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〈紀の国わかやま総文 2021〉ご挨拶 

２０２２わかやま総文 

   お祝いのことば 

 

西内 清 

 

高等学校文化連盟 

全国美術・工芸専門部会長 

（高知県立高知南高等学校長） 

 

山々は色づき始め、生き物たちも急ピッチで冬支

度を始めています。皆様には、日頃より本専門部の

活動にご支援、ご協力いただき、心よりお礼申し上

げます。 

令和 3年 7月 31日から 8月 6日までの期間、

和歌山の地に全国各地から高校生が集い、「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、第 45回全国高等学校総合文化祭が盛大

に開催されました。 

皆様ご存じのとおり、令和 2年度のこうち総文は

新型コロナウイルス感染拡大防止のためWebでの

開催となり、様々な催しや企画が中止や変更あるい

は縮小を余儀なくされました。そして何より、会場

に高校生を迎えることができませんでした。 

そして迎えたわかやま総文において 2年ぶりに高

校生の姿を目の当たりにし、複雑で様々な思いがこ

み上げてきたのを今でも鮮明に覚えています。 

新型コロナウイルスに関して、決して楽観視でき

る状況にはなく、先行きが見えない中で準備を進め

てこられたわかやま総文実行委員会、部門部会の生

徒の皆さん、先生方、その他多くの関係者の皆様

は、何度も何度も企画を練り直すなど、大変なご苦

労を乗り越えて本番を迎えられたことと推察しま

す。本当にありがとうございました。 

私は、今年度からこの専門部会長を務めさせてい

ただいておりますが、これまでの人生で芸術に触れ

るという経験はありませんでした。大変お恥ずかし

い話ではありますが、美術・工芸について、何一つ

の知識も持ち合わせておりません。 

しかし、本専門部に関わらせていただくようにな

って、わかったこと、気づいたことが二つありま

す。 

その一つは、「高校生のもつ底力と限りない可能

性」です。 

先ほど申しましたように、こうち総文では、様々

な企画が大幅な変更を余儀なくされました。しか

し、そうした状況においても、実行委員会の生徒た

ちは、「できることをやれるだけやろう」と、前を

向き続けてくれました。また、Web開催となって

も、おもてなしの心は全く薄れることはありません

でした。生徒のひたむきな姿に胸を打たれるととも

に、計り知れない底力を感じました。 

そうしたこうちの生徒たちの思い、願いが、この

わかやま総文にしっかり引き継がれていることを、

大会を通じて感じることができました。 

そして二つ目は、「芸術のもつ大きな力」です。 

新型コロナウイルスによって、私たちの生活や行

動は様々な制約を受けるようになり、ストレスや不

安、やり場のない怒りが社会全体に広がっていま

す。また、人間は生きていれば、つらいことや苦し

いこともたくさんあります。そんなささくれだった

人々の心を癒し、和ませ、温める、そうした力が芸

術にあるのだと、今改めて痛感しています。 

どうか今後もさらに高校生のもつ底力や可能性、

芸術のもつ力が大いに発揮されるとともに、わかや

ま総文からとうきょう総文へと引き継がれることを

切に願っております。 

結びにあたり、和歌山県高等学校文化連盟美術・

工芸専門部をはじめ、本大会の開催にご尽力いただ

きましたすべての皆様方に感謝申し上げ、お礼のご

挨拶といたします。 
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〈紀の国わかやま総文２０２１〉 

   開催の御礼 

 

藤田 勝範 

 

第 45回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸専門部会長 

（和歌山県立新翔高等学校長） 

 

