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〈２０２０こうち総文〉 

  お祝いのことば 
 

廣田 昌彦 

 
高等学校文化連盟 

全国美術・工芸専門部会長 

（長野県上田高等学校長） 

第 44 回こうち総文は、予想をはるかに上回る成果を

あげ、高校生のすべての文化活動のすばらしさを余す

ところなく伝えながら、日本中の人々を魅了して終了

しました。美術・工芸部門は WEB SOUBUN での作

品展示のほか、「Web 美術館 交流会」を開催し、美

術・工芸の興味を共有する仲間たちの絆を確認して、

若者たちが未来を澄んだ目で見つめるためのよりどこ

ろとなりました。 

 こうち総文の、比類のない形での成功、おめでとう

ございます。 

何年も前から今年の開催にむけて準備を重ねてきた

高知県の美術・工芸部門、生徒実行委員会のみなさ

ん、ご指導いただいた先生方、コロナ禍によるまった

く経験のない状況下にもかかわらず、新しい時代の可

能性がかがやく、素晴らしい全国総合文化祭を私たち

にプレゼントしてくださって、ありがとうございま

す。 

コロナ禍での移動の制限、外出の禁止、人との面会

の自粛。このような要請によって私たちの生活には有

無を言わさぬ中止や中断が日常的になっています。予

定された枠に全てを調和的に納めるようあらかじめ計

画することが習慣化し、想定を超える創造性や、人間

関係を潤す心遣いを期待することはできなくなってい

ます。オンライン画面上のマスクをした人々の顔はど

れも表情に乏しく、議論の行方についての気配を読む

こともままなりません。私たちは、時間的にも、空間

的にも隷属を余儀なくされています。 

 私は期間中、連日展示された作品を鑑賞し、作者の

みなさんが今どのような日常をすごしているのか思い

をはせました。美術は本来、何の拘束もなく、強制さ

れるものでもないはずです。高校生諸君の作品が示

す、溌剌としてしかも繊細な自由な意思は、今、コロ

ナの渦中にあってどのような憂き目にあっているので

しょうか。様々な制約や見通しの効かない状況にあっ

て、どのように傷ついているのでしょうか。 

 明けない夜はありません。今年、Web 美術館の交流

会でコメントをやりとりした生徒諸君は、今後再び言

葉を交わすことはないかもしれないし、深く感銘を受

けたその人の作品にはもう一生出会あうことはないの

かもしれません。しかし、この夏、こうちで、自分と

同じく熱く美術に思いを寄せる仲間に出会い、その人

の作品に触れたという絆が、高校生にとって、何にも

とらわれない自由な意思の源となり続けることを、私

は信じる。 

今年は和歌山で、再びあの才気あふれる作品たちと

出会えることを、心から楽しみにしています。 

 
 

〈2020 こうち総文〉 

開催の御礼 

西内 清 

 

第 4４回全国高等学校総合文化祭    

        美術・工芸部 部門委員長 

         （高知県立高知南高等学校長） 

第 44 回全国高等学校総合文化祭（2020 こうち総

文）が「蒼海の知 緑樹の感 陽光の志 いま、南国

土佐に集うとき」の大会テーマのもと、全国より多く

の高校生らをお迎えして開催することを心待ちにして

いました。 

しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ために、各都道府県から選出された美術・工芸作品を

一堂に集めての作品展示はかなわず、また、全国の高
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校生が集い実際に顔を合わせた交流もできませんでし

