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全国４７都道府県から推薦された３４０校、
共同制作の作者生徒も含め５４２名の、美
術・工芸作品を展示します。作品は絵
画、版画、デザイン、工芸、彫刻の平面
作品と彫刻、デザイン、工芸、映像の立
体作品の約４００点にのぼります。何れも、
じっくりと時間をかけて自分と向き合い

制作された力作ぞろいです。全国展では高校生の
「今」を感じさせる、感性とエネルギーの溢れる作
品に出会えることと思います。
開会式アトラクションでは、交流会のアイディア
の元となった郷土芸能、石見神楽を上演し、講評会
は講師の先生による作品講評を行います。交流会で
は、地元の素材を材料にミニ面制作や出品作品の意
見交換会を通して参加者お互いの交流を深めます。

日 程

■作品展示
７月２９日（日）～８月２日（木）

１０：００～１８：００
（最終日は１２：００まで）

■７月２９日（日）
アトラクション １１：５０～１３：００
開 会 式 １３：３０～１４：００
講 評 会 １４：１０～１６：１０

■７月３０日（月）
交 流 会 １０：００～１２：３０

美術・工芸
島根県立美術館
松江市袖師町１－５
TEL ０８５２－５５－４７００７月２９日（日）～８月２日（木）

展示会場

開
催
内
容

※総合プログラムより転載
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北海道札幌西陵高等学校 北海道登別青嶺高等学校 北海道釧路北陽高等学校 北海道旭川北高等学校
北海道札幌平岸高等学校 北海道苫小牧南高等学校 北海道留辺蘂高等学校 北海道札幌東高等学校
北海道釧路湖陵高等学校 北海道芦別高等学校 北海道室蘭清水丘高等学校 北海道別海高等学校
北海道札幌稲雲高等学校 青森県立青森西高等学校 青森県立青森戸山高等学校 青森県立弘前中央高等学校
八戸工業大学第二高等学校 青森県立弘前実業高等学校 岩手県立前沢高等学校 岩手県立金ヶ崎高等学校
岩手県立盛岡第四高等学校 岩手県立黒沢尻北高等学校 岩手県立大東高等学校 岩手県立不来方高等学校
岩手高等学校 宮城県松島高等学校 宮城県佐沼高等学校 宮城県河南高等学校
東北生活文化大学高等学校 宮城県気仙沼高等学校 宮城県仙台第一高等学校 宮城県涌谷高等学校
宮城県宮城野高等学校 宮城県柴田農林高等学校 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院 秋田県立増田高等学校
秋田県立湯沢商工高等学校 秋田県立角館高等学校 秋田県立湯沢高等学校 秋田県立能代北高等学校
山形県立楯岡高等学校 日本大学山形高等学校 山形県立庄内総合高等学校 山形県立米沢興譲館高等学校
学校法人羽黒学園羽黒高等学校 山形県立酒田西高等学校 福島県立磐城高等学校 福島県立相馬高等学校
福島県立福島西高等学校 福島県立白河高等学校 福島県立相馬東高等学校 福島県立田島高等学校
茨城県立笠間高等学校 茨城県立真壁高等学校 茨城県立土浦第二高等学校 茨城県立鉾田第一高等学校
茨城県立日立第一高等学校 つくば秀英高等学校 茨城県立古河第三高等学校 茨城県立水戸南高等学校
文星芸術大学附属高等学校 宇都宮文星女子高等学校 佐野日本大学高等学校 栃木県立茂木高等学校
栃木県立宇都宮東高等学校 栃木県立氏家・さくら清修高等学校 栃木県立益子芳星高等学校 群馬県立西邑楽高等学校
群馬県立前橋東高等学校 高崎経済大学附属高等学校 新島学園高等学校 前橋市立前橋高等学校
埼玉県立越生高等学校 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 埼玉県立宮代高等学校 埼玉県立浦和第一女子高等学校
埼玉県立芸術総合高等学校 埼玉県立熊谷女子高等学校 埼玉県立川越高等学校 本庄第一高等学校
埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県立秩父農工科学高等学校 埼玉県立鳩山高等学校 埼玉県立浦和高等学校
千葉県立銚子高等学校 千葉県立長生高等学校 千葉県立千葉北高等学校 千葉県立幕張総合高等学校
千葉県立成田北高等学校 千葉県立松戸六実高等学校 千葉県立泉高等学校 千葉県立白里高等学校
東京都立日比谷高等学校 東京都立昭和高等学校 東京都立立川高等学校 東京都立保谷高等学校
東京都立西高等学校 東京都立芸術高等学校 神奈川県立麻生高等学校 神奈川県立上矢部高等学校
横須賀市立横須賀総合高等学校 神奈川県立小田原高等学校 神奈川県立弥栄東高等学校 横浜隼人高等学校
神奈川県立百合丘高等学校 神奈川県立神奈川総合高等学校 神奈川県立白山高等学校 駿台甲府高等学校
山梨県立甲府西高等学校 山梨県立富士北稜高等学校 山梨県立市川高等学校 山梨県立身延高等学校
新潟県立新潟向陽高等学校 新潟県立村上高等学校 新潟県立堀之内高等学校 新潟県立糸魚川高等学校
新潟県立巻高等学校 新潟県立小千谷西高等学校 新潟県立柏崎高等学校 新潟県立新津高等学校
新潟県立新潟東高等学校 富山県立南砺総合高等学校福光高等学校 富山県立小杉高等学校 富山県富山いずみ高等学校
富山県立富山北部高等学校 富山県立富山高等学校 富山県立高岡工芸高等学校 高岡龍谷高等学校
小松市立高等学校 石川県立金沢辰巳丘高等学校 石川県立金沢桜丘高等学校 石川県立羽咋工業高等学校
石川県立工業高等学校 石川県立金沢錦丘高等学校 嶺南学園敦賀気比高等学校 福井県立藤島高等学校
仁愛女子高等学校 福井工業大学附属福井高等学校 福井県立高志高等学校 福井県立敦賀高等学校
福井県立盲学校 長野県長野高等学校 長野県須坂高等学校 長野県長野西高等学校
長野県飯田高等学校 長野県丸子修学館高等学校 岐阜県立岐阜高等学校 岐阜県立大垣北高等学校
岐阜県立大垣南高等学校 岐阜県立長良高等学校 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県立大垣西高等学校
岐阜県立益田清風高等学校 静岡県立富士宮東高等学校 静岡県立伊東高等学校 静岡県立浜松江之島高等学校
静岡県立掛川西高等学校 静岡県立伊豆中央高等学校 東海大学附属翔洋高等学校 静岡県立藤枝西高等学校
静岡県立韮山高等学校 静岡県立静岡商業高等学校 静岡県立清水南高等学校 静岡県立松崎高等学校
静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 沼津中央高等学校 静岡県立静岡西高等学校 愛知県立一宮南高等学校
愛知県立安城高等学校 愛知県立碧南高等学校 愛知県立刈谷高等学校 豊川高等学校
名古屋大学教育学部附属高等学校 愛知県立福江高等学校 愛知県立長久手高等学校 愛知県立西尾東高等学校
愛知県立田口高等学校 愛知県立明和高等学校 光ヶ丘女子高等学校 三重県立伊勢高等学校
三重県立名張桔梗丘高等学校 三重県立津東高等学校 三重県立四日市西高等学校 三重県立四日市南高等学校
三重県立名張高等学校 滋賀県立八幡高等学校 滋賀県立栗東高等学校 滋賀県立彦根東高等学校
滋賀県立東大津高等学校 滋賀県立信楽高等学校 京都府立西宇治高等学校 京都府立網野高等学校
京都府立宮津高等学校 京都府立北稜高等学校 京都府立亀岡高等学校 京都府立峰山高等学校
大阪府立淀川工科高等学校 大阪市立都島工業高等学校 大阪府立門真なみはや高等学校 大阪信愛女学院高等学校
大阪府立茨木高等学校 樟蔭高等学校 帝塚山学院高等学校 大阪府立四条畷高等学校
金光八尾高等学校 大阪府立港南造形高等学校 兵庫県立香寺高等学校 兵庫県立姫路別所高等学校
兵庫県立柏原高等学校 兵庫県立加古川西高等学校 兵庫県立社高等学校 兵庫県立東播磨高等学校
兵庫県立出石高等学校 兵庫県立小野高等学校 兵庫県立姫路商業高等学校 奈良県立高田高等学校
奈良県立郡山高等学校 奈良県立生駒高等学校 奈良県立法隆寺国際高等学校 奈良県立桜井高等学校