第 45回全国高等学校総合文化祭（紀の国わかや

ま総文２０２１）が「届けよう和の心 若葉が奏で

るハーモニー」のメインテーマのもと、「共鳴する

世界と個性～ART is LIFE」を部門テーマとし、全

国各地からたくさんの高校生の参加をいただき、開

催することができました。開催県を代表してお礼申

し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症が未だ収まらず、大会

の開催も危ぶまれる中、何ができて、何ができない

のかといった検討と決断を、最後の最後まで迫られ

る大会となりました。結果的に、４００点あまりの

作品を一堂に集め、２年ぶりに全国から高校生が集

えたことは、本当によかったと思います。 

さて、大会は、7月 31日から 8月 4日までの５

日間の日程で開催し、五千人を超える方々にご来場

いただきました。8月 1日には、秋篠宮皇嗣同妃両

殿下に、オンラインビジットという形で展示作品を

御高覧賜るとともに、生徒実行委員会のメンバーと

の御交流の機会をいただきました。改めて感謝申し

上げます。 

私たちは、可能な限り通常に近い形での実施を模

索してきましたが、やはり、作品鑑賞交流会は実施

できませんでした。代わって、前回の「２０２０こ

うち総文」で実施された「ＷＥＢ美術館 交流会」

を、関係の皆様のご尽力のもと、今回も開催するこ

とができました。さらに、大会終了後の 8月 6日に

は、オンライン上での同時双方向による作品鑑賞交

流会を新たに企画し、約 100名の生徒の皆さんに

参加をいただきました。バーチャルながらも、実際

の交流の場に近づけたのではないかと思います。 

参加いただきました生徒の皆さん、コロナ禍とい

う大変厳しい状況の中、全国各地から多くの生徒が

集まり、出会い、同じ時間を共有し、そして、素晴

らしい展示作品に触れることで、感じ、気づき、学

んだことは、大変意義深いことだと思います。ぜ

ひ、今後の創作に活かしていただきたいと思いま

す。 

本大会は、コロナ禍であるとはいえ、様々な厳し

い制限や急なプログラム変更など、皆様方には大変

ご不便、ご心配をおかけいたしました。皆様方にと

って、今回の和歌山への訪問が、少しでも思い出と

して刻まれていれば幸いです。 

結びに、開催に当たりご支援、ご協力をいただき

ました関係の皆様に改めて感謝申し上げますととも

に、次回の東京大会のご成功を心からご祈念申し上

げ、お礼のあいさつといたします。 
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〈とうきょう総文２０２２〉 

光織りなす東京で 

お待ちしております 

 

荒井 篤 

第 46回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門 委員長 

（東京都立調布南高等学校長） 

 第 45回全国高等学校総合文化祭〈紀の国わか

やま総文 2021〉美術・工芸部門が「届けよう和の

心 若葉が奏でるハーモニー」をテーマに和歌山県

立近代美術館・博物館・和歌山県民文化会館で開催

されましたことを心からお慶び申し上げます。コロ

ナ禍の中、大会開催に向けて準備・運営にあたられ

た部門代表委員南洋平様をはじめとする部門委員の

皆様、生徒部門委員の皆様、そして藤田勝範委員長

様を中心とした和歌山県の先生方の御尽力に心から

敬意を表したいと存じます。また、次年度開催地で

ある東京の視察者へ数々の御教示をいただきました

ことに改めて感謝申し上げます。 

さて、第 46回全国高等学校総合文化祭〈とうき

ょう総文 2022〉美術・工芸部門は令和４年７月

31日（日）から８月４日（木）までの５日間、書

道部門、写真部門との合同で開催します。また特別

支援学校部門の作品も展示いたします。 

生徒実行委員会も「江戸の街 光織りなす文化の

花」という大会テーマのもと「パイオニアであれ」

というキーワードを掲げ、全国の皆様を歓迎する

「おもてなし企画」や部門開会式、講演会、交流会

などを企画しております。会場は東京の芸術文化の

発信基地のひとつである上野を中心とした台東区内

施設を予定しております。 

「未来への継承」や「多様性と調和」、「全員が

自己ベストを」というコンセプトで開催された「東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会」は私たちに様々なことを気付かせてくれまし