た。高知が誇るよさこい祭りをはじめ、全国各地の大

祭やイベント、部活動の大会も次々と中止になりまし

た。 

そうした中で、舵を切った「WEB SOUBUN」と

しての開催は、全国高等学校総合文化祭の新たな形と

して歴史に刻むことができ、その意義は非常に大きい

ものでありました。 

今から３年前に結成された生徒実行委員会は、この

こうち総文が、全国の皆さんが互いに造詣を深める場

となるよう、そしていつまでも忘れることのない思い

出となるよう、おもてなしと真心をこめて、さまざま

なプログラムを企画していました。 

Web 上での開催となり、断念せざるを得ないものも

ありましたが、一方で、本県の特産である不織布で高

知の自然を表現した巨大装飾や、生徒一人ひとりに見

立てた「箱ダルマ」と呼ばれる立方体を無数に並べて

の壁画づくりなどについて、全国の皆さんにご覧にな

っていただけたことは、大変うれしく、生徒実行委員

会の努力が報われた瞬間でもありました。 

今回、私たちは、改めて気が付いたことがありま

す。 

それは、新型コロナウイルス感染症拡大という闇の

中において、芸術のもつ力がいかに大きいかというこ

とです。コロナによって人々の心に突き刺さったトゲ

は、芸術のもつ優しさ、温もりという力で取り除くこ

とができるということです。 

これまでも人類が、幾多の試練、困難を乗り越えて

きたように、新型コロナウイルスを克服する日もそう

遠くないと信じています。 

次年度の全国高等学校総合文化祭が開催される和歌

山県に、本県の実行委員会の思いが受け継がれるとと

もに、多くの高校生が集い、思い出となる大会が開催

されますよう、ご祈念申し上げ、お礼のあいさつとい

たします。 

 
 

 
 

 

〈紀の国わかやま総文２０２１〉 
大会マスコットきいちゃんと

ともにお迎えします。 

東 啓史 

 

和歌山県高等学校文化連盟 

        美術・工芸部門 部会長 

        （和歌山県立新翔高等学校長） 

 

 第 44 回全国高等学校総合文化祭〈２０２０こうち総

文〉美術・工芸部門が、おそらく初の試みとして WEB

で成功裏に開催されたことをお慶び申し上げます。

「蒼海の知 緑樹の感 陽光の志 いま、南国土佐に集

うとき」のメインテーマのもと、大会の開催や運営の

ために長期間にご準備なさったことと存じますが、 新

型コロナウイルスの影響を受け、急遽 WEB 開催を決定

し、見事に大会を開催をされたことにつきましては、

関係者各位のご苦労もひとかたならぬものがあったと
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拝察いたします。高知県内各地の生徒実行委員会の皆

さんや県内先生方の、その他多くの関係者の皆様のご

尽力に深く敬意を表します。 各都道府県から選び抜

かれた４００点あまりの作品群は、WEB を通してでは

あっても見る者の心を打つ秀作揃いであり、同時にそ

れらに触れることのできた全国の高校生たちの今後の

励みにもなり、創作のヒントを得られたことでしょ

う。映像作品が YouTube にアップされたり、「Web 美

術館交流会」でコメント交流したりといった取り組み

も、コロナ禍という逆境をものともせず、ある意味新

しい時代の先取りとも言えるポジティブな要素を取り

入れた点にも、ただただ感服するばかりです。また、

アーティストトークを行っていただいた塩田千春さん

は、WEB SOUBUN にリンクを貼り付けてくださり、そ

の動画はまだ世界中で見られると伺っております。こ

のように、従来より飛躍的に WEB を活用し、今後の大

会のあり方に一つの道筋を提示したという点でも〈２

０２０こうち総文〉美術・工芸部門の功績は大きいと

言えましょう。 

 さて、第 45 回全国高等学校総合文化祭〈紀の国わか

やま総文２０２１〉は「届けよう和の心 若葉が奏で

るハーモニー」の大会テーマのもと、全国の皆様をお

迎えするべく着々と準備に取り組んでおります。美

術・工芸部門は、「共鳴する世界と個性～ART is 

LIFE～」をテーマとし、高校生実行委員会を含めて関

係教職員一同、大会の開催を心待ちにしております。

どうか多くの皆様に和歌山の地でお目にかかれますよ

う、また美術・工芸作品を通して積極的な交流を図る

ことによって見事な「共鳴」がうまれ、それが各々の

「生（せい）」とつながる、まさに「ART is LIFE」

となることを祈念いたして挨拶とさせていただきま

す。 

 

 

〈2020 こうち総文〉お礼 

市原 百 

第４４回全国高等学校総合文化祭 

 美術・工芸部門生徒実行委員長 

 （高知県明徳義塾高等学校３年） 

 

