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〈とうきょう総文 2022〉ご挨拶 

 

とうきょう総文 2022 

   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） 

 

芸術の秋、文化の秋を迎え、高校生の皆さんは、こ

れまで以上に精力的に創作活動、制作活動に取り組ん

でいることと思います。 

また、高等学校における美術・工芸の振興・発展に

ご尽力いただいておりますすべての皆様に、心よりお

礼申し上げます。 

令和４年７月３１日から８月４日までの期間、東京

都の地に全国各地から高校生が集い、「江戸の街 光

織りなす文化の花」の大会テーマのもと、第４６回全

国高等学校総合文化祭が開催され、専門部会長として

大変うれしく、また安堵しています。 

新型コロナウイルスの脅威にさらされ３年近くが経

ちました。皆様ご存じのとおり、令和２年度の「こう

ち総文」は感染拡大防止のため Web での開催となりま

した。そして令和３年度の「わかやま総文」は対面で

はあったものの、さまざまな制約を受ける中での開催

となりました。そうした日々を経て、「とうきょう総

文」が開催されました。とうきょう総文実行委員会、

部門部会の生徒の皆さん、先生方、その他多くの関係

者の皆様には、新型コロナウイルスの感染状況を注視

しながら、また、これまでの大会の流れを継承しなが

ら、どのような形での開催ができるのかと、何度も何

度も企画を練り直し、立ち止まったり、時には後戻り

したりしながら、取り組んでくださったのではないで

しょうか。さらに開幕を目前にして第７波が到来し、

最後の最後まで気を抜くことができないなど、長きに

わたる皆様のご苦労は、私たちの想像をはるかに超え

るものであったと推察いたします。 

そして迎えた開会式では、生徒実行委員会の皆さん

の光り輝く目と生き生きとした活動に触れ、旗印であ

った「パイオニアであれ」そのものの姿であると感動

したのを、昨日のことのように思い起こします。 

ご尽力いただきましたすべての皆様に、改めて心よ

り敬意を表するとともに、感謝申し上げます。本当に

ありがとうございました。  

さて、「とうきょう総文」において、私は二つの

ことを願っておりました。 

一つ目の願いは、大会テーマの中にも「光」という

ワードがあるように、一つ一つの美術・工芸作品がそ

れぞれの光を放ち、感動と共感の輪が日本全国に広が

ってほしいということです。 

そのためにも、会場に集う高校生にとって、「とう

きょう総文」が一生の思い出となる出会いの場とな

り、活発な交流の場となってくれていたら、大変うれ

しいです。 

二つ目の願いは、芸術活動や文化活動が、世界中に

ある様々な問題の解決や世界平和の一助となってほし

いということです。美術・工芸をはじめとする芸術や

文化の最大の魅力は、言葉は通じなくても、感動を共

有できること、心が通い合えることにあります。 

海外には、飢餓や貧困、民族紛争などにより、明日

を迎えられるかすらわからないような生活を送る人々

が多くいます。この「とうきょう総文」が、世界中の

人々の幸福を願うメッセージを発信する大会となり、

一助となればと願ってやみません。 

結びに、開催にあたりご尽力いただきました、東京

都高等学校文化連盟美術・工芸専門部をはじめとする

関係者の皆様、本大会の運営を支えていただいた、す

べての方々に感謝申し上げますとともに、「とうきょ

う総文」の思い、願い、心が、「かごしま総文」につ

ながっていくことを切に願い、お礼のご挨拶といたし

ます。 
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〈とうきょう総文２０２2〉 開催の御礼 

 

 