た。その成果をレガシーとして、東京の生徒実行委

員も大会の準備を進めながら、東京やもっと自分た

ちの身近な地域や人々、文化に思いを寄せ、全国の

皆さんとどのように出会い、伝え、つながっていけ

るかを考えています。 

 私たちは２年近く新型コロナウイルスと向き合い

ながら、様々な困難も努力と工夫でこれまで乗り越

えてきました。まだまだ先行きが読めないところも

ありますが、きっと乗り越えていけると思います。

私たち一人一人が芸術表現を突き詰めていく作業は

多様で、ともすると孤独ですが、その作品一つひと

つに出会い共感することができるのも私たちの力で

す。私たちはお互いを理解し合う様々な方法を知っ

ていると言えます。全国から皆さんの思いの詰まっ

た作品が集まれば、お互いを尊重し、困難を乗り越

える力になります。そんな総文祭にできるよう、生

徒実行委員を中心にプランを練りながら、全国の皆

さんをお待ちしています。 
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〈紀の国わかやま総文〉お礼 

ご参加くださり 

ありがとうございました。 

岩田 麻菜美 

第４５回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門生徒実行委員会委員長 

（和歌山県立和歌山高等学校３年） 

 

紀の国わかやま総文 2021美術・工芸部門大会

は、新型コロナウィルスの影響により、対面とweb

での開催を組み合わせた大会となりました。 

和歌山県実行委員会は、2019年から本大会に向

けて企画や準備を進めてまいりましたが、2020年

からの新型コロナウイルス感染症の流行に対応する

ために、webを上手く活用しながらも、どうにか対

面での大会が開催できないか模索して参りました。 

感染の拡大により、予定されていた生徒実行委員

会の会議や夏期合宿が中止となるなど様々な活動制

限がありましたが、無事大会を形に出来たことは関

わって頂けた全ての皆様のご理解とご協力のおかげ

と感謝しています。また、特に先催県高知県の皆様

には、「Web美術館 交流会」の実施に際しまし

て、惜しみないご協力を頂けたことに改めて感謝申

し上げます。 

この 2年間で私たちの生活は一変しました。コ

ロナ禍での不安、焦り、悔しさが交錯する中で、

全国から代表として参加予定の高校生が、わかや

ま総文祭の開催に向けて自分たちが出来ること向

き合い、飛び込んできてくれたことはとても眩し

く、私たち生徒実行委員会を勇気づけてくれまし

た。そのような中で、「成功させたい」という想い

が私たちの背中を押し、これまで以上に前を向き大

会の準備から運営までの道のりを進み続けることが

できました。 

全国から選ばれた 394点の高校生の作品を実際

に自分の目で見ることができたこと、作者と交流で

きたことは、これまでにない感動となると共に、こ

れからの創作活動へのモチベーションとなりまし

た。高校生の表現のもつ力強さや魅力を最大限に感

じることができ、美術・工芸部門大会のテーマ「共

鳴する世界と個性〜ART is LIFE〜」がまさに目の

前に広がっていたと感じます。「Web美術館 交流

会」や「zoom 交流会」に参加して頂いた高校生

の皆さんにも、この感動が伝わっていると嬉しいで

す。 

最後になりましたが、紀の国わかやま総文 2021

に関わってくださった全ての皆さま、本当にありが

とうございました。総文祭美術・工芸部門大会の歴

史を、次年度開催予定の「とうきょう総文」へと運

営のバトンを繋げることができ大変嬉しく思ってい

ます。 

 

〈紀の国わかやま総文〉お礼 

忘れられない大切な体験 

 

殿崎 美嘉 

 

第４５回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門生徒実行委員会副委員長

（和歌山県立和歌山高等学校３年） 

 

私は、紀の国わかやま総文祭で、副委員長という

役割を通じて様々な体験をさせて頂きました。 

短い期間でしたが、対面やWEBでの活動を通じ

て、全国から集まった代表生徒との交流を計ってい

ただけたなら嬉しいです。わかやま総文の開催に向

けた準備期間として日々を過ごす中で、コロナウイ

ルスによる影響で殆どの生徒の皆さんは来県するこ

とができないのではないか、また、大会の開催自体

も難しくなり、私達が長い年月をかけて準備してき
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たに内容が全て無駄になるのではないかとすごく不