本来なら参加者の皆さまに来高していただく予定で

したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例

年とは異なる「WEB SOUBUN」という形での開催となり

ました。雄大な太平洋に面し、四万十川・仁淀川など

日本有数の清流、豊かな森林等、自然に恵まれた高知

県。その上、新鮮な野菜や魚が多く採れ、全国的に有

名な「よさこい祭り」発祥の地でもあります。この高

知でお会いすることはできませんでしたが、中止では

なく新しい形で開催できたことを本当に幸せに感じて

います。 

短期間でしたが、それまで準備してきたことを少し

でも体感していただけるよう、出品作品とコメント紹

介をはじめ、これまでの生徒実行委員の取り組みや、

記念講演で登壇してくださる予定であった塩田千春さ

んのアーティストトークなど、様々なコンテンツを用

意しました。また、大会ホームページとは別に、作品

を通して全国の出品者同士が交流できるよう開催した

「Web 美術館 交流会」も新しい取り組みでした。そ

して、出品者の皆さまには、高知を感じる素材やアイ

デアが詰まった、＜高知を持って帰るお土産＞をお届

けすることができたことも嬉しかったです。 

2 年前から活動を始めた私たち生徒実行委員会。 

月 1 回の会議や夏期合宿などを通して、参加する全員

がワクワクするような大会を目指して準備をしてきま

した。経験を積むごとに個人としてもチームとしても

ぐんぐん成長していく実感があり、それが自信になっ

ていきました。前例のないことが巻き起こった「こう

ち総文」でしたが、元々のポジティブ発想な私のみな

らず、実行委員のみんなが「今できることをやろう」

と前向きに捉えているように感じました。私たちには

この試練を乗り越えられる力があったからこそ与えら

れたのだ、と私は考えています。これから先、時代の

変動と共に生きる私たちにとって、想像力が前向きに

物事と向き合っていくための原動力になるのだと気づ

くことができました。 
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どこにいても繋がることができる文化・芸術の力を

私は再認識しました。出会い、つながることで拡がる

可能性は無限大です。「こうち総文」を通じて皆さま

と、アートや人との繋がりを共有することができれば

幸いです。 

最後になりましたが、こうち総文に関わってくださ

った皆さま、本当にありがとうございました。総文の

歴史を次年度の和歌山に繋げることができ、嬉しく思

います。 

 