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 4６回全国高等学校総合文化祭（とうきょう総

文２０２２）が「江戸の街 光織りなす文化の花」

のメインテーマのもと、「パイオニアであれ」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。開催地

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の不安が続く中ではあ

りましたが、その出口を模索し、感染防止の工夫を

凝らしながら、大会の開催が実現できたことに、大

きな喜びを感じています。関わった誰もが日常の大

切さや充実した高校生活、将来への希望を持って、

出会いと繋がりを大切にした大会となりました。結

果的に、４７都道府県から４０３点の作品を一堂に

集め、各地を代表する多くの皆さんをお迎えし、交

流できたことは、大きな喜びです。 

さて、美術・工芸部門大会は 7 月 31 日から 8 月

4 日までの５日間の日程で開催し、高校生や一般の

方を合わせ、1 万人を超える方々に御来場いただき

ました。8 月２日には、秋篠宮皇嗣同妃両殿下並び

に悠仁親王殿下に展示作品を御高覧賜るとともに、

部門生徒委員会委員長により展示作品の御説明をさ

せていただくなど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。 

全国の皆さんをお迎えするにあたり、美術・工芸

部門生徒委員会は、工夫を重ね準備を進めました。

準備期間の多くを、オンラインで委員会を開催しな

がら様々な「おもてなし」企画を立案しました。

「虹プロジェクト４７」では各校美術部が参加都道

府県をイメージしたのぼり旗を分担して制作し、東

京都美術館へのプロムナードを飾りました。また、

隣接する都立上野高等学校を会場として、「作品カ

ードゲーム」や「江戸木目込人形～毬～制作体験」

を実施しました。大会テーマを体感していただこう

と協議を重ね、実習やリハーサルを重ねて当日を迎

え、約 400 名の生徒の皆さんに参加をいただきま

した。「２０２０こうち総文」「紀の国わかやま総

文 2021」からの悲願だった対面での交流会を、バ

トンを受け取るような思いで開催できた、そんな感

慨を抱きました。 

コロナ禍と呼ばれるこの時代を共有しながら、全

国各地から多くの生徒が集い、出会い、励まし合う

ことができました。素晴らしい作品と、遠くて近い

仲間との交流で、何物にも代えがたい体験になった

ことでしょう。東京の生徒委員を始め、様々な形で

関わった係生徒も、多くの価値を手に入れることが

できたと思います。それが皆さんの創作の喜びを、

さらに高めるものであってほしいと思います。 

本大会を運営するに当たり、我々も生徒のパワー

に負けないように、精一杯取り組ませていただきま

したが、皆様方には大変御不便、御心配をおかけい

たしました。皆様方にとって、「とうきょう総文

2022」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、開催に当たり御支援、御協力を

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、次回の鹿児島大会の御成功を心から御

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〉開催御礼 

とうきょう総文への御協力に感謝申し上げます 

 

 

 

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 

（東京都立板橋高等学校） 

  