安でした。しかし、無事にわかやま総文祭を開催す

ることができ、大会の会期中には沢山の美術・工芸

を志す仲間達が和歌山の地にやってきてくれまし

た。先催県である佐賀県や高知の生徒の皆さんも応

援に来てくださり、さらに後催県である東京、鹿児

島の先生方たちとの出会いもあり、とてもうれしく

思いました。 

コロナ渦の影響から私たちの運営には多くの制約

がありました。そのような中でも、参加いただけた

皆さんの笑顔を会場で実際に拝見することができて

本当に良かったです。 

私は、大会当日は式典で司会を務めました。緊張

はしましたが、皆さんに聞いてもらおうという気持

ちで話したおかげでずいぶんとゆっくり話せた気が

しています。このような心がけにより、司会の大役

を終えることができました。また、大会２日目の交

流会を通じて、多くの高校生の皆さんとの新しい出

会いを行うことができました。私は交流会では役割

がなく自由に動けたため、積極的に参加者の皆さん

に直接話しかけることができました。遠くは北海道

から千葉、群馬、兵庫などから参加していただいた

仲間達と出会い、実際に一緒に展示作品の鑑賞をし

ながら過ごさせていただいて様々な新しい発見をも

らいました。コロナ渦の影響から対面での交流は制

限される状況下でしたが、他の仲間も私たちのよう

に、出会いや新しい発見があったのならうれしいで

す。これから行われるとうきょう大会では、コロナ

渦の影響も収まり、様々な交流が行われることを期

待しています。 

大会では、生徒実行委員も、独自の工夫でおもて

なしを考えました。例えば、展示室入り口で「検

温」を行う際に両手いっぱいに丸をつくり、「大丈

夫ですよ。」と笑顔で声をかけることで、来場者と

のコミュニケーションのきっかけを試みるなど、各

自で様々なおもてなしの工夫を行いました。そうい

った心がけを自分たちで考え行動できたことが、わ

かやま総文の成功に繋がったのかなと感じます。振

り返ると、私にとってはまず誰よりも「自分たちが

楽しむ」総文祭であったと感じます。次年度の開催

であるとうきょう総文祭が、素晴らしい大会になる

ことを願っています。 

〈紀の国わかやま総文〉お礼 

わかやま総文へのご協力に 

感謝申し上げます。 

 

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） 

紀の国わかやま総文祭２０２１美術・工芸部門大

会は、令和３年７月３１日から８月４日までの会期

を終えて無事閉幕致しました。大会の開催にあた

り、全国より参加していただいた高校生の皆様、引

率顧問の先生方や各都道府県代表の先生方や役員の

皆様、ご協賛・ご協力いただいた企業・学校 関係者

の皆様方には心より感謝申し上げます。  

わかやま総文は、直近の２年間を継続的にコロナ

禍の影響を受けた結果、対面行事と遠隔行事とを織

り交ぜた開催形態へと辿り着きました。準備期間に

おいては、休校処置や部活動の停止など不測の事態

が断続する中で、運営内容の検討を臨機応変に行う

状況が続きました。 

そのような準備期間を経た大会開催でしたが、当

日には、事前の把握を遙かに超える皆様に御来場い

ただくことができました。皆様方にとっても様々な

想いを抱いての御参加であったことが推察されます

ます。そのことを思うと、生徒実行委員や運営教員

一同、改めて「より良い大会にしたい！」という思

いが高まり、何よりも勇気をいただけた大会開催と

なりました。 

さて和歌山総文では、３カ所に分散した作品展示

会場に、全国から集まった３９４点の作品を展示し

ました。会期中には、３会場の延べ人数として、５

千人を超える方々にご来場いただくことができまし

た。  

７月３１日には、多摩美術大学名誉教授の野田裕

示先生による、自身の制作をテーマとした講演と次

代を担う高校生への期待を込めた作品講評を行って

頂きました。 

 翌日の８月１日には、和歌山大学教育学部附属小

学校において、紀州備長炭の箸置きを素材とした、

研磨作業体験を行いました。コロナ禍の影響によ
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り、やむを得ずグループの人数と活動時間を半減、

