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令和４年度 第２回 織田廣喜美術館運営協議会 会議録 

 

１．会 議 の 名 称 令和４年度 第２回 織田廣喜美術館運営協議会  

２．開 催 日 時 令和４年１１月２１日（月）１１：３０～ 

３．開 催 場 所 織田廣喜美術館 市民アトリエ 

４．公開非公開の別 公開 

５．出 席 者 ※敬称略 

（１）出席委員 

緒方 泉（会長）、坂本 留里子（副会長）、丸山 桃子、宮脇 教子、 

坂田 続穗、桒野 麻里 

（２）欠席委員 

三木一司 

（３）執行機関 

生涯学習課長（館長）末永 康洋 

課長補佐 上野 智裕 

美術館係主査 有江 俊哉 

（４）指定管理者 

㈱図書館流通センター統括責任者 下田 富美子 

 

６．傍 聴 人 数 ０人 

 

７．議題及び審議の内容 

【議題】 

（１）令和３年度点検評価について 

（２）令和４年度事業経過について 

（３）令和５年度事業計画について 

（４）その他 

【提出資料】 

（１）令和３年度点検評価報告書（抜粋） 

（２）令和４年度事業経過報告書（美術館事業実績総括表：上半期） 

（３）令和５年度事業計画表（案） 
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【議題及び審議の内容】 

（１）令和３年度点検評価について 

事務局による説明。それに対する質疑応答。 

≪主な質問・意見等≫ 

委員：稲築東中学校へ行っての授業とあるが、これは稲築東中学校だけ実

施したのか？ 

事務局：そうである。稲築東中学校から出前授業の依頼があり同校へ出向

き、織田廣喜の魅力や人間像についての授業をおこなった。 

委員：前回の運営協議会でも学校との連携については課題として出ていた

が、この出前授業がひな形となっていくのか？ 

事務局：そうである。美術館に来館される学校もあるが、こちらから積極

的に働きかけていくし、指定管理者も様々な計画をたてているので、今ま

で以上の動きをしてくれるだろうと期待している。 

委員：一度フォーマットができると学校としては所要時間や内容について

理解でき、一コマの枠の中で納まる内容かどうかも判断できるようになる。

来年度に向けて校長会などで美術館の事業について説明する際に、今回の

実績報告書を提出したらよい。学校としては時間が気になるところだし、

内容についても、最近だと合科ということで美術、国語などと関連付けな

がら授業を進めていくことも重要視されているところでもある。これから

先のことで言うと総合的な学習において、STEAM 教育（注１）という観点

で、教科横断型ということも注視されてくることであり、博物館、美術館

の出番である。この出番というところを学校側に丁寧に伝えていくと先生

方も授業がやりやすくなってくる。今、STEAM 教育の導入をどのようにし

ていくかということは現場でも戸惑いがあるところだと聞くし、私は今飯

塚市歴史資料館と一緒に STEAM 教育のモデルを作ろうとしており、博物

館側からの面白い提案が出てくると思う。織田廣喜美術館でも今回のモデ

ルをどのように発信していくかを考えてほしい。 

事務局：昨年度は、教育研究所と連携し美術館で先生方の研修会をしてい

ただき、美術館の宣伝もさせていただいた。今年度も少しずつ学校現場へ

入り込んでいきたいと考えている。 

委員：学校側とすると博物館との連携を考えた時に、年間計画があるだろ

うから、どのくらいの時期に話し合いがはじまるとよいだろうか。 
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委員：小学校の翌年度のカリキュラムとしては 12 月頃から考えていく。