〈2020 こうち総文〉お礼 

越智 篤史 

第 44 回全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門代表 

（高知県立岡豊高等学校） 

全国のみなさま、〈2020こうち総文〉WEB SOUBUNへ

のご参加と、実施に際して多大なるご理解ご協力を賜

りまして、誠にありがとうございました。おかげさま

で 43 回続いてきた総文のタスキを未来へ繋ぐことがで

きました。振り返ってみると感謝の言葉しかありませ

ん。 

人生では思いもよらぬことが起こるものです。2020

こうち総文は、新型コロナウィルス感染拡大の影響を

受け、総文史上初の WEB 開催となりました。 

３月から全国一斉休校となり、各地の行事何もかも

が中止となる中、正直、「全国から２万人といわれる

人が集まる総文こそ、開催は不可能で中止になるだろ

う。私たちの長い取り組みも、こういう形で終わるの

か」と、一時は歩みを止め、放心して過ごしていまし

た。しかし２ヶ月の空白をはさみ、５月連休明けに突

然の WEB 開催が告げられ、私たちの総文祭準備はゼロ

ベースからの再スタートとなりました。息つく間もな

い２か月半という短期間での準備でしたが、生徒・教

員が一丸となって支え合い、頭をフル回転させアイデ

アを出し合い、なんとか大会としての形をつくり、実

施することができました。 

その間、全国の先生方とメールや電話でたくさんの

やりとりをさせていただきましたが、返信メールにそ

っと添えられた励ましの言葉の数々に、私たちはとて

も勇気づけられましたし、不思議と力が湧いてきまし

た。きっとそれぞれの学校で、それぞれ大変な中、顧

問の先生方が「WEB SOUBUN」がうまくいくようにと、

出品生徒さんを励ましながら導いて下さったから実現

できたのだと感じております。 

WEB 開催となっても、これまで専門部で培ってきた

ものがそのまま活かされました。全国事務局のご支援

により立ち上がった「Web美術館 交流会」は、「WEB 

SOUBUN」と同じ 7 月 31 日にスタートし、9 月 30 日ま

でたくさんのコメント交流が行われました。深い感性

と思いやりに溢れたコメントに、「やっぱり高校生に

はこんなに語り合いたいことがあるのだ」と感動しま

したし、読むほどに、この素晴らしい生徒さんたち

に、高知でお会いしたかったという思いも再び湧きあ

がりました。本大会でも作者同士の自由な交流会（ﾌﾘｰ

ﾄｰｸ）を目指していましたので、WEB 上でコメントを伝

えることができる場を作ってくださったことに心より

感謝申し上げます。 

手続きでは、県代表の先生が自ら県内をとりまとめ

て送ってくださったり、初めての YouTube への動画ア

ップも快く取り組んでくださったり、美術の先生方は

本当に優しく親切な方々ばかりでした。この繋がりも

私たちの宝物だと思います。 

この文章を年度末の３月に書いています。後半は授

業時数もフルに戻り、今日の今日までめまぐるしい

2020 年度でしたが、会うたびに勢いよく殻を破り成長

していく生徒実行委員たちを目の当たりにしてきて、

益々、教育活動や美術への情熱が高まっている自分が

います。 

いろんな経験のおかげで私自身も変革することがで

きました。美術を通じて生徒の成長に立ち会うことが

できる喜びを感じながら、これからも精進していきた

いと思います。 

 こうち総文に携わってくださったみなさま、本当に

ありがとうございました。 
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総文祭と仲間に教わったこと 

矢部 蒼音 

第 4４回全国高等学校総合文化祭 

                  美術・工芸部門副実行委員長 

                 （高知県立岡豊高等学校３年） 

 

今回の 2020 こうち総文に、私は出品者として、また美

術・工芸部門の生徒副実行委員長として参加しまし

た。 

 一年生の頃、私は総文祭というものを具体的にイメ

ージしきれておらず、中学生の頃に見た県の高校美術

展が少し大規模になったものを考えていました。二年

生になり、私は生徒副実行委員長という立場で、夏の

「さが総文」に参加し、総文祭というものが、私が考

えていたものよりもずっと大きく、心沸くものだと知

りました。現地で過ごす三日間の中で、生徒スタッフ

や出品生徒のみなさんからとても多くのことを学びま

した。初めて来た見慣れない土地、広い会場、知らな

い人と、不安になる要素がたくさんありますが、案内

や説明をしてくれる人たちや、他県の皆さんが楽しそ

うに話かけてくれるだけでそれが払拭され、純粋に総

文を楽しめました。それからは心を込めて「こうち総

文」を成功させるため、また自分たちも楽しむことが

出来るように、たくさんの会議や県内行事、合宿・研

修を重ね、仲間とのつながりを大事に頑張ってきまし

た。 

 いよいよ三年生になり、５月連休が明けた時に、こ

れまでの準備が水の泡となったことを知らされまし

た。コロナウイルスの流行により自粛等が行われてい

ましたが、「きっと大丈夫」と根拠なく考えていたと

ころを横から殴られたような思いでした。 

 私は今回の総文祭で、どんなに話し合いや努力を積

み重ねても、思いもよらぬことで全てが無くなってし

まう事がある、ということを知りました。そして「こ

れまで大丈夫だったから」と過去ばかり考え、今を楽

天的に考えていたことを自覚し、他の実行委員や先生

方がここからどう行動していくかを検討するのを見

て、あきらめたり投げやりになるのではなく、対応し

立ち直ることの大切さを知りました。 

２０20 こうち総文 

シンボルマーク 
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 私は高校を卒業した後は大好きな絵の道で専門学校

に進学します。今回のような予想のつかないトラブル

がこれから先の未来には多々転がっているだろうなと

思います。そんな時には高校三年の夏を、決して足を

止めなかった仲間のことを思い出し乗り越えていこう

と思います。狭く足元に落ちてしまいがちな視野を広

げ、前を向いて進み続けることができたのは、実行委

員の皆、先生方、生徒の皆さんのおかげでした。三年

間、ありがとうございました。 

総文祭に参加して本当に良かったです。 

 

 

 

コロナ禍、本大会に向けて 

岩田 麻菜美 

紀の国わかやま総文 2021 

美術・工芸部門 生徒実行委員長 

(和歌山県立和歌山高等学校 ３年) 

 

