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第２回全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会 

（第 24回九州高文連美術・工芸展） 

 

美術・工芸部門実施要項 
 
 

１ 目  的   (１)九州各県の美術・工芸の分野で推薦された高校生が，作品制作や鑑賞をとおし

て，一層の技術向上を図り，併せて交流等を通じて芸術文化活動に対する視野

を広げる。 

           (２)九州各県高校生の文化活動の健全な発展と芸術文化の振興に資する。 

 

２ 主  管   九州高等学校文化連盟美術・工芸専門部 

鹿児島県高等学校文化連盟美術・工芸専門部 

                            

３ 参加資格   九州各県高文連加盟校に在学中の者で，各県から推薦された生徒及び作品 

 

４ 参加申込   各県事務局で一括して申し込むこと（各専門部別紙申込書） 

 

５ 大会日程   １２月７日(金)【１日目】総合開会式，生徒交流会Ⅰ，Ⅱ 

（宝山ホール，かごしま県民交流センターギャラリー第１） 

12:00～13:00  受付(宝山ホールホワイエ) 

13:00～14:40  総合開会式（宝山ホール） 

           14:40～15:30  班ごとに移動 

15:30～17:10  生徒交流会Ⅰ（かごしま県民交流センター６階ギャラリー第 1） 

          17:10～17:30  部門セレモニー，生徒交流会Ⅱ，Ⅲについての説明(同会場６階) 

          17:30～19:00 宿泊施設へ移動，チェックイン（温泉ホテル中原別荘） 

          19:00～20:30 生徒交流会Ⅱ（同宿泊施設） 

    １２月８日(土)【２日目】生徒交流会Ⅲ 

                    (鹿児島市街地，宝山ホールアートギャラリー，天文館ベルク広場） 

8:30～ 9:00  受付(中原別荘ロビー) 

      9:00～13:00  生徒交流会Ⅲ「かごしまの冬を灯す 和の illumination」 

指定コース内でのスケッチ（鹿児島市街地）※詳細は生徒交流会要項参照。 

〔14:00～16:00 専門委員長連絡会議(宝山ホール第 4会議室）〕 

13:00～16:00  生徒交流会Ⅲ―灯籠用の絵の制作（宝山ホールアートギャラリー） 

16:00～18:30 生徒交流会Ⅲ―灯籠作品設置・鑑賞（天文館ベルク広場） 

    １２月９日(日)【３日目】作品講評会・講演会，閉会行事 

（かごしま県民交流センター中ホール）   

                  9:30～10:00 受付(かごしま県民交流センター中ホール前) 

                 10:00～11:30  作品講評会・講演会  

講師:田中 達也 氏(ミニチュア写真家，見立て作家) 

インタビュアー：久木山 文女 氏(ＮＨＫ鹿児島放送局「情報 

ＷＡＶＥかごしま」キャスター) 

                 11:30～12:00  閉会行事 

 

６ 作 品 展    (１)会  期 平成３０年１２月６日(木)～９日(日) 

                ９：００～１８：００（入館は１７：３０まで） 

（最終日は最終入場１３：３０，１４：００から会場撤去） 

           (２)会  場  かごしま県民交流センター６階 ギャラリー第１ 

                   〒892-0816 鹿児島市山下町１４-５０ 
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          (３)作品内容 クラブ活動，部活動及び授業作品で，絵画・デザイン・彫刻・工芸・