来年度は小学校、中学校が義務教育学校になるので、もうそろそろ確定す

る。本年度は１回目の美術館運営協議会へ出席し、夏休みから「ノンタン

絵本の世界展」があることをその時に知り、その際に早く情報を得られて

いればと発言したが、学校に戻り職員に諮ったところ 9 月に美術館を利用

しようということとなり、それがきっかけで 2 年生と 3 年生が美術館を訪

問したという経緯もある。先生たちが合科的とか特設的に授業を組んでい

く時間も多少はあるので、美術館側から働きかけがあれば組み込める。働

きかけが早ければ早いだけよい。また小学校では社会科や生活科の施設と

しての見学と、美術や図工の鑑賞という在り方があるが、今年までは施設

としての学びが中心で、本来の鑑賞という点ではなかなか組み込めていな

い。学校側の狙いと美術館側の発信されるものが合致するかという検討が

必要である。 

委員：中学校の来年度の計画に関しては小学校と同じで、12 月から 2 月ま

でに計画を立てる。中学校としては、筑豊地区中学校文化連盟の作品展示

が来週から織田廣喜美術館で開催されるので、そこに重ねての活用を考え

てもいいと思う。また総合の授業で「ふるさと学習」というのを実施して

いるが、織田廣喜画伯については総合の授業できちんと実施できていない。

美術の教科では実施していると思うが。ただ、美術館に来る移動方法とし

て嘉穂小学校のスクールバスを借りる手立てが必要であるのでなるとなる

べく早い時期からの計画が必要となる。 

委員：スクールバスの借り上げについては年度内に何回までとか、予算上

の課題などがあるか？ 

事務局：詳細については把握していないが、臨機応変な活用は可能であろ

うと思う。 

委員：計画を早めに立てる中において、この時期にこの事業があるのでス

クールバスの借り上げが必要であるなどの紐づけをしながら計画を提示し

ていく必要である。 

事務局： 事業評価においては、コロナ禍において実施できなかった事業に

おいてはどのように評価していくかということが教育委員会内でも議論に

なった。 

委員：九州産業大学では、現在文化庁からの採択を受けて事業を実施して
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おり、これについても中間評価があるが、先程のような事情でできていな

いものについては文化庁の評価シートには『評価不能』という欄がある。

予測できないことがおきてしまっている中において、規模は小さくなって

も続けているところもあるし、工夫をしながら続けているところもあるが、

これまでの尺度での評価は難しい。どれだけ工夫しているかという点も書

いていく必要があるし、特に美術館においては外との対面でのつながりは

これまでもできてきていたが、これからのコロナ禍においてはデジタルを

活用する中での繋がり方について模索をしているところであるから、模索

や工夫を丁寧に書き出していく方法はある。実際に今回の報告ではＳＮＳ

や「ポケット学芸員」というアプリケーションをつかって、従来の対面で

の鑑賞者ではない鑑賞者とつながる工夫しているということを報告してい

ただいている。こういう取り組みの報告でいいと考える。また、人材育成

については、今後のことを考えると、間を空けずにつながることが大切で

あるから、ＳＮＳなどを活用しながら人材育成を続けることが重要になっ

てくる。 

 

（２）令和４年度事業経過について 

指定管理者による説明。それに対する質疑応答。 

≪主な質問・意見等≫ 

委員：「ノンタン絵本の世界展」を見学した。大人でも楽しめる素晴らしい

展示であったが、告知が余り行き届いていない点が気になった。告知が行

き届いていればもっとたくさんの来場者に来ていただけたのではないかと

残念に思う。 

委員：具体的にはどういう点が気になったのか教えてほしい。告知につい

てどのように感じたのか。 

委員：「ノンタン絵本の世界展」に限らずだが、今年度の美術館でされてい

る活動がほぼ見えてこない。ホームページで検索すればある程度はわかる

が、美術館の方から発信している情報が少ないという点がすごく気になっ

ている。県展筑豊展についても途中で告知が終わっているので、その先が

どうなっているのかが分かりにくい。せっかく活動されている内容がある

のに、あまり目に入らないというのはすごく残念であると思っている。 

委員：市報などで織田廣喜美術館の枠などがあるのか？ 
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事務局：ある。 