第４４回全国高校総合文化祭２０２０こうち総文に

おかれましては、高知県の皆様には、素晴らしい総文

祭を企画いただきありがとうございました。WEBによ

る新しい総文祭の形式には、新鮮で大きな驚きと発見

があり、その場にいなくても遠く離れていても、全国

各校の高校生の熱い思いが感じられる、希望に満ちた

素晴らしい大会でした。このような素晴らしい大会の

開催を成し遂げられた高知県の皆様に敬意を表すと共

に、そのバトンを受けつぎ、和歌山大会においてしっ

かりと繋いでいく事が大切だと思っています。 

現在、後に続く私たちは、高知県の皆様の熱い思い

を受け継いで、今年夏に迫った本大会に向け、一生懸

命に準備を進めています。１２月に行われたプレ大会

では、感染防止対策に気を遣いながらの慎重な進め方

となりましたが、和歌山県の生徒実行委員全員の美

術・工芸を愛する熱い思いが共鳴し、成功への道筋が

出来上がってきていると感じます。 

現在わたしたちは、交流会やおもてなし企画を中心

とした準備や話し合いを、コロナ対策にも慎重になり

ながら回数を重ねています。先日は、アンケートを参

考にしたプレ大会の振り返りと反省を行いました。お

もてなし企画では、地元和歌山の特産品や景勝地、県

出身の著名人を知ってもらおうと、「プラスユニッ

ト」という装飾展示物を制作しています。また、県特

産品である紀州備長炭を材料にしたクラフトなど、参

加いただける皆様が楽しんでいただけるような企画を

計画しています。作品交流会では、和歌山県の生徒が

中心となり、より楽しく円滑に交流を進められるよ

う、毎回練習を重ねています。 

３月からは、いよいよ和歌山県内全高校の美術部員

が、それぞれの役割を具体的にこなしていく段階に入

りました。ここからは、私たちお出迎えする和歌山の

高校生が、さらに活動の主体となってお互いの絆を深

め、この大会を引っ張って行けるよう頑張りたいと思

っています。 

このような活動を通じて、全国から集まった仲間と

一緒に、日々の活動を通じて育まれた成果を持ち寄

り、紀の国わかやま総文を成功させたいと思います。 

美術・工芸部門の大会スローガン「共鳴する世界と

個性～ART is LIFE～」を胸に、高校生活の素晴らしい

思い出となるよう、参加いただける皆様が楽しく明る

く取り組んでいただけるよう努力してまいります。残

り少ない準備期間ですが、本大会がより良いものにな

るように全力で頑張っていきます。和歌山で皆様とお

会いできることを楽しみにしています。 

 

 

紀の国わかやま聡文 

２０２１ 

きいちゃん 
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紀の国 

わかやま総文に向けて 

森 優位奈 

（和歌山県立橋本高等学校 ３年） 

 

 

「ＷＥＢ ＳＯＵＢＵＮ」という全く新しい形によ

り、コロナ禍という厳しい状況の中で第４４回全国高

等学校総合文化祭が無事開催されたことは、大変喜ば

しいことだと感じました。実際に生で見た質感や空気

感を味わえなくても、Ｗｅｂ上から、作品を作り上げ

た皆さんの想いや熱意は充分に受け取ることができま

した。また、こんな状況だからこその新鮮なアイデア

が詰まったコンテンツが用意されており、離れていて

も高知の魅力をしっかりと感じることができました。

離れた地域に住む人とも交流し、考えを深め、仲間と

共に高め合える機会があることに改めて感動しまし

た。このような状況の中で、素晴らしい総文祭を開催

して下さった皆様に深く感謝申し上げます。そして、

アートで繋がり、その素晴らしさを未来に伝えたいと

いう思いを引き継いでいきたいと思います。 

 次年度の紀の国和歌山総文祭では、自分の生まれ育

った県で全国高等学校総合文化祭が開催されるという

貴重な経験ができることを本当に嬉しく思います。参

加者全員が満足出来るような大会になるよう、そして

一生に一度のこの機会をより良いものにできるよう全

力を尽くしたいと思います。 

 私たちはいま、皆さんの思い出に残る総文祭にする

ため、和歌山の魅力を知って貰うためおもてなしの心

を込めて準備を進めています。自然と文化があふれる

和歌山で、大会を通してかけがえのない思い出をつく

ってもらうことができれば幸いです。全国の皆さんに

は、是非楽しみにしていただければと思います。それ

ぞれの個性と努力を遺憾無く発揮出来る場となること

を、心から期待しております。  

紀の国わかやま聡文 

２０２１ 

大会シンボルマーク 
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コロナ禍の中で 

田中 杏奈 

  (東京都立両国高等学校 1 年) 

