
書

道

106

筆先に気を集める。書く、いや、墨を
乗せていく、いや、紙面を裂いていく。
筆は時に絹糸のごとく、時に真綿のごと
く、時に刃物のごとく。滴り落ちる汗。
「だめだ、気に入らない」クシャクシャ

ほ ご

クシャ！反古の山。
ジャージに Tシャツ、ラフな服装で

地道な作業が続きます。自分でも納得いく作品、
否、悔いの残る作品か、書き込んで書き込んで、何
とか顧問の先生の GOサインをもらい、お化粧をし
て、陳列しました。
作品の裏側にあるもの。湯水のごとく使った紙
と、墨と、汚れた Tシャツと、真っ黒になった足
の裏と・・・

日 程

■全国展・県企画展
７月２９日（日）～８月２日（木）

９：００～１７：００
（最終日は１２：００まで）

■７月３０日（月）
開 会 式 １５：００～１５：２０
交 流 会 １５：４５～１７：４５

■７月３１日（火）
講評会・閉会式

１０：００～１２：００

書 道
島根県立武道館
松江市内中原町５２
TEL ０８５２－２２－５７１２７月２９日（日）～８月２日（木）

島根県企画展

開
催
内
容

※総合プログラムより転載
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北海道札幌新川高等学校
北海道札幌月寒高等学校
北海道北広島高等学校
北海道札幌白陵高等学校
北海道札拓北高等学校
北海道函館西高等学校
旭川竜谷高等学校
北海道音更高等学校
江陵高等学校
北海道栄高等学校
北海道苫小牧西高等学校
北海道芦別高等学校
北海道小樽潮陵高等学校
北海道小樽桜陽高等学校
北海道室蘭東翔高等学校
青森県立青森南高等学校
青森県立鶴田高等学校
青森県立大湊高等学校
青森県立七戸高等学校
青森県立八戸高等学校
光星学院高等学校
岩手県立盛岡第一高等学校
岩手県立盛岡第二高等学校
岩手県立盛岡第三高等学校
岩手県立盛岡第四高等学校
岩手県立不来方高等学校
岩手県立岩手女子高等学校
岩手県立福岡高等学校
仙台育英学園高等学校
宮城県第三女子高等学校
宮城県仙台第二高等学校
宮城県宮城広瀬高等学校
秋田県立能代北高等学校
秋田県立秋田北高等学校
秋田和洋女子高等学校
山形県立山形南高等学校
山形県立酒田西高等学校
山形県立谷地高等学校
山形城北高等学校
松韻学園 福島高等学校
福島県立白河高等学校
福島県立郡山東高等学校
福島県立浪江高等学校津島分校
茨城県立多賀高等学校
茨城県立水戸第一高等学校
茨城県立友部高等学校
茨城県立神栖高等学校
茨城県立水海道第一高等学校
茨城県立水海道第二高等学校
聖徳大学附属聖徳高等学校
つくば秀英高等学校
栃木県立宇都宮高等学校
栃木県立鹿沼高等学校
栃木県立栃木女子高等学校
栃木県立宇都宮女子高等学校
宇都宮短期大学附属高等学校
群馬県立前橋女子高等学校
群馬県立伊勢崎清明高等学校
群馬県立渋川女子高等学校
伊勢崎市立伊勢崎高等学校
埼玉県立伊奈学園総合高等学校
埼玉県立大宮光陵高等学校
埼玉県立春日部高等学校
埼玉県立春日部女子高等学校
埼玉県立川口高等学校
埼玉県立北本高等学校
埼玉県立熊谷女子高等学校
星野高等学校
本庄第一高等学校
埼玉県立松山高等学校
埼玉県立松山女子高等学校
埼玉県立与野高等学校
千葉県立木更津東高等学校

千葉県立大原高等学校
千葉県立銚子高等学校
千葉県立成東高等学校
千葉県立富里高等学校
千葉県立磯辺高等学校
千葉県立船橋旭高等学校
千葉県立鎌ヶ谷高等学校
千葉県立国府台高等学校
千葉県立市川南高等学校
千葉県立流山中央高等学校
千葉県立流山東高等学校
千葉黎明高等学校
桜林高等学校
東京都立大江戸高等学校
大妻高等学校
大東文化大学第一高等学校
東京都立井草高等学校
豊島岡女子学園高等学校
東京学芸大学付属高等学校
品川エトワール女子高等学校
神奈川県立横須賀高等学校
川崎市立橘高等学校
横浜市立南高等学校
横浜市立横浜商業高等学校
向上高等学校
湘南学院高等学校
白鵬女子高等学校
横浜創学館高等学校
山梨県立韮崎高等学校
山梨県立甲府第一高等学校
山梨県立甲府南高等学校
山梨県立塩山高等学校
富士学苑高等学校
新潟県立新潟高等学校
新潟県立新潟江南高等学校
新潟県立新潟向陽高等学校
新潟青陵高等学校
新潟県立白根高等学校
新潟県立正徳館高等学校
新潟県立三条東高等学校
新潟県立小出高等学校
新潟県立柏崎総合高等学校
富山県立桜井高等学校
富山県立富山商業高等学校
富山県立小杉高等学校
富山県立高岡高等学校
富山県立南砺総合高等学校福野高等学校
高岡向陵高等学校
石川県立金沢泉丘高等学校
石川県立金沢中央高等学校
日本航空第二高等学校
福井県立若狭高等学校
福井県立大野高等学校
福井県立高志高等学校
福井県立藤島高等学校
長野県篠ノ井高等学校
長野県須坂商業高等学校
長野県望月高等学校
長野県野沢南高等学校
長野県飯田高等学校
長野県岡谷南高等学校
長野県木曾高等学校
長野県大町高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
岐阜県立羽島高等学校
岐阜県立岐阜各務野高等学校
岐阜県立飛騨高山高等学校
大垣日本大学高等学校
静岡県立吉田高等学校
静岡県立浜北西高等学校
日本大学三島高等学校
浜松学芸高等学校
静岡県立浜松北高等学校