 とうきょう総文２０２２美術・工芸部門大会は令和

４年７月 31 日から８月４日の５日間の会期を終え、

無事閉幕いたしました。新型コロナウイルス感染症に

より様々な影響が出ている中ではございましたが、全

国の高校生、先生方、役員の皆様の御協力、御協賛い

ただいた企業、学校、関係者のお陰で、何とか開催す

ることができましたこと、心より感謝申し上げます。 

 私が全国高等学校総合文化祭（以下、総文祭）の東

京での開催について知ったのは、今から約５年前のこ

とです。その規模の大きさから不安を抱いたことを今

でも憶えています。その後、長野大会、佐賀大会、オ

ンラインの高知大会、和歌山大会の視察を経て、東京

大会を迎えました。過去開催県からいただいた引継ぎ

資料をもとに少しずつ準備を進めてまいりましたが、

コロナ禍のために対面での会議が開けなかったこと、

直前の大会への視察者数の削減などが大きく影響し、

さらに感染者数が増えたことで部活動の活動制限もか

かるなど、先が見えない不安と問題が山積みとなって

いきました。その中でも最もハラハラさせられたこと

は、部門開会式会場の座席制限についてです。予算面

と立地の条件を考えてコロナ禍前に押さえていた会場

のため、定員が半分になった場合、参加予定者が入り

きらなくなってしまう問題が浮上し、直前までサテラ

イト会場について検討していました。出品者と引率者

のみとの制限はさせていただきましたが、対面にて皆

様を御案内できましたこと、心より嬉しく思っており

ます。また、運営側の感染リスクを下げるために、半

日単位での活動にし、控室も何室かに分けて設置する

などの工夫を行ってきました。このようなコロナ禍の

状況下であっても、中心となって運営をしてきた部門

別委員の生徒たちは、オンライン会議の時はチャット

機能も利用し、対面の時はより意見交換を活発に行

い、交流会の体験内容から当日の説明、時間配分に至

るまで、自分たちで考えて決めてきました。さらに

は、全国からの皆様をお迎えするおもてなし企画であ

る「虹プロジェクト４７」ののぼり旗試作品の制作、

加盟校への協力依頼、協力校への割り振り、展示計画

も担うなど、制限が多い活動の中で精一杯頑張ってく

れていたと思います。彼らの頑張りなくして、総文祭

開催は困難であったでしょう。 

また、今回は書道部門、写真部門との同会場での展

示を始めて開催しました。立体作品の一部は書道部

門、写真部門にも展示をさせていただきましたが。展

示図がないと展示場所がわからなかった、同じ部門の

展示室に展示して欲しかったとの御意見もいただきま

したが、作品を破損しかねない窮屈な展示を避け、部

門を超えた作品の響きあいを楽しむことができ、美

術・工芸部門以外の観覧者にも見ていただく機会が増

えるなど御好評をいただいた面も多くありました。の

べ数ではございますが、来場者数は３部門合わせて

20,048 名となり、大変多くの方に全国の高校生によ

る制作活動の結晶を御高覧いただきました。 

来年度の２０２３かごしま総文はすでにプレ大会も

開催され、いよいよ直前の準備に入られているかと思

います。鹿児島県は世界遺産、歴史スポット、温泉な

ど様々な魅力が詰まっているため、参加される皆様に

とっても楽しみなことでしょう。前年度開催県として

心より開催の御成功をお祈りいたします。 
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〈2023 かごしま総文〉 

桜島は今日も元気です！ 

 

 

秋元 達也 

 

第 47 回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門部会長 
（鹿児島玉龍中学校・高等学校校長） 

 