 

 私が美術工芸部門で活動してきた約半年を振 

り返ると、コロナの影響で思うようにいかな 

かったことが多かったけれど、その中でも工夫 

して活動できていたのではないかと思います。 

 

 私達美術工芸部門では、このコロナ禍の中で 

直接話し合える機会に加えてリモートの活用も 

して少しずつ意見を固めていきました。リモー 

トではお互いの顔が見えない中で全員の意見を 

聞けているか不安になりましたが、皆積極的に 

話し合ってくれたのでとてもありがたかったで 

す。しかし、同じような人ばかり話していると 

きが多いのでそこは私も含めた役職を持つ委員 

の改善すべき点だと思います。また、そのよう 

な話し合いの機会を用意してくださった先生方 

には本当に感謝しています。私達の話が進まな 

いときに助言をして頂いたり、過去の大会のこ 

とを共有してくださったりなど、何度も助けて 

いただきました。先生方なしにはここまで話し 

合いが進まなかったと思います。ありがとうご 

ざいます。話し合いはこのように比較的順調に 

進められていましたが、やはり実際に意見を形 

にする作業などをしたいときに緊急事態宣言の 

影響で皆に会えず、出来なくなってしまったの 

は正直なところとても煩わしかったです。これ 

からも状況がどう変わっていくのかはわかりま 

せんが、例えどんな方向に動いたとしてもそれ 

ぞれに臨機応変に対応できるように対策を立て 

ていきたいです。 

 

 私はこのコロナを事が順調に運ばない理由に 

はしたくないですし、コロナだったから仕方な 

い、コロナだったのにすごい、ではなくて、純 

粋に素晴らしいと思ってもらえるような大会を 

つくり上げたいです。そのためには今まで以上 

の努力が必要になってくるでしょうし、私達の 

の力だけではどうにもならないことが出てくる 

と思います。しかし、それさえも楽しんで成し 

遂げていけたら嬉しいですし、楽しんでいる様 

子が皆様にも伝わって同じような気持ちになっ 

ていただけたら幸いです。 

 

 活動期間は長くはありませんでしたが、ここ 

までスムーズに動けてこれたのは委員会の皆や 

先生方の協力あってのものだと思います。本当 

に感謝してもしきれないです。これに応えられ 

るよう、これからも2022年の東京大会に向けて 

していきますので、引き続き応援、ご協力いたし 

ます。 

     

 
とうきょう総文 2022 

シンボルマーク 
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こうち総文に参加して 

稗村 芽依 
  

(鹿児島県立甲南高等学校 2 年) 

   

 