沼津市立沼津高等学校
城南静岡高等学校
浜松市立高等学校
静岡県立沼津西高等学校
興誠高等学校
愛知県立旭丘高等学校
愛知県立松蔭高等学校
愛知県立春日井西高等学校
至学館高等学校
岡崎城西高等学校
豊川高等学校
三重県立桑名高等学校
三重県立名張桔梗丘高等学校
三重県立石薬師高等学校
三重県立松阪高等学校
三重県立紀南高等学校
三重県立四日市四郷高等学校
滋賀県立大津高等学校
滋賀県立膳所高等学校
滋賀県立伊吹高等学校
京都府立亀岡高等学校
京都府立綾部高等学校
京都府立加悦谷高等学校
大阪府立今宮高等学校
大阪府立金岡高等学校
大阪府立香里丘高等学校
大阪府立住吉高等学校
大阪府立泉南高等学校
大阪府立阪南高等学校
帝塚山学院泉ヶ丘高等学校
兵庫県立飾磨工業高等学校
神戸市立神港高等学校
柳学園高等学校
兵庫県立小野高等学校
兵庫県立社高等学校
兵庫県立豊岡高等学校
兵庫県立三原高等学校
武庫川女子大学附属高等学校
親和女子高等学校
兵庫県立北須磨高等学校
奈良県立奈良高等学校
奈良県立平城高等学校
奈良県立登美ヶ丘高等学校
奈良県立法隆寺国際高等学校
奈良県立桜井高等学校
和歌山県立田辺高等学校
和歌山県粉河高等学校
和歌山県立神島高等学校
和歌山県立和歌山東高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立鳥取中央育英高等学校
米子松蔭高等学校
島根県立松江南高等学校
島根県立三刀屋高等学校
島根県立浜田高等学校
岡山県立岡山南高等学校
岡山県立西大寺高等学校
金光学園高等学校
岡山県立岡山城東高等学校
岡山県立倉敷中央高等学校
明誠学院高等学校
広島県立尾道北高等学校
広島市立基町高等学校
広島市立舟入高等学校
広島県立熊野高等学校
広島県立五日市高等学校
広島県立大竹高等学校
広島県立神辺高等学校
広島市立安佐北高等学校
広島朝鮮初中高級学校
山口県立防府高等学校
山口県立長府高等学校
山口県立下関南高等学校

山口県立下関中等教育学校
徳島県立城南高等学校
徳島県立徳島商業高等学校
徳島県立名西高等学校
徳島県立阿波高等学校
徳島県立板野高等学校
香川県立高松商業高等学校
香川県立高松桜井高等学校
香川県立坂出商業高等学校
香川県立丸亀高等学校
愛媛県立三島高等学校
愛媛県立新居浜西高等学校
愛媛県立今治東中等教育学校
愛媛県立松山東高等学校
愛媛県立松山中央高等学校
高知県立岡豊高等学校
高知県立高知西高等学校
高知学芸高等学校
高知県立安芸高等学校
福岡県立折尾高等学校
福岡県立嘉穂高等学校
福岡県立城南高等学校
福岡県立修猷館高等学校
八女学院高等学校
福岡県立三池高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
福岡県立太宰府高等学校
福岡市立大川樟風高等学校
福岡市立福翔高等学校
福岡県立筑紫中央高等学校
福岡県立鞍手高等学校
佐賀県立佐賀北高等学校
佐賀県立唐津東高等学校
佐賀県立小城高等学校
佐賀県立致遠館高等学校
佐賀県立唐津青翔高等学校
西海学園高等学校
長崎県立長崎西高等学校
長崎女子商業高等学校
熊本県立第一高等学校
熊本県立荒尾高等学校
熊本県立御船高等学校
熊本県立八代南高等学校
熊本県立大矢野高等学校
熊本市立必由館高等学校
尚絅高等学校
大分県立中津北高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
大分高等学校
大分県立佐伯鶴城高等学校
宮崎県立宮崎大宮高等学校
宮崎県立日南高等学校
宮崎県立都城西高等学校
宮崎県立妻高等学校
宮崎県立高千穂高等学校
鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校
鹿児島県立伊集院高等学校
鹿児島市立鹿児島女子高等学校
鹿児島純心女子高等学校
鹿児島県立武岡台高等学校
鹿児島県立鹿屋高等学校
鹿児島県立鹿児島東高等学校
鹿児島実業高等学校
沖縄県立コザ高等学校
沖縄県立普天間高等学校
沖縄県立小禄高等学校
沖縄県立糸満高等学校
沖縄県立八重山高等学校
尚学学園沖縄尚学高等学校

出 品 校 一 覧
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