第 46 回全国高等学校総合文化祭東京大会(とうきょ

う総文 2022)が、「江戸の街 光織りなす文化の花」

というテーマのもと、盛大に開催されましたことを心

からお慶び申し上げるとともに、コロナ禍という状況

の中、感染拡大防止のために細心のお取り組みに尽力

され、素晴らしい部門大会を実現いただいた関係の皆

様・生徒諸君に深甚の感謝を申し上げます。 

 あの日を振り返り真っ先に思い起こされるのは、何

といってもあの猛暑です。「鹿児島より暑いって何な

んだよ・・・」と独り言ち、流れ出る汗を拭きつつ到

着した美術・工芸部門の会場にあったのは、そんな猛

暑よりもはるかに「熱く」燃え滾った実行委員会の生

徒諸君の姿(浅草公会堂・都立上野高校)、さらには、暑

さを一瞬で忘れさせてしまうほどの限りなく静謐たる

作品世界(都美術館)でした。 

 その中で、次年度開催地として学びに訪れた私ども

鹿児島県からの視察者に対しましては、本当に丁寧か

つ詳細な様々な御教示をいただきました。皆様各業務

に御多忙なのが見てとれる状況なのにもかかわらず、

一方ならぬ御配慮をいただきましたことに深甚の感謝

を申し上げます。 

 さて、第 47 回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会

美術・工芸部門は、令和 5 年 7 月 29 日から 8 月 2

日までの日程で、鹿児島市にある「鹿児島市立美術

館」ならびに「黎明館」で実施すべく、現在準備を進

めております。 

 大会テーマは「47 の結晶 桜島の気噴(いぶき)にの

せ紬(つむ)げ文化の 1 ページ」と設定いたしました。

鹿児島の地が全国総文祭開催一巡目の最後(47 番目)と

なることを念頭に、これまでの総文祭の歴史が確固た

る結晶となり、そしてその成果が桜島の勢いの如くさ

らに未来へとつながっていく契機としたいという私ど

もの思いを込めたテーマです。このテーマが、全国か

ら集まった多くの美術・工芸作品によっていかに具現

化されるか、楽しみでなりません。皆様、ぜひとも積

極的に御出品・御参加ください。 

 ところで鹿児島は、明治維新を実現した多くの志士

たちを輩出した歴史の地であるとともに、南北 600 キ

ロにわたる大自然、さらには知る人ぞ知る温泉の地で

もあります。特に鹿児島市内においては、営業する銭

湯のほとんどすべてが天然温泉という環境にありま

す。大会に参加された後は温泉で疲れを癒していただ

き、その後はもちろん「黒」や「白」、そして「芋」

などをキーワードとする様々なおいしい食事をお楽し

みいただければ幸いです。 

 とにかく、皆様を待ちかね、桜島は今日も元気に噴

いています。私たち関係者も、意気軒高として皆様を

お待ちしております。  

「いけんしてん かごんめ おじゃったもんせ！」 
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〈とうきょう総文〉お礼 

ご参加くださりありがとうございました。 

 

石山 稀美 

 

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会副委員長 

（東京都立両国高等学校 2 年） 

 

今でも、無事開催することができたのだという実感

が持てずにいます。 

中学 1 年生の頃から取り組んでいた総文祭は、あっ

という間だったようにもやっとというほど長くもあり

ました。 

私は今大会で、美術・工芸部門の副委員長という立

場で本当にたくさんのことを経験させてもらいまし

た。特に、美術・工芸部門の開会式の司会を務めたこ

とは、一生の思い出になります。元来そのような役職

に就く性格ではなく、初めての大舞台に本番は足も声

も震えました。司会の場に立っていられたのは、とう

きょう総文を楽しんでほしいという思いと、一緒に頑

張ってきた仲間の存在のおかげです。仲間ががんばっ

ているのを舞台袖から見て励まされ、先輩の堂々とし

た舞台上の姿にとても憧れました。仲間ともっと頑張

りたい、先輩のようになりたい、というふうに、総文

祭は、いつでも私の成長のきっかけとなり糧となりま

した。 

特にそう感じたのは交流会でした。先輩や後輩が主

体となって出来上がった素晴らしい交流会で、その企

画力と行動力の高さに驚き尊敬するばかりでした。オ

リジナルで考えられた、出品作品を使ったカードゲー

ムでは、盛り上がっただけでなく非常に勉強になるお

話を、参加者の皆さんからたくさん聞くことができま

した。作品の意図やタイトルに込められた意味、制作

秘話などが聞けて、大いに刺激になり創作意欲につな

がっただけでなく、その後の美術館での鑑賞も最大限

に楽しめました。 

交流会で行った江戸木目込人形制作体験は、私たち

委員自らが企業に赴き、協議を重ねて企画したもので

した。社長さんに実際にお会いしてお話できる機会を

この歳で頂けたことは、私の人生にとってかけがえの

ない経験になりました。 

すべての経験が私を成長させてくれたとうきょう総

文。今大会が、誰かの成長のきっかけに、誰かの大切

な思い出になっていたら幸いです。 

ご協力頂いたたくさんの方、親身にご指導頂いた先

生方、ご参加頂いた皆様、なにより一緒に頑張ってき

た仲間たちに、心からのお礼を申し上げます。 

そして、駆けつけてくれた鹿児島総文の皆さんに、

感謝と、精一杯の応援を送りたいです。とうきょう総

文を糧に、きっと素晴らしい大会になることがとても

楽しみです。 

 