委員：市報などでも見えてこないのか？ 

委員：市報では市民の多くの方には見ていただけていると思うが、ホーム

ページやＳＮＳでの日々の発信が少ない。 

委員：市報にある美術館のコーナーにＱＲコードがあってそこから美術館

のホームページへ飛ぶようになっているのか？ 

事務局：なっていないと思う。（終了後確認しＱＲコードがあることが判明） 

委員：前述の紐づけとかつながりを考えていくと、ＱＲコードはとても便

利であるのでそういったアイディアを今後入れていくと便利である。例え

ば学校などでは、盛んにＩＣＴの教育を盛んに進めようとしているので、

授業の中でＱＲコードの読み取りから美術館の情報を調べるといった学習

の入り方など、日常的に意識付けができるといった仕掛けがあるといいか

もしれない。 

委員：私も広報について感じていることだが、事前の告知ではなく、チラ

シを見て開催中の事業のことを知ることがあったり、既に終わっていたり

ということがあった。世代的にＳＮＳをよく見ているが、ＳＮＳで織田廣

喜美術館では何があっているのかを調べたときに、情報が載っていないと

いうことがある。「ノンタン絵本の世界展」ではアピールされていたが、会

期がはじまってからであったので、もう少し来場していただけるような情

報発信ができるのではないかと、この半年間美術館の運営を拝見していて

思った。ただ、美術館に来てみると企画展も楽しく、常設展示も子どもた

ちが楽しめるようにプリントが設置されているなど工夫されていていたが、

それが外へ伝わっていないのがすごく残念な気持ちになった。告知を早く、

より効果的にしたらよいと思う。 

委員：指定管理者制度に移行中において、従来の教育委員会と指定管理者

の役割・業務分担として、ホームページをどのように活用していくとか、

発信という視点で言うとブログなどで、美術館の事業だけではなく美術館

の日常や周辺での紅葉がきれいだなとか、文化祭の幟の写真とはじまった

というお知らせをするとか、長い文章を書くことではなく、日々のことを

業務日誌的に写真と連動させながら、視覚化させていくくらいでいいと思

う。そうすることで、市民も文化祭がはじまったとか、美術館の中を見ず

とも知り、その写真が呼び水となるような発信をしてみたらどうか。ブロ
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グを書くとなると長い文章で、文章もまとまっていないといけないかなと

考えてしまうが、市民が手掛かりを得るということが重要であるから、気

軽に情報を出していくと市民とつながりやすくなっていく。学校側にして

もＩＣＴの学習で美術館の変化について感じてもらえるように、ブログで

の働きかけで自然に学校とつながっていくというのもあると思う。 

委員：文化協会は昨日まで文化祭の開催で美術館にお世話になったが、告

知が難しいと感じている。市報や市のホームページなどへ掲載してもらっ

ている。嘉麻市は高齢者が多いが、年配の人でもＳＮＳをされている方も

いるので、文化協会としてもフェイスブックのアカウントがあり告知して

いるが、うまく伝わっていないと感じている。 

委員：嘉麻市には回覧板はあるのか？ 

事務局：現在、嘉麻市には回覧板はない。令和２年度の地方自治法改正に

伴い回覧板制度がなくなり、市報はダイレクトメールとして各戸へ配布し

ている。広報については課題があるが、運営協議会という公の会議で出た

意見は、きちんと形にしながら改善を図っていかなければならないと思っ

ている。ＳＮＳやホームページでの情報を市民が享受するための学びとし

て公民館事業では市民へのスマートフォン教室を実施するなどしているが、

すぐに解決することではないので地道にやっていかなければならないと思

っている。本年度は教育委員会としては美術館係が指定管理者と連携を図

り、引継ぎ的な要素の年であっただろうが、来年度からは民間事業者の強

みを活かしていただき、更なる連携を図っていただきたい。こういうこと

をやることによって、先程委員からご意見いただいたＰＲ不足を以下に充

実させていくかを解決していきたい。指定管理者は民間の事業者であるか

らどんどんプロモーション活動ができるので、まずは地元の道の駅うすい、

嘉麻スタイル、そして誘致企業の方々との連携をしていただきたい。今夏

の「ノンタン絵本の世界展」は成功した方だと思うが、地元企業などとの

連携により、企画展は今後よりお金も集まり、そして広報も広がり充実し

ていくのではないか。そこが指定管理者へ運営を託したポイントだと考え

ている。今後の展開に知恵を絞りながら、ポストコロナも見据えて考えて

いかなければならない。 

委員：事務局の説明にあったスマートフォン教室のように基盤整備がとて

も重要である。情報弱者化を心配されている高齢者へのＩＴＣ教育を先進
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的に実施し、徐々に嘉麻市が若い人から高齢者までＩＣＴ教育が進んでい

くと情報発信のやり方も変わってくるかもしれない。ただし、紙媒体は残

さなければならないので、市報に対して読んでいただける原稿の書き方に

も工夫が必要である。また地元との関わりについては、美術館係が道の駅

をはじめとした地元とのつながりについての道を開きやすいので、開いた

道を指定管理者へ伝えることで、指定管理者は民間事業者としてのこれま

でのノウハウをやりやすくなってくる。指定管理者も地元との関係性は現

時点では薄いので、美術館係の役割は重要である。 

 