私は、2020 年夏に行われた高知 Web 総文美術・工芸

部門に鹿児島県代表として参加しました。 

新型コロナウイルス流行の影響で全国の高校生と直

接交流できなかったことは、私自身とても楽しみにし

ていただけに残念でした。しかし、Web 上で全国の高

校生とたくさんの作品に対する感想を共有することが

でき、貴重な経験になったと感じています。 

私の作品にもたくさんの方がコメントを寄せてくれ

ました。私の作品は、女子高生が川の中に立ってプリ

ントを流している絵で、勉強漬けの日々に対する鬱憤

や憂鬱な気持ちを表現した作品なのですが、コメント

をみるとさまざまな捉え方がありとても面白かったで

す。 

例えば、「川に浮いている課題プリント１枚１枚が

足場になって、前に１歩踏み出すための道になってい

くのを想像しました」というようなコメントがあり、

「そんなポジティブな捉え方ができるのか！」と、私

自身驚かされました。 

他にも、空っぽの学生カバンにどんな意味があるの

か考察してくれた方や、勉強への憂鬱な気持ちにすご

く共感したと言ってくれる方など、色んな方からコメ

ントをいただきました。同じ作品でも感じ方は人によ

って全然違うことを実感し、コメントを読むのがとて

も楽しかったです。また、コメントで風景の緻密さや

色使いなどを褒めて貰えたことで、改めて私の絵のい

い所を知ることができ、自信にも繋がりました。 

私が他の作品に向けて送った言葉も、このように誰

かの励みや、新しい発見につながっていたら嬉しいな

と思います。 

この Web 総文を通して、私は全国の高校生の芸術に

対する積極的な姿勢に刺激を受けました。望ましい形

での開催とはなりませんでしたが、コメントでお互い

の作品をたたえ合い、自分が感じたことを文章にして

相手に届けることで交流の場を大いに活用しようとい

うたくさんの高校生の意欲を感じ、私も頑張ろうと思

いました。 

2020 年は多くの高校生がチャンスや楽しみを失って

しまった１年となってしまいました。そのような中

で、Web 総文という形で開催された高知総合文化祭。

中止にせず、Web 上で交流するチャンスを与えて下さ

りありがとうございました。開催にご尽力下さった全

ての方に感謝申し上げます。

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 錦江湾と桜島 
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紀の国わかやま総文 

２０２１ごあいさつ（案内）    

    南 洋平 

第４５回全国高等学校総合文化祭   

美術・工芸部門代表 

（和歌山県立粉河高等学校） 

 第４４回全国高等学校総合文化祭２０２０こうち

総文に於かれましては、コロナ渦という困難な状況の

中、WEB SOUBUN の開催に加えて「Web 美術館 交

流会」の実現によって、素晴らしい成功を成し遂げら

れましたことに心からお祝い申し上げます。 

さて、令和３年度、東京オリンピックの会期と重な

る７月３１日～８月４日の期間に、和歌山市を会場と

しまして、第４５回全国高等学校総合文化祭紀の国わ

かやま総文２０２１を開催いたします。 

全国作品展の会場となる、和歌山県立近代美術館及

び和歌山県立博物館には全面的なご協力をいただき、

常設展においても和歌山ゆかりの芸術文化の特色や魅

力をお伝えできる企画を、全国作品展に合せて計画を

頂いております。会場は、交通の面でご不便をお掛け

することもあるかと思いますが、城下の風情等も併せ

まして、旅情の１つとさせていただけましたら幸いで

す。 

和歌山総文では、「届けよう和の心 若葉が奏でるハ

ーモニー」を大会テーマとして、おもてなしの和の心

を大切にした運営を計画しています。さらに、美術・

工芸部門では「共鳴する世界と 個性～ART is LIFE

～」を合い言葉に、全国の参加者の皆様との魅力あふ

れる出会いと交流の場を企画しております。 

講評会では、和歌山県出身である画家 野田裕示氏を

お招きして、ご自身の制作活動に纏わるご講話や全国

作品展についてのご講評をいただくことを予定してお

ります。このような時間の共有を通じて、参加された

皆様にとって、美術表現に向き合う素晴らしさや奥深

さへの、新たな気づきと共感が生まれる機会とさせて

いただければと思っております。 

交流会では、お互いの作品を基に鑑賞と意見の交流

を行う鑑賞体験の交流会に加えて、和歌山の特産であ

る紀州備長炭を用いた、研磨を中心とした制作体験の

交流会を行う予定です。短い時間ではありますが、歴

史と伝統をもつ紀州産業の魅力を感じて頂けましたら

幸いです。 

なお、現在交流会におきましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策の観点から、やむを得ずグループを分

割して時間の制限を設けた活動を検討しております。

このように、計画段階で想定していた運営とは異な

る、様々な制約によりご不便やご迷惑をお掛けする可

能性もございます。安全面での配慮を検討した上での

判断としまして、ご理解とご協力のほど宜しくお願い

申し上げます。 

この夏、大会に参加される皆様に、最大限のおもて

なしの気持ちでお出迎えをさせていただこうと、和歌

山では現在、生徒実行委員が一丸となって準備を進め

ております。海と山に囲まれた自然の美しい和歌山に

是非おいでください。全国の皆様のお越しを心よりお

待ち申し上げております。 
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わかやま大会以降の全総文の予定 

令和 4 年度(2022 年) 第 46 回全国高等学校総合文化祭 東京大会 

令和 5 年度(2023 年) 第 47 回全国高等学校総合文化祭 鹿児島大会 