奈良県立高円高等学校 和歌山県立橋本高等学校 和歌山県立神島高等学校 和歌山県立和歌山高等学校
和歌山県立星林高等学校 和歌山市立和歌山商業高等学校 和歌山県立熊野高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校
鳥取県立境高等学校 鳥取県立倉吉東高等学校 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 倉吉北高等学校
鳥取県立米子高等学校 島根県立松江東高等学校 島根県立松江北高等学校 出雲北陵高等学校
島根県立松江商業高等学校 島根県立邇摩高等学校 岡山県立倉敷南高等学校 岡山県立津山高等学校
岡山県立総社南高等学校 広島県立三次高等学校 広島県立日彰館高等学校 広島県立高陽東高等学校
比治山女子高等学校 広島県立安佐北高等学校 広島市立美鈴が丘高等学校 広島市立舟入高等学校
広島県立福山誠之館高等学校 広島県立広島皆実高等学校 広島県立高陽高等学校 山口県立萩工業高等学校
山口県立下関南高等学校 山口県立西京高等学校 山口県立防府高等学校 山口県立光高等学校
山口県立山口高等学校 徳島県立池田高等学校 徳島県立名西高等学校 徳島県立徳島北高等学校
徳島県立徳島商業高等学校 徳島県立徳島東工業高等学校 高松第一高等学校 香川県立琴平高等学校
香川県立土庄高等学校 香川県立香川中央高等学校 香川県立高松高等学校 香川県立香川西部養護学校
愛媛県立西条高等学校 愛媛県立三島高等学校 愛媛県立宇和島南中等教育学校 愛媛県立松山南高等学校砥部分校
愛媛県立松山西高等学校 愛媛県立今治工業高等学校 高知学芸高等学校 高知県立中村高等学校
高知追手前高等学校 高知県立高知小津高等学校 高知県立高知丸の内高等学校 高知県立須崎工業高等学校
高知県立高知南高等学校 福岡県立太宰府高等学校 福岡県立稲築志耕館高等学校 福岡女学院高等学校
福岡県立門司高等学校 久留米大学附設高等学校 福岡県立柏陵高等学校 九州産業大学附属九州高等学校
福岡県立大牟田北高等学校 福岡県立香住丘高等学校 福岡県立八幡中央高等学校 福岡市立博多工業高等学校
東筑紫学園高等学校 久留米市立久留米商業高等学校 学校法人真颯館真颯館高等学校 佐賀県立唐津青翔高等学校
佐賀県立有田工業高等学校 佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校 佐賀県立唐津東高等学校 佐賀県立鳥栖高等学校
佐賀県立佐賀北高等学校 松尾学園弘学館高等学校 長崎県立佐世保東翔高等学校 長崎県立対馬高等学校
長崎県立島原高等学校 長崎県立佐世保北高等学校 長崎県立口加高等学校 長崎県立長崎工業高等学校
長崎県立波佐見高等学校 ルーテル学院高等学校 熊本市立必由館高等学校 熊本県立大津高等学校
熊本県立第二高等学校 熊本信愛女学院高等学校 熊本県立御船高等学校 熊本県立熊本工業高等学校
大分県立大分西高等学校 大分県立大分上野丘高等学校 大分県立佐伯豊南高等学校 大分県立高田高等学校
大分県立中津北高等学校 大分県立大分鶴崎高等学校 宮崎県立延岡星雲高等学校 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校
宮崎県立高千穂高等学校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 宮崎県立宮崎南高等学校 宮崎県立小林高等学校
鹿児島県立末吉高等学校 鹿児島県立鹿屋高等学校 鹿児島県立加治木高等学校 鹿児島県立喜界高等学校
鹿児島県立大島高等学校 鹿児島県立松陽高等学校 沖縄県立浦添工業高等学校 沖縄県立浦添高等学校
沖縄県立開邦高等学校 沖縄県立普天間高等学校 沖縄県立真和志高等学校 沖縄県立与勝高等学校
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