短縮した上での開催となりましたが、紀州和歌山の

地場産業に着目した交流として記憶に残る内容とさ

せていただければ幸いです。 

また、対面による鑑賞交流会に代る「WEB 美術

館 交流会」を実施しました。全国美術・工芸専門

部と、先催県高知総文による全面的な御協力により

実現させることができました。事前にお互いの作品

を確認して交流を行うことで、大会会期間中の限ら

れた交流の機会を少しでも有意義に過ごして欲しい

という願いを込めました。 

８月６日には、WEB 美術館交流会を活用した

「zoom交流会」を行いました。ここでは、事情に

より当日参加できなかった代表生徒の皆さんにも、

交流の輪を広げたいという願がありました。短い時

間となりましたが、延べ１００名以上の代表生徒の

皆さんにご参加頂くことができました。 

大会を振り返りますと、改めて皆様の温かいまな

ざしに支えられた大会であったと実感します。大会

後には、コロナ禍に負けずに大会を開催できたこと

への感謝のお言葉を多数頂きました。改めて、わか

やま総文が次代を担う高校生にとって、かけがえの

ない経験とさせて頂いたのではないかと感じていま

す。 

このような貴重な機会を頂けたことを感謝申し上

げると共に、わかやま総文にご協力をいただけた全

ての皆様に御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 〈紀の国わかやま総文２０２１に参加して〉 

 

 

大西 瑠菜 

 

（東京都立八王子桑志高等学校３年） 

 わかやま総文は、私にとって大

変良い大会でした。和歌山県の高校生をはじめ、こ

の大会を運営して準備に時間をかけてくださった

方々に心から感謝いたします。和歌山の皆さんに歓

迎していただき、私は安心して大会に参加すること

ができました。 

まず、大会の開会式がとても印象に残りました。

和歌山の言葉での生徒実行委員長さんの挨拶が嬉し

かったです。和歌山の言葉を聞くだけで、和歌山に

ついて少し知ることができた気がしました。そして

そのお話の中でも、この大会に全力で関わってくだ

さったことが伝わりました。開催が決まった時か

ら、私たちの知らない多くの時間を総文祭にかけて

くれたことを直接聞けて、とても良かったです。そ

して、開会に向けての準備の過程を、動画にして開

会式で発表してくれたことで、どのような大変さが

あったのか、どれくらい時間をかけてくれたのかが

よく分かりました。この開会式で、この大会に参加

できたことを改めて有難く感じました。 

講演会では、多摩美術大学名誉教授である野田裕

示先生に、高校生の作品に向き合って感じたことや

工夫している点、その作品の優れている点を挙げ

て、私が気が付かなかった絵の魅力的な点を、一つ

一つ言語化して説明していただきました。先生の紹

介動画を拝見し、作品に様々な道具が使われていて

いることが分かり、中には絵を描くためのものでは

ない道具もあり、絵の道具だけではできない表現を

感じました。完成した作品は心地よく、先生が時間

をかけて突き詰めた画面に仕上げたからだと思いま

した。作品作りにおいて、自分の思いを作品に反映

させることが人の心を動かせる大切な要素だと分か

り、ここで学んだことは、今後の創作活動の大きな

糧になると感じました。 

第２日目の作品の鑑賞では、作品としっかり向き

合い時間をかけて作られた力作揃いでとても驚きま

した。今の私たち高校生の環境や心情など、今だか

ら分かることやできることが作品によく表れている
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と感じました。どの作品も、作者の高校生活が体現

されたもののようで、見ていて感動しました。 

生徒交流会では、和歌山の特産である備長炭の箸

置きの制作をしました。まず制作の前に、同じ班の

人達との自己紹介の時間があり、そこで初めて作品

と作者の顔が一致し、とても感動しました。様々な

地から集まった高校生たちが作品のことを紹介して

くれて、これからの創作へのモチベーションになり

ました。材木にこだわっているという備長炭は綺麗

な黒で木目があり、すぐに気に入りました。班で一

緒に制作した箸置きは、私の大切なものになりまし

た。対面時間は短かったですが、この出会いは忘れ

ないと思います。 

最後に、わかやま総文では、非常に多くの刺激を

受けました。作品の制作では、できる限りの力で絵

を描けたと思います。しかしそれだけでなく、他県

の頑張ってきた高校生と関わることができ、作品を

見て感じたことや学んだことを、自分の絵に活かせ

る機会をいただきました。大会を通し、人柄や文化

に触れ、魅力を感じ、和歌山県に愛着が湧きまし

た。大会の計画、準備を進め、開催してくださった

皆様に改めて感謝申し上げます。 

 

