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各道府県の優秀な文芸部誌をはじめと
する多彩な展示をご覧いただけます。ま
た、部門別交流会・分科会を大切にし、
丸一日かけて行います。そのほか、前句
に付句を組み合わせる「付句大会」で参
加者が交流を深める催しや、松江コース
（松江城、ヘルン旧居など）と大社コー

ス（出雲大社、日御碕、古代出雲歴史博物館）に分
かれての文学散歩、著名人による記念講演も予定し
ています。たくさんの皆さんのお越しをお待ちして
います。

※総合プログラムより転載

日 程

■文芸部誌展示
７月２９日（日） １２：００～１７：００
７月３０日（月）～８月１日（水）

９：００～１７：００
８月２日（木） ９：００～１２：００
■開会式
７月３０日（月） １０：００～１０：３０
■文学散歩
７月３０日（月） １３：００～１７：３０
■講評会・閉会式
８月１日（水） １０：４０～１２：００

文 芸
大社文化プレイスうらら館
出雲市大社町杵築南１３３８－９
TEL ０８５３－５３－６５００７月２９日（日）～８月２日（木）
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道府県 学 校 名 参 加 部 門 道府県 学 校 名 参 加 部 門

北海道 北海道千歳高等学校 文芸部誌 岐阜県 岐阜県立加納高等学校 文芸部誌

北海学園札幌高等学校 散文 鶯谷高等学校 散文

北海道函館西高等学校 詩 岐阜県立大垣北高等学校 短歌

北海道札幌北高等学校 短歌 静岡県 浜松学芸高等学校 文芸部誌・俳句

北海道旭川東高等学校 俳句 静岡県立藤枝東高等学校 散文・詩・短歌

青森県 青森県立八戸南高等学校 文芸部誌 愛知県 滝学園滝高等学校 文芸部誌

青森県立三沢高等学校 散文 愛知県立時習館高等学校 散文

青森県立三本木高等学校 詩 愛知県立明和高等学校 詩

東奥学園高等学校 短歌 愛知県立岡崎高等学校 短歌

青森県立青森北高等学校 俳句 愛知県立幸田高等学校 俳句

岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 文芸部誌 三重県 三重県立木本高等学校 散文

岩手県立花巻北高等学校 散文 三重県立宇治山田高等学校 詩

岩手県立盛岡第二高等学校 詩 三重県立津高等学校 短歌

岩手県立一関第一高等学校 短歌 京都府 京都府立亀岡高等学校 散文

岩手県立黒沢尻北高等学校 俳句 鳥取県 鳥取県立鳥取東高等学校 文芸部誌

宮城県 仙台白百合学園高等学校 文芸部誌・詩 鳥取県立米子東高等学校 散文

宮城県名取北高等学校 散文・俳句 鳥取県立米子南高等学校 詩・短歌・俳句

宮城県気仙沼高等学校 短歌 島根県 島根県立大社高等学校 文芸部誌・詩

秋田県 秋田県立秋田南高等学校 文芸部誌 島根県立益田高等学校 散文

秋田県立横手城南高等学校 散文 島根県立松江南高等学校 短歌

秋田県立大館鳳鳴高等学校 詩 島根県立出雲高等学校 俳句

秋田県立秋田高等学校 短歌 岡山県 岡山県立岡山操山高等学校 文芸部誌・散文

秋田市立秋田商業高等学校 俳句 岡山県立高梁高等学校 詩

山形県 山形県立新庄北高等学校 文芸部誌 岡山県立邑久高等学校 短歌・俳句

山形県立米沢興譲館高等学校 散文 広島県 広島県立福山明王台高等学校 文芸部誌

山形県立長井高等学校 詩 広島県立尾道北高等学校 散文・俳句

山形県立鶴岡北高等学校 俳句 広島県立呉三津田高等学校 詩

福島県 福島県立福島西高等学校 文芸部誌 広島県立広島井口高等学校 短歌

福島県立長沼高等学校 散文 山口県 山口県立徳山高等学校 文芸部誌

福島県立磐城高等学校 詩・短歌 山口県立山口高等学校 散文

福島県立郡山商業高等学校 俳句 山口県立西京高等学校 詩

茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 文芸部誌 山口県立下関南高等学校 俳句

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 散文・俳句 徳島県 徳島県立阿波高等学校 文芸部誌・詩

茨城県立八千代高等学校 詩 徳島市立高等学校 散文

茨城県立鉾田第一高等学校 短歌 愛媛県 愛媛県立八幡浜高等学校 散文

栃木県 栃木県立大田原女子高等学校 散文・詩・短歌 愛媛県立今治北高等学校 詩

群馬県 群馬県立高崎女子高等学校 文芸部誌 愛媛県立松山東高等学校 俳句

共愛学園高等学校 散文・短歌 高知県 土佐高等学校 散文・詩

群馬県立前橋女子高等学校 詩 福岡県 筑紫女学園高等学校 文芸部誌・散文・詩・短歌

群馬県立渋川青翠高等学校 俳句 福岡県立田川高等学校 俳句

埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校 文芸部誌・散文・短歌・俳句 佐賀県 佐賀県立佐賀商業高等学校 文芸部誌

埼玉県立熊谷農業高等学校 詩 佐賀県立武雄高等学校 詩

千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 文芸部誌 佐賀県立有田工業高等学校 俳句

千葉県立佐原高等学校 散文・詩 長崎県 長崎県立大村高等学校 文芸部誌・詩

神奈川県 神奈川県立厚木高等学校 文芸部誌・詩 長崎北陽台高等学校 散文

神奈川県立三浦臨海高等学校 散文 長崎県立川棚高等学校 短歌

横浜隼人高等学校 短歌 長崎県立佐世保東翔高等学校 俳句

公文国際学園高等部 俳句 熊本県 熊本県立第一高等学校 文芸部誌・散文・詩・俳句

新潟県 新潟県立柏崎高等学校 散文 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 文芸部誌・詩

新潟県立新発田高等学校 詩 大分県立別府鶴見丘高等学校 散文

新潟市立高志高等学校 短歌 大分県立大分南高等学校 短歌

富山県 富山県立富山中部高等学校 文芸部誌・散文 大分県立日田高等学校 俳句

高岡第一高等学校 詩 宮崎県 宮崎県立宮崎大宮高等学校 文芸部誌・散文・短歌

富山県立魚津高等学校 短歌・俳句 宮崎県立宮崎西高等学校 詩

石川県 石川県立金沢二水高等学校 文芸部誌・散文 宮崎県立小林高等学校 俳句

小松市立高等学校 詩 鹿児島県 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 文芸部誌

石川県立大聖寺高等学校 短歌・俳句 池田学園池田高等学校 散文

福井県 福井県立若狭東高等学校 文芸部誌・詩 鹿児島玉龍高等学校 詩

福井県立武生東高等学校 散文・短歌 鹿児島県立加治木高等学校 短歌

福井県立大野高等学校 俳句 鹿児島県立武岡台高等学校 俳句

山梨県 山梨県立甲府西高等学校 文芸部誌・散文 沖縄県 沖縄県立知念高等学校 文芸部誌・短歌

山梨県立都留高等学校 詩・短歌 沖縄県立糸満高等学校 散文

山梨県立北杜高等学校 俳句 昭和薬大附属高等学校 詩

長野県 飯田女子高等学校 文芸部誌 沖縄県立首里高等学校 俳句

長野県松本蟻ケ崎高等学校 散文 １３１校 １７５名

伊那西高等学校 詩・短歌

長野県豊科高等学校 俳句

参 加 校 一 覧
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