立体造形・映像の作品とする。 

                 ※映像作品を出品する際は，事前に事務局に相談すること。 

          (４)作品体裁 ①「絵画」は 20 号以上 50 号（横，S も可）以下とし，仮縁（ガラ

スは不可）で額装する。小品の版画，ペン画等は B2サイズでパ

ネル張りをする。 

                  ②「デザイン」は，B1か B2サイズでパネル張りとする。それ以下 

                 の小品も B1か B2サイズでパネル張りとする。これらは汚損防止 

のため，ビニール等で被覆する。ただし，凹凸のあるものについ 

ては，この限りではない。 

                  ③ 平面作品については裏面に，ヒートンを上辺から 20㎝位置に付 

け，針金を付けて展示ができる状態にする。 
          

20 ㎝ 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

④「立体」は（縦）100㎝×（横）100㎝×（高さ）200㎝以内に入 

るもので，重量 50㎏以内とし，展示中危険のないものとする。 

なお，運搬に支障のあるものはキャスターをつけること。 

⑤「映像」は一般のＤＶＤプレーヤーで再生できる汎用のある動画

形式のもの（MPEG/MP4/AVI/MOV等）で，ＤＶＤメディアに記録さ

れた３分以内のノン・インタラクティブな作品に限る。 

この規格に属さない映像作品は会場の都合上，上映できない。 

・再生機材等は主催者側で準備する。 

・会場での上映時間を限定する場合がある。 

                  ・第３者の著作権・肖像権・プライバシー等の権利を侵害すること 

のないよう十分に注意すること。万一，権利の侵害から生じる請 

求権が発生した場合は，出品高校または出品県が全責任を負い， 

本大会事務局は一切の損害賠償等の責任を負わない。 

                  ・出品されたメディアは返却しない。主催者の責任により処分する。 

※作品は移動・運搬に耐えるもので一定の堅牢性を有するものとする。 

※作品の取り扱いには慎重な注意を払うが，不慮の事故等については， 

主催者はその責任を負わないものとする。 

    (５)出品点数 各県代表１０点（８県８０点）とする。 

                 原則として，平面作品８点，立体作品２点の合計１０点以内とする。 

ただし，立体作品は 1点まで平面作品に変更可とする。また，映像 

作品は，立体作品として数える。 

(６)表    彰 審査は行わない。各県代表作品の生徒全員に，賞状（九州高等学 

校文化連盟賞）を与える。 

           (７)搬  入  平成３０年１２月４日(火)９：３０～１２：３０必着 

※各県で一括して，次頁の搬入先へ搬入する。 

（期日及び時間帯は開催県部門事務局の指示に従ってください。） 
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搬入場所 かごしま県民交流センター 搬出入口 

（搬入先） 〒892-0816 鹿児島市山下町１４-５０ 

 

担 当 者  鹿児島県立松陽高等学校内 

九州高等学校文化連盟美術・工芸専門部  

                 作品展示担当 上木原 堅一（カミキハラケンイチ） 

TEL:099-278-3986  FAX:099-278-1838 

E-mail： kamikihara-kenichi@edu.pref.kagoshima.jp 

※かごしま県民交流センターへの問い合わせはご遠慮ください。 

※各学校で作品集用写真票・出品票（美工様式②）のコピーを作品裏面右上に 

貼付する。（モノクロ可） 

※各県専門委員長は，作品梱包表示票（美工様式⑥）と作品集用写真票・出品 

票（美工様式②）のコピーを，外箱の表面に必ず貼付する。 

         

        (８)搬  出 平成３０年１２月９日(日)１６：００〜１８：００ 

かごしま県民交流センター 搬出入口  

※作品は各県指定業者により搬出。各県指定の宛先へ着払いで返送。 

 

７ 参加申込み   別添資料「公文等書類の提出および作品搬出入について【美術・工芸部門】」参照 

（１）参加校が提出する書類と提出先，提出期限 

ア（共通様式②）「部門共通参加申込書」（郵送及びメール） 

各県高文連事務局へ１１月１６日（金）までに提出。 

イ（美工様式①）「美術・工芸部門参加申込書」（メール） 

（美工様式②）「美術・工芸部門作品集用写真票・出品票」（メール） 

（美工様式③）「行事参加宿泊一覧」（メール） 

「作品画像データ」（メール） 

各県専門委員長（事務局）へ別表記載の期日までに提出。 

            ※美工様式①②③の入ったファイル名に「県名・学校名」を入力する。 

            ※作品画像データは，300万画素以上で，ファイル名を「県名・校名・参加生徒 

           氏名」で入力する。 例「鹿児島・鶴丸・西郷ぐりぶ.jpg」 

 