〈紀の国わかやま総文２０２１に参加して〉 

 

東 陽音 

 

 

かごしま総文 202３ 

美術・工芸部門 生徒実行委員長 

(鹿児島県立玉龍高等学校 ３年) 

 

7月 31日〜8月 1日に和歌山県で開催された

「わかやま総文 2021」の美術工芸部門に参加しま

した。参加する前に「Web 美術館 交流会」が開催

され、グループ単位で参加者の作品へのコメントを

送り合うことができました。今まで見たことのない

ような作品がほとんどで、作者の作品に対しての熱

意が感じとれました。また、私が思っていたこと、

こだわっている部分を理解してくれている感想や、

私が予想していなかった観点からの感想もあり、自

分の作品の創作に対してもう一度考えさせられまし

た。 

 和歌山では、まず講演会に参加し、総文祭のパレ

ードを見ることができました。そして、和歌山大学

教育学部附属小学校で交流会（制作体験）が行われ

ました。紀州備長炭を使って箸置きを作成し、同じ

班の参加者との交流で、和歌山の文化を知り、友達

も作ることができました。参加者との交流は、人見

知りな部分が心配で不安でしたが、事前にWebで

の交流もあったので、打ち解けることができまし

た。普段繋がりを持てないような遠方の地に住む高

校生と美術のことについて話し合ったり、お互いの

地元の文化について話し合ったりすることができ、

自分の視野を広げるいい機会となりました。 

 最後に、県立博物館と県立近代美術館と県民文化

会館で作品鑑賞を行いました。全部で約 400点の

作品が展示されていました。その中に自分の作品も

並んでいて、総文祭に参加できたことを改めて実感

することができました。また、Web交流会で交流し

た人たちの作品もあり、直接見ると色彩も違い感激

しました。 

 今回の経験によって、自分の作品を作る意味を改

めて考えました。自分のための作品ではなく、誰か

の心に寄り添ったり、誰かに感動を与えたり、作品

を見る人のものの見方、考え方を変えるきっかけに

なるような作品を今後は作っていきたいです。ま

た、2年後に現在のコロナ禍がおさまり、鹿児島で

総文祭が開催されることを願っています。 

 

 

わかやま総文展示風景（和歌山県立美術館） 
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〈紀の国わかやま総文２０２１に参加して〉 

 

圓山 蓮奈 

 

（岐阜県立斐太高等学校 ３年） 

 