（３）令和５年度事業計画について 

事務局による説明。それに対する質疑応答。 

≪主な質問・意見等≫ 

委員：この計画書には、39 と多くの事業が計画されているが、事業の順位

付けをすることが大切である。全ての事業をとなると体制的、人数的にも

難しいとことがあると思われる。本年度の流れを踏まえた中において、来

年度は人材育成に注力し、体制を支えてくれる人材を巻き込みたいという

思いがすごく感じられるし、とても大事だと思う。どこの博物館、美術館

もボランティアの方々の協力なくしては館の運営ができにくいということ

が明々白々となっている。そこにまず着手するということはとても意味が

ある事である。ただし 39 の事業全部を均等にやっていこうとするのは無

理なので、優先順位をきちんとつけ、スタッフの役割をきちんと分けて来

年度に向けて最重点目標を掲げて仕事をしていくというのも大切だと思う。

事業が多すぎる。 

事務局：美術館横の芝生広場で「ふれあいまつり」という産業まつりが過

去に開催されていたが、コロナ禍において３年開催されていない。「ふれあ

いまつり」については実行委員会組織が解散したが、再開するときには美

術館横の芝生広場が会場になるだろう。先程に民間事業者との連携と述べ

たが、「ノンタン絵本の世界展」もグッズもたくさん売れて興行的には成功

したと考えている。今後は美術館経営に食という視点が大きくかかわって

くる。カフェや飲食など現段階での計画には記載されていないが、今後計

画されていくだろうと思うので、その点にも加味していただきご審議いた

だきたい。 
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委員：そう考えると嘉麻市という組織において、それぞれの課などが横断

していくことが重要である。単体で事業をおこなうことはどこの組織でも

限界になってきている。学校でも横断的な学習があるように、公務員の世

界でも同様。企業においてもグループ制が導入される時代であり、公務員

の世界においてもグループ制をやりはじめていると思うが、みんなで考え

ていくという組織づくりにしていかないと、個々に過重負担がかかってく

る。いい人材が十分に活用できないということにもなってくる。 

委員：来年度についての美術館係の考えを聞かせてほしい。 

事務局：来年度は指定管理者の立てられた企画展などの計画があるが、再

来年以降には、中期的計画として残りの指定管理機関に、仕様書にある図

書館と連携した絵本原画展を、今まで関わりのある作家の方のお力も借り

ながらの開催のスキームを組んでほしい。また嘉麻市には『私のエッセイ』

という長年実施し、培ってきたノウハウのある事業があるので、先程委員

からのお話がありました横断的取り組みとして、美術館と社会教育と、産

業振興課と連携していけたらよいと考えている。その連携の広がりが地元

企業や地元の作家の方々との関係を紡いで行けたらと思いながら、次年度

の計画書の内容を確認していた。 

委員：来年 2 月にイギリスの博物館関係者と国際シンポジウムを開催する

準備をしているが、今アメリカ、イギリスなどの博物館の動きとしてひと

つキーワードがある。それは「Health and Well-Being（健康と幸福感）」で

ある。今回シンポジウムでお話しいただくのがロンドンの美術館の方だが、

その方の話では現在小学生、中学生を対象にコレクションを活用したメン

タルヘルスの講座をおこなっているとのこと。織田廣喜美術館で例えるな

らば、織田廣喜の作品を観てもらいながらメンタルヘルス支援につなげて

いくというもの。ユニセフの「世界子供白書 2021」によると、メンタルヘ

ルス不全になっている子どもたちが、7 人に 1 人いるとのこと。イギリス

では深刻な社会課題として受け止め、国家プロジェクトとして子どもたち

の支援をおこなっている。しかも、文化・芸術でやっていこうという視点

でである。これは健康に対しての文化・芸術の大切さをいち早く読み取っ

ているということでもある。美術館は今後いろんな機能を持っていかなけ

ればならない。日本でも美術館の役割として高齢者の健康もだが、これか

らの子どもたちの健康を支えていくという視点も入れていくことも重要だ
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と思う。来年 4 月施行の改正博物館法の中にも福祉という観点で住民の健