 (２) 各県専門委員長が提出する書類と提出方法 

ア（共通様式①）「第 2回全九州高等学校総合文化祭推薦書」（郵送及びメール）          

各県高文連事務局へ１１月５日（月）までに提出。 

イ（美工様式①）「美術・工芸部門参加申込書」※県内参加者のすべて 

（美工様式②）「美術・工芸部門作品集用写真票・出品票」※県内参加者のすべて 

（美工様式③）「行事参加宿泊一覧」※県内参加者を集約したもの 

（美工様式④）「出品生徒・作品名一覧」※県内参加者を集約したもの 

（美工様式⑤）「美術・工芸部門 役員・搬出指定業者名簿報告書」 

（美工様式⑥）「美術・工芸部門作品梱包表示票」 

「作品画像データ」※県内参加作品のすべて 

鹿児島県美工部門事務局長宛（P4,6参照）へ別表記載の期日 

までに提出。（メールまたは郵送〔CD-R〕） 

※メールの場合，参加校から提出された美工様式①②のファイル名に「県名・ 

学校名」が入力されているか確認する。また，美工様式③④⑤⑥のファイル名 

に「県名」を入力して送信する。 

           ※郵送の場合，ＣＤ-Ｒの表面に，「県名」と「作品画像データ」または「書類 

用」と記入し，データは同一メディアで提出しても構わない。 
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８ 作品講評会・講演会講師・インタビュアー 

講師:田中 達也 氏(ミニチュア写真家，見立て作家) 

インタビュアー：久木山 文女 氏(ＮＨＫ鹿児島放送局「情報ＷＡＶＥかごしま」キャスター) 

 

９ 宿泊・情報交換会申込書について 

各参加校は,【美工Ⅳ-１】『宿泊・情報交換会申込書』（近畿日本）に記入の上，

別表記載の期日までに下記へ申し込んでください。 

 

（株）近畿日本ツーリスト九州 鹿児島支店 

  「第２回全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会」係（担当：深堀伸也） 

   〒892-0828 鹿児島市金生町４－１０ アーバンスクエア鹿児島ビル３階 

TEL 099-223-3205  FAX 099-239-8159 

 

 

10 宿泊施設  「温泉ホテル 中原別荘」（宿泊・情報交換会） 

〒892-0841 鹿児島県鹿児島市照国町１５-１９ 

TEL 099-225-2800  FAX 099-226-3688 

※大会運営の都合上，大会参加者及び引率者の宿泊は，上記の宿泊施設にお願いし 

ます。 

 

11  材 料 費  生徒のみ １，０００円（生徒交流会材料費等） 

 

12  交通手段  宿泊施設と会場の往復は，２０分程度の徒歩移動です。また，生徒交流会Ⅲは野外ス 

ケッチを予定していますので，雨天時を考慮し，防寒具・傘等の準備をお願いします。                                        

 

13 個人情報に関する取り扱い 

         九州高等学校文化連盟が，参加申込書，総合開会式や部門別行事出演に関する調査お 

よび開催に係る運営要員調査により取得した個人情報（大会参加者の氏名，所属学校名， 

学年および性別等）は，大会に関する情報提供，ＰＲおよび記録のため，九州高等学校 

文化連盟が製作する以下の出版物および作品表示に利用します。 

なお，個人情報は，本人からの申し出により，出版物等へ利用しないことがあります。 

 

○九州高等学校文化連盟が製作する出版物及び作品表示 

         大会作品集，各部門プログラム，総合開会式プログラム，大会記録映像及び画像， 

出品目録，交流会冊子，作品キャプション，本県高文連ホームページ等 

 

14 作品の取り扱いについて 

細心の注意を払いますが，破損については責任を負いかねますのでご了承ください。 

        また，作品展搬入時に，破損した作品があった場合，該当参加校教諭に連絡をいたし 

       ますが，修復作業については，原則として鹿児島県高等学校文化連盟美術・工芸専門部 

に一任をお願いいたします。 

 

15  参加申込書送付先・お問い合わせ 

 

         〒897-0003 鹿児島県南さつま市加世田川畑 3200 鹿児島県立加世田高等学校内 

九州高等学校文化連盟美術・工芸専門部  

                事務局長 久保 孝彰（クボ タカアキ） 

TEL:0993-53-2049  FAX:0993-53-7152 

E-mail： kubotaka0813mac@gmail.com 

携 帯： 090-7162-6968（緊急時のみ） 
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別添資料 公文等書類の提出および作品搬出入について【美術・工芸部門】 

 