私は、２０２１年夏に開催された「紀の国和歌山

総文２０２１」の美術・工芸部門に、岐阜県代表と

して参加しました。 

前年度はWEB 上で「２０２０こうち総文」が開

催されたものの、画面上での鑑賞・交流が精一杯で

「参加した！」という実感があまり湧きませんでし

た。 

しかし二度目となる今回は、「ここに美術・工芸

に打ち込む日本中の高校生が一堂に会している」と

いう状況に終始興奮していました。 

作品に対する感想のやりとりは WEB 上にて事前

に済ませていましたが、画面を通して作品を見る時

と実物を見る時とでは、自分の鑑賞の着眼点が変化

することに驚きました。 

WEB上には作品の写真と共に、作品に込めた思

いが文章として添えられている為、作品を見ること

より、その文章を読むことに注力してしまっていま

した。さらに私はスマホで作品を見ていたので、小

さい画面ゆえについ流し見をしてしまっていまし

た。それに対し会場で生の作品を見た時は「遠くか

らと近くから見るのとでは印象が違う」とか「画面

状態が素敵だ」とか、文章がない分じっくりと向き

合って鑑賞できたと感じます。 

また、平面的なキャンバスから物質的に飛び出し

ている半立体作品や、鏡を取り入れた作品の多面的

な見え方に感動できたのも、現地開催だからこそと

思います。 

今私たちは SNSで気軽に世界中の人の作品を見

ることが出来る時代に生きており、それが当たり前

だと思っていますが、今回総文祭に参加し実際に美

術館に足を運んで作品を見てみると、画面上では決

して分からない発見や、感動を手に入れることが出

来ると身をもって知りました。そういった意味で

「生」の作品達と対面できて、総文祭に参加するこ

とが出来て本当に良かったと思っています。 

 最後になりましたが、この様な大変貴重な機会を

作ってくださった関係の方々に、感謝とお礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

〈紀の国わかやま総文２０２１に参加して〉 

 

大塚 真優 

 

（高知県立伊野商業高等学校３年） 

今回生徒実行委員として、視察でわかやま総文に

参加し、貴重な体験ができとても楽しい３日間でし

た。博物館や美術館に展示している作品をたっぷり

鑑賞することができました。 

１番印象に残っているのは、全国の高校生が制作

した作品です。同年代の人が作る作品はどのような

ものか楽しみでした。迫力があったり、細かいとこ

ろまで描写されていたり、塗り方の工夫がされてい

たりと、とても勉強になりました。私は大きい作品

サイズに描いたことがなかったので、会場で展示さ

れている大きな作品を見て、私も大きいキャンバス

に挑戦し皆に鑑賞される喜びを味わってみたいなと

思いました。 

今回、開会式で講演をしてくださった野田裕示さ

んの作品展を鑑賞することができたことも大きな感

動でした。今まで鑑賞してきた作品とは違った迫力

と魅力がありました。他にも教科書に載っている有

名な画家の作品を鑑賞することができ、充実した時

間を過ごすことができました。何を描いているのか
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考えたり、どのようなコンセプトで作られたのかを

知り鑑賞する楽しさを味わうことができました。 

わかやま総文という素晴らしい大会に参加するこ

とができて本当に良かったです。この経験を高知県

で開催される高校美術展にも活かすことができるよ

う作品制作に励み、またモニュメントの共同制作を

通して高知県の美術部員と交流できるよう活動した

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈とうきょう総文 2022に向けて〉 

 

 

佐々木 遥奈 

 