康ということが入ってきている。その観点から考えると美術館のコレクシ

ョンをどのように活用していくのか。イギリスの方々は美術館、博物館を

生きる場、生きていくために支えてくれる場であるという。日本の場合だ

と知識を得に行く場、勉強の場、学びの場としての観点でこれまでの博物

館の歴史はあるが、学びに行くにしても健康的な状態というのは非常に重

要なので、今そこに行きついていると思う。ここの環境をみると、「ふれあ

いまつり」もそうだが、市民が元気で集まれる場所である。そういう環境

をもっと知らせていくと、みんなが美術館を目的とはせずとも、美術館の

周辺を散歩する目的でも集まりだす。そうして道の駅で食事をするなどの

行動が発生し、全てがつながっていく。しかしそれは健康でなければなら

ないので、健康支援の美術館という観点も今後は必要になってくる。全て

そこに関連していることであり、我々も、「Health and Well-Being（健康と

幸福感）」を意識しているとよいと思う。 

委員：来年の事業の「栗林慧の写真展」は、どのように開催されるのか注

目している。 

委員：これについては企画案がもうできているのか？ 

指定管理者：栗林氏が近日来館され会場を見ながら打合せをおこなう。作

品だけではなく、隣接する庭も含め楽しめる企画をやりたいと考えている。 

委員：建屋、公園と全体として捉えられるようなことになると、新しい美

術館の使い方が提案できるかもしれない。 

指定管理者：栗林氏ご自身が楽しい方なので、栗林氏の生き方を含めた講

演会などのイベントも考えている。 

委員：虫取りのワークショップなども子どもたちが喜ぶかもしれない。 

事務局：昆虫に関しては、嘉麻市がこれから九州大学と協力して、閉校し

た学校を活用して昆虫食や昆虫の展示をおこなう基地を設ける計画があり、

非常にタイムリーなテーマである。 

委員：小学生の長男は昆虫の展覧会は興味があるし、盛り上がると思う。

またアートキッズや学校との連携と記載されていたので、子どもたちが美

術館に親しむ機会が増えるといいと期待している。また、地元で活動する

作家としては、嘉飯桂地域をはじめ筑豊には素晴らしい作家がたくさんい

るので、そのような作家の方と絡めた企画ができるといいと思う。 
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委員：地元の作家の発掘でいえば、以前に毎年開催していた「嘉飯山の画

家たち展」は中断しているのか？ 

事務局：現在は中断している。学芸員に地元作家の掘り起こしや調査をお

こなっていただいていた。継続的に地元作家との関係を紡いで、以前の展

覧会にこだわらず、新しい展覧会であるとかワークショップという形で地

域作家と美術館の関係性を築いていければと話をしている。 

委員：地元作家の個展を開催していただくこともいい。 

事務局：来年度の事業にあるが、過去数年間開催してきた「カリグラフィ

ー講座」の講師、初島さつき氏が、嘉麻市においてイタリア人カリグラフ

ァーたちによる滞在制作と織田廣喜美術館での展示を行う予定である。美

術館係はイタリアから来日される作家や参加者と美術館を紡ぎ、嘉麻市の

魅力を堪能していただけるようなサポートをしていきたいと考えている。 

委員：小中学生を対象とした書き初め大会を開催してきたが、ここ数年は

コロナウイルス感染症拡大の影響と従来使用してきたサルビアパークの改

修工事の影響で開催できず、今回も公募展という形で実施した。出品作品

の展示は織田廣喜美術館を会場とし、表彰式もあわせて美術館で行う予定

である。また、文化協会では本年度は 2 週間だった文化祭だが、会期に土

曜、日曜が含まれないグループは入場者が少ないので、来年度は県展筑豊

巡回展開催終了後の 3 週間で実施する計画を美術館に相談している。 

委員：地元の文化協会の方々も美術館で展示ができるというのはいいこと

である。そして会期も長くなるならば、会員のみんなで広報活動していく

ということになってくる。そうすると展覧会の運営も広報も自主的にやっ

ていくということになっていく。美術館を使っていただいて、自分たちの

作品を飾り、相互に鑑賞しあう中でいろんな発信の仕方が分かってくる。 

委員：文化祭の会場が織田廣喜美術館となって、筑豊ブロックの文化協会

の中でも美術館を使って展示ができるのは贅沢だと感じている。やはり美

術館に作品を飾ると映える。当初はおこがましいという気持ちを持ってい

た会員もいたが、展示してみるとすごくよかったとの感想を聞いている。

そのことで技術も向上していくと思うし、活動の励みにもなる。 

委員：学校がどのようにして美術館と協力して関わっていけるかを考察し

ていたが、先程から話題になっている広報活動に対しては、子どもたちも

教員も認識を高めていくという点では、まず知ることで親しみ、そして愛
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着がわいてきて、そして美術館へ行こうという行動につながると思う。段