１ 公文等書類の種類・記入方法および発送と提出について  

（１） 関係書類 （開催県高文連ＨＰよりダウンロードして下さい）  

①大会要項(PDF) ②参加申込(Excel) ③宿泊等案内(PDF) ④申込み・領収書依頼(Excel)  

⑤生徒交流会要項（PDF） 

『大会参加者』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『各県専門委員長』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

※共通様式①，美工様式③④⑤⑥，作品画像データは，各県美術・工芸専門委員長で最終的にとり 

まとめるものです。提出方法の詳細は，（３）各学校・各県からの提出の流れを参照してください。 

 

(２) 文書等の流れ  

   鹿児島県高等学校文化連盟事務局 

① 大会要項(PDF)  ②美工部門様式集〔共通様式①②，美工様式①～⑥〕(Excel)， 

③宿泊等案内(PDF) ④宿泊申込み・領収書依頼(Excel) ⑤生徒交流会要項 

 

   

 

各県美術・工芸部門 参加校          各県美術・工芸専門委員長 

②参加申込【美工Ⅱ】 

共通様式①「全九州高等学校総合文化祭推薦書」 

 

 

 

美工様式①「美術・工芸部門参加申込書」 

美工様式②「美術・工芸部門作品集用写真票・出品票」 

美工様式③「行事参加宿泊一覧」 

美工様式④「出品生徒・作品名一覧」 

美工様式⑤「美術・工芸部門役員・搬出指定業者名報告書」 

美工様式⑥「美術・工芸部門作品梱包表示票」 

 

「作品画像データ」要項３ページを熟読してください。 

美工様式① 

美工様式② 

美工様式③  

美工様式④  

美工様式⑤ 専門委員長記入 

美工様式⑥ 専門委員長記入 

画像データ 各県で集約 

鹿児島県美術・工芸専門

部事務局に送付する。 

 

 

参加校から提出

された書類 

参加校の書類を

集約したもの 

①大会要項 

【総 合】大会開催要綱（全体） 

【美工Ⅰ】美術・工芸部門実施要項 

②参加申込【美工Ⅱ】 

共通様式① ※専門委員長記入用ですので，記入の必要はなし。 

共通様式②「全部門共通参加申込書」 

美工様式①「美術・工芸部門参加申込書」 

美工様式②「美術・工芸部門作品集用写真票・出品票」 

美工様式③「行事参加宿泊一覧」 

③宿泊案内等【美工Ⅲ】熟読してください 

④申込・領収書依頼 

【美工Ⅳ-1・2】宿泊・情報交換会申込書，領収書発行依頼書 

⑤生徒交流会要項（PDF） 

②参加申込【美工Ⅱ】 

共通様式② 

 

 

美工様式① 

美工様式② 

美工様式③ 

 
④申込・領収書依頼【美工Ⅳ-1・2】 

各参加校で別表の期日までに， 

『近畿日本ツーリスト 鹿児島

支店』に申し込む。 

熟読してください 

各県美・工専門委員 

長（部門事務局）に 

提出。（メール） 

 

鹿児島県高文連ホームページにてダウンロード（http://www.kakoubun.com/） 

各県高文連事務局 

に提出。（郵送・メール） 

共通様式①  専門委員長記入 

各県高文連事務局へ送付

する。 

 

 

熟読してください 
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(３) 各学校・各県からの提出の流れ 

   美術・工芸部門参加校 各県×１０校 

 

  

 

 

各県美術・工芸専門委員長 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 作品の搬出入について 

 （１）搬入 

各県専門委員長は，作品を梱包した外箱の表面に必ず美工様式⑥と美工様式②のコピーを貼付する。 

（２）搬出 

 

 

 

 

 

美工様式①②③ 
Ⅳ-１・２宿泊・情報交換会申込書，領収書発行依頼書 

共通様式① 

美工様式①②③④⑤⑥ 

メールまたは CD-R 

Ⅳ-１・２宿泊・情報交換会申込書，領収書発行依頼書 

 