第４６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 

（東京都立両国高等学校 2年） 

第 46回全国高等学校総合文化祭東京大会にむけ

て、私たち生徒実行委員会美術・工芸部門は様々な

活動を行っています。美術・工芸部門はその名の通

り、絵や立体作品などの自由度の高い技能や感性を

もった生徒が集う部門です。それらの特色を生かし

た他部門との交流企画や作品展示企画をしてきまし

た。 

コロナ禍で中止またはオンライン開催になった活

動も数多くあります。オンラインミーティングや、

直前まで開催について中止なのかどうかがわからな

い先行きの不透明さに、生徒実行委員会の生徒たち

はみんな不安を感じていました。しかし、その中で

あらためて対面での活動のありがたさを感じること

ができました。対面での活動では画質やタイムラグ

による弊害が単に無くなった以上の効率と効果が現

れていました。 

例えば、美術・工芸部門の大会マスコットキャラ

クターの「ゆりーと」のイラストです。部門ごとに

各部門の特徴が反映された「ゆりーと」がありま

す。美術・工芸部門ではイメージを作り上げるだけ

でなく、実際に委員生徒が、各自美術・工芸部門を

イメージしたデザインを描いて話し合いを行いまし

た。最終的に選ばれた案は平面的な絵から絵筆を持

った「ゆりーと」が飛び出してくる、というもので

す。最終的に選ばれなかったものの提出された各自

の案、ホワイトボードに描きだされた折衷案などか

ら終始、美術・工芸部門らしい雰囲気を感じられま

した。 

他部門との交流会について、生徒実行委員会で

は、交流を予定している部門の得意としているもの

に、どう私たちの技能をもってコラボレーションを

するのかについて話し合ってきました。私たち美

術・工芸部門は出来ることの自由度が高い分、自分

一人では考えもつかなかった案がでてきます。効率

や時間などを考慮して泣く泣く諦めた案も多くあり

ますが、一人一人の案に対する妥協の無さには驚か

されました。凝り性である委員生徒が多いことも特

色と言えるかもしれません。 

冒頭でも述べた通り、美術・工芸部門の特色はそ

の感性と技能にあります。大会本番では視覚的な豊

かさだけでなく大会基本方針の「集う光・繋げる

光・創る光」を体感出来る、心から楽しんでいただ

けるような大会にしていきたいです。 
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〈とうきょう総文 2022〉御挨拶（案内） 

 

佐治 香菜子 

 

第 46回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門代表 

（東京都教育庁指導部指導企画課 

全国高等学校総合文化祭担当専門官） 

 第 45回全国高等学校総合文化祭「紀の国わかや

ま総文 2021」におかれましては、コロナ禍のため

に前年度の視察、対面での委員会等の開催が困難な

状況の中、新型コロナウイルス感染防止対策のため

の変更や準備が多く生じ、大変御苦労をされたとの

ことでした。コロナ禍に屈することなく素晴らしい

成功を成し遂げられたことを、心よりお祝いを申し

上げます。 

 さて、東京２０２0オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会から１年後、令和４年 7月 31日（日）

から８月４日（木）まで第 46回全国高等学校総合

文化祭「とうきょう総文２０２２」を開催いたしま

す。「江戸の街 光織りなす文化の花」を大会テー

マとして、東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会のレガシーを引き継ぎ、江戸期から

脈々と受け継がれてきた伝統文化と世界をリードす

る最先端の技術が、相照らし共存するこの都市・東

京で、高校生が芸術文化の祭典を開催します。江戸

期に成熟した独特の感性や高い文化水準、「粋」の

精神が織りなす東京に、全国や世界に点在する秘め

た光(一人一人の高校生) が集い、この大会をとおし

て、伝統に学び、新たな芸術文化を創り、東京から

全国や世界に向けて輝きを放ち、人々を繋げていき

ます。 

 東京にて初の開催となる今大会では、全国展を初

の書道部門、写真部門との合同で開催します。また

特別支援学校部門の幾つかの推薦作品もそれぞれの

部門の展示室にて御覧いただけます。 

 美術・工芸部門大会では、「パイオニアであれ」

というキーワードのもと、全国の皆様を歓迎する

「おもてなし企画」や部門開会式、講演会、講評

会、交流会を企画しております。会場はいずれも台

東区内施設を予定しており、周りには美術館等の文

化施設も多く、東京らしい文化、芸術に触れていた

だけるかと思います。 

交流会では、国の伝統的工芸品に指定されている

「江戸木目込人形」の技法を用いた「毬」の制作体

験交流を予定しております。「江戸木目込人形」は

江戸の中期に京都から伝わった技法が江戸文化とと

もに発展を遂げ、現代まで継承されている、東京の

伝統工芸の一つです。その技法の一端を体験してい

ただく機会となります。また、鑑賞交流について

は、制作体験交流の会場内で行う予定です。生徒委

員会がアイデアや意見を出し合って、作品写真を利

用したゲーム形式での交流を計画しております。全

国展の鑑賞については交流会後に自由鑑賞となりま

すので、じっくり御覧いただければ幸いです。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況について

予測がつかないことから、安全面への配慮のため、

開会式、講演会、講評会、交流会については、付き

添い生徒、保護者の方は御出席いただけませんの

で、御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

今年の９月以降ようやく対面での生徒委員会が行

えるようになりました。教員と生徒で協力し、最大

限のおもてなしでお迎えできるよう、現在急ピッチ

で準備を進めております。令和４年の夏、全国の皆

様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

     「江戸木目込人形技法 ～ 毬 ～」 

 

 

 

 

大会愛称・ロゴ 
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とうきょう大会以降の全総文の予定 

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 

令和６年度(2024 年) 第 4８回全国高等学校総合文化祭 岐阜大会 