階性があるので来年度の計画の中にアウトリーチがいつくかあるのどろう

かという視点で事業計画を拝見していた。現在は学校へ図書館の移動図書

館車が来てくれるアウトリーチ事業があるが、移動美術館ということがで

きたら、美術館を知るきっかけになる。義務教育学校としてのスタンスは、

地域の核になっていくというものであるから、学校を使って働きかけてい

ただき、子どもたちがそれを家庭へ持ち帰り、家庭へ浸透していくという

流れができていく。そういう意味ではもう少しアウトリーチをしていただ

くという視点が必要かと考える。 

展覧会については、本年度に開催された「ノンタン絵本の世界展」は子ど

もたちにとって良かったと思う。それは、子どもたちがノンタンを自分事

として捉えられたからである。図書館にもあるし、手に取る事ができるも

のという自分事の展示であった。そのことからすると来年度の昆虫をテー

マとした展覧会は、きっと自分事にさせていけると思う。例えば理科や生

活科の観察の中で一人一台配布しているタブレット端末で写真を撮影した

りしている。それら子どもが撮影して観察した写真を募集して、会場に飾

られている栗林氏の写真と比較するすれば、子どもたちにとって美術館の

展示が自分事になってゆく。そのように美術館を自分事にしてゆく仕掛け

があったらよい。社会科や生活科での美術館内の見学であったり、美術や

図工など学校の中で学んだことを美術館の中で続いて学び、学習の課題が

解決したり新たな課題が生まれたりして、また美術館に行かないとわから

ないとかそういった連続性の中にこそある。その連続性を学校といかに作

っていくかという視点が大事だと思う。 

委員：指定管理者の導入により今まで以上に図書館との連携が強化されて

いくと思うので、単体として移動図書館車のアウトリーチではなく、時々

美術館のスタッフが一緒に行く。そうして関連する図書や美術関係の図書

の紹介や、掲載された作品については美術館に行けば観ることができると

いった紹介で、学校と美術館をつないでいくことになる。毎回行くのは厳

しいかもしれないが、移動図書館車とセットで行く企画が考えられるとア

ウトリーチもより充実してくる可能性があると思う。連続性という点がポ

イントである。横断的な、連続的なつながりや流れを付けていくとよりス

ムーズに社会教育、学校教育が進みやすくなっていく。もっと調べたい、
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また来てみたいという連続性が重要である。一回行ったら終わりとなって

いるのが博物館の現状であるが、子どもたちが一人一台持っているタブレ

ットで調べたことを、今度は現場で実物資料を見てみたいということにな

っていく。そうなるとより良く教育が進みやすくなるので、博物館側も今

の話を大切にしながらやっていくといい。 

委員：中学校としては、せっかく生徒たちの作品を織田廣喜美術館に展示

する機会があるので、もう少し周知させたい。図書館協議会の委員も務め

ているが、図書館でのＰＯＰ講座の募集に人が集まらなかったと聞いてい

る。美術館と連携をして実施や告知をしていれば違った結果もあったかも

しれないと感じた。中学校では一貫校への移行に伴い、図書室の本の譲渡

会を実施し、高価な絵本などを供出した。地域の現状として高価な本の購

入が難しい家庭などもある。地域の家庭や子どもたちの実態にも配慮いた

だき、原画展を観た後に、図書館で関連する絵本が借りられるような連続

性があるといい。子どもたちや保護者が何を欲しているのかもくみ取って

ほしい。また学校とは関係ないが、美術館を見学した後に余韻を楽しむ場

所があると、来館していただく機会も増えると思う。 

委員：鑑賞した後に外の景色を見てホッとするような場所があることも大

切である。 

 

（５）その他 

   説明、意見などなし。 

 

閉会  

 

この会議録は、緒方会長に確認していただきました。 

 

資料 

注 1：STEAM 教育とは科学・技術・工学・芸術・数学の 5 つの英単語の頭文字を

組み合わせた造語：STEAM。科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）。

アート（Art）、数学（Mathematics）の 5 つの領域を対象とした理数教育に創造性

教育を加えた教育理念。知る（探究）とつくる（創造）のサイクルを生み出す、

分野横断的な学びです。「steam-japan.com より」 