※役員の参加がある場合 

各参加校で

申し込む 

（近畿日本

ツーリスト

鹿児島支店

へ）〆切は

別表参照 

□共通様式①は，各県（芸）高文連事務局へ郵送およびメールで 11/5 までに送付する。 

□美工様式①②③④⑤⑥は，鹿児島県美工部門事務局長宛へ別表記載の期日までに提出する。

（メール郵送または〔CD-R〕） 

□メールの場合，参加校から提出された美工様式①②のファイル名に「県名・学校名」が入

力されているか確認する。また，美工様式③④⑤⑥のファイル名に「県名」を入力する。 

□郵送の場合，ＣＤ-Ｒの表面に，「県名」と「作品画像データ」または「書類用」と記入し，

データは同一メディアで提出しても構わない。 

【書類提出先】 

〒897-0003 鹿児島県南さつま市加世田川畑 3200 鹿児島県立加世田高等学校内 

九州高等学校文化連盟美術・工芸専門部  

                 事務局長 久保 孝彰（クボ タカアキ） 

TEL:0993-53-2049  FAX:0993-53-2701 E-mail： kubotaka0813mac@gmail.com 

 

 

参加校 

×10校 

 

各県高（芸）文連事

務局，または各県美

術・工芸専門部事務

局の指示による。 

 

搬入先 

『第２回全九州高総文祭鹿児島大会美・工部門』係 

 かごしま県民交流センター  

〒892-0816 鹿児島市山下町１４-５０  

担当：上木原 堅一（鹿児島県立松陽高等学校） 

 TEL:099-278-3986  FAX:099-278-1838 

※かごしま県民交流センターへの問い合わせはご遠慮ください。 

 

各学校で（美工様式②）のコピーを

作品裏面右上と，梱包に貼付する。 

 

搬入日 平成３０年１２月４日(火)９：３０～１２：３０必着 

※各県で一括して，搬入先へ搬入する。 

※時間帯については，開催県部門事務局で調整する。 

 

 

平成３０年１２月９日(日)１６：００〜１８：００ 

かごしま県民交流センター 搬出入口 

〒892-0816 鹿児島市山下町１４-５０  TEL：099-221-6600  

※作品は各県指定業者により搬出。各県指定の宛先へ着払いで返送。 

共通様式② 

各県高文連

事務局 

11/16〆切 
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別表 

各県ごとの書類等の提出〆切は下表のとおりです。 

 

表１ 参加校→各県専門委員長，各県高文連事務局   書類の提出〆切一覧 

書  類 福岡 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 

共通様式② 

全部門共通参加申込書 

11/16 

（金） 

11/16 

（金） 
11/16 

（金） 
11/16 

（金） 
11/16 

（金） 
11/16 

（金） 
11/16

（金） 

11/16 

（金） 

美工様式① 

部門参加申込書 

各県専門委員長もしくは各県高文連事務局から 

指定された期日までに提出してください。 

美工様式② 

作品集用写真票・出品票 

美工様式③ 

行事参加宿泊一覧 

画像データ 

作品写真 

宿泊申込（美工Ⅳ-1） 

※近畿日本ツーリスト

へ申し込む 

 ※提出〆切に間に合わない場合は，各県高文連事務局か専門委員長に相談してください。 

 

表２ 各県専門委員長→開催県部門事務局（鹿児島県）  書類の提出〆切一覧 

書  類 福岡 大分 鹿児島 長崎 佐賀 熊本 宮崎 沖縄 

美工様式① 

部門参加申込書 

９月１３日（木） １１月８日（木） 

美工様式② 

 

作品集用写真票・出品票 

美工様式③ 

行事参加宿泊一覧 

美工様式④ 

出品生徒・作品名 

一覧 

美工様式⑤  ※委員長が記入 

役員・搬出指定業者名報告書 

美工様式⑥  ※委員長が記入 

作品梱包表示票 

画像データ 

作品写真 

宿泊申込（美工Ⅳ-１・２） 

※近畿日本ツーリストへ申し込む 

※提出〆切に間に合わない場合は，開催県専門委員長（部門事務局）に相談してください。 

共通様式① 

全九州高総文祭推薦書 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

11/5

（月） 

共通様式② ※参加校が提出 － － － － － － － － 
 ※共通様式①の提出日については，別途メールにて各県専門委員長へ連絡します。 

※参加校から 

提出された書類 

 
※参加校から 

提出された書類 

 

※参加校の書類

を集約したもの 

※参加校の書類

を集約したもの 

※参加校のデータ

を集約したもの 


