：栄小学校⑪ 

対 象：４年生３クラス 85 人 

参加者：12/14 １期生５人、２期生３人、３期生１人、ARDA２人 

     12/15 １期生５人、２期生３人、３期生２人、ARDA２人 

●平成 29 年１月 20 日（金）実施 

実施校：谷戸小学校⑫ 

対 象：４年生２クラス 78 人 

参加者：１期生４人、２期生２人、３期生１人、ARDA２人 

●平成 29 年１月 25 日（水）・26 日（木）実施 

実施校：向台小学校⑬ 

対 象：４年生４クラス 129 人 

参加者：１/25 １期生６人、２期生１人、３期生３人、ARDA１人 

     １/26 １期生５人、２期生５人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29 年１月 31 日（火）実施 

実施校：東小学校⑭ 

対 象：４年生２クラス 45 人、特別支援学級２人 

参加者：１期生５人、２期生２人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29 年２月７日（火）・９日（木）実施 

実施校：碧山小学校⑮ 

対 象：４年生 3 クラス 82 人 
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参加者：２/７ １期生６人、２期生 2 人、３期生１人、ARDA１人 

     ２/９ １期生４人、２期生４人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29 年２月 13 日（月）・14 日（火）実施 

実施校：けやき小学校⑯ 

対 象：４年生 3 クラス 97 人 

参加者：２/13 １期生４人、２期生２人、３期生５人、ARDA２人 

     ２/14 １期生４人、２期生１人、３期生７人、ARDA１人 

●平成 29 年３月３日（金）実施 

実施校：東伏見小学校⑰ 

対 象：４年生２クラス 53 人 

参加者：１期生５人、２期生４人、３期生３人、ARDA１人 

●平成 29 年３月 15 日（水）・16 日（木）実施 

実施校：谷戸第二小学校⑱ 

対 象：４年生 3 クラス 88 人 

参加者：３/15 １期生７人、２期生３人、３期生１人、ARDA１人 

     ３/16 １期生６人、２期生２人、３期生４人、ARDA１人 

 

■美術館における「対話による美術鑑賞」事業の実施 

●平成 28 年６月 28 日（火）実施 

実施校：田無小学校 

対 象：４年生３クラス 88 人、わかば学級 12 人 

場 所：武蔵野美術大学美術館 

参加者：１期生８人、２期生７人、３期生３人、ARDA３人、応援５人 

文化振興課２人 

 

  
美術館における「対話による美術鑑賞」授業実施風景 
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●平成 28 年 10 月 19 日（水）実施 

実施校：保谷第一小学校 

対 象：４年生２クラス 73 人 

場 所：練馬区立美術館 

参加者：１期生 10 人、２期生４人、３期生７人、ARDA３人 

文化振興課１人 

 

  
美術館における「対話による美術鑑賞」授業実施風景 

 

■「対話による美術鑑賞」実施に向けた調整会議 

●平成 28 年 11 月 30 日（水） 第１回実施 

場 所：保谷庁舎 別棟Ａ会議室 

出席者：教育指導課 1 人、小学校図工部会担当校長（碧山小学校校長） 

文化芸術振興推進委員会委員（小学校図画工作専科教員）１人 

ARDA３人、文化振興課 2 人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業経過報告、平成 29 年度以降の実施内容 

 

●平成 29 年３月８（水） 第２回実施 

場 所：保谷庁舎 別棟Ｃ会議室 

出席者：教育指導課 1 人、小学校図工部会担当校長（碧山小学校校長） 

文化芸術振興推進委員会委員（小学校図画工作専科教員）１人 

ARDA２人、文化振興課 2 人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業経過報告、平成 29 年度実施内容、今後 

の展開 
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■アートみーるの主な広報活動 

●FM 西東京番組出演 

・番組名：「まちともプラス」  

実施日：平成 28 年６月 29 日（水） 

参加者：１期生２人、２期生１人、文化振興課１人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業及びアートみーる３期生２次募集をＰＲ 

・番組名：「Art Radio～西東京市文化芸術振興会より」 

実施日（収録日）：平成 28 年７月 27 日（水） 

参加者：１期生１人、文化振興課１人 

内 容：「対話による美術鑑賞」事業及びアートみーる３期生２次募集をＰＲ 

 

●アートみーる募集活動 in 西東京サマーフェスティバル 

実施日：平成 28 年７月 30 日（土）、31 日（日） 

会 場：西東京サマーフェスティバル会場内のペデストリアンデッキ 

参加者：７/30 1 期生 2 人、文化振興課１人 

７/31 ２期生２人、３期生１人、文化振興課１人 

内 容：アートみーる３期生２次募集ＰＲ活動（チラシ・リーフレットの配布） 

を実施。 

■親子で鑑賞ワークシートの作成 

作成目的：鑑賞授業後に、アート作品を見ながら「対話による美術鑑賞」が 

できるようにワークシートを作成し、４年生の児童に配布。 

作成内容：Ａ３サイズ二つ折りで、両面カラー 

作成部数：6,500 部 

作成時期：平成 28 年５月 

配 布 先：市内市立小学校の４年生へ配布 