〈2023 かごしま総文にむけて〉 

 

  松木 陽           

鹿児島玉龍高等学校 ２年 

 

 いよいよ一年後の夏に鹿児島県で総合文化祭が開催

されます。2023 かごしま総文の大会テーマは 

「47 の結晶 桜島の気噴
い ぶ き

にのせ 紬
つむ

げ文化の 1 ページ」 

です。多くの作品が鹿児島に集い、全国の高校生の皆

さんと鹿児島で交流できることをとても楽しみにして

います。 

今回は鹿児島県の生徒実行委員長として、とうきょ

う総文 2022 に参加させていただきました。江戸木目

込人形の制作交流や参加者どうしの鑑賞交流、グラフ

ィックデザイナー佐藤卓先生による講演会や講評会な

どにも参加させていただき、本当に充実した２日間を

過ごすことができました。また、この２日間でとうき
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ょう総文の実行委員の方々の気配り、心配りを何度も

感じる場面がありましたし、会場周辺の観光案内や歴

史・文化について知る機会もあり、今まで知らなかっ

た東京の魅力にも触れることができました。開会式で

は、かごしま総文のマスコットキャラクターである

「かごまる」も登場しましたが、皆さんから温かく迎

え入れていただき、とても嬉しかったです。本当に素

敵な大会だったと感じています。 

 また、とうきょう総文 2022 に参加させていただい

たことで、どのようにかごしま総文を成功させたい

か、皆さんをお迎えしたいかといったイメージを明確

に持つことができました。コロナ禍で対面で活動をす

ることには制限があります。しかし、実際に自分で、

作品に触れることができ、スマホの画面や紙の作品集

などでは伝わらない美術作品の素晴らしさに改めて気

づきました。だからこそ、来年、安心して皆さんに鹿

児島に来ていただけるよう準備を進めてまいります。

交流する生徒の皆さんの様子を見て、はやくこの姿を

鹿児島でも見たいと思いました。鹿児島で皆さんを心

よりお待ちしております。 

 最後になりましたが、とうきょう総文 2022 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。このような素晴らしい総文祭に参加させて

いただけたことをとても嬉しく思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とうきょう総文 2022での「気づき・発見・感動」 

  

 

小峰 春菜 

 

美術・工芸部門  

霧島市立国分中央高等学校  

 

 8 月 1 日・2 日に東京都で開催された「とうきょう

総文 2022」の美術・工芸部門に参加しました。はじ

めに浅草公会堂で行われた開会式にて、大会出場者と

生徒実行委員合わせて 9 名で｢2023 かごしま総文祭｣

の PR をしました。鹿児島をモチーフとした大会マス

コットキャラクターのかごまるは「可愛い」と、大好

評でした。 

 グラフィックデザイナー佐藤卓さんによる講演会

「パイオニアであれ」では、「明治おいしい牛乳」な

どの代表作品を通して、自身のデザイン観について講

演してくださいました。鹿児島に帰ってからも身の回

りの商品パッケージや物の形を意識してよく観察する

と、見慣れているはずのものがどれも新鮮に見えまし

た。交流会は 6 人の班で行われ、各々の作品をカード

にして、出題者に質問をして作品を当てるゲームや、

作品を見て題を付けるゲームを通して鑑賞することが

出来ました。絵画だけでなく、立体作品についても学

ぶことができました。また、自分の作品を鑑賞者に題

を付けて解説してもらうことで、意図していた事が伝

わる嬉しさや、今まで無かった視点に気づく良い機会

になりました。木目込み人形の鞠を制作体験では、江

戸の伝統工芸品について深く知ることが出来ました。

互いの作品の鑑賞会では今まで無かった視点に気づく

ことが出来る良い機会になりました。 

 東京都美術館では約 400 点の美術・工芸作品が展示

されており、交流会で同じ班だった人たちの作品もあ

り、写真では伝わらない色彩や質感の良さを改めて感

じることが出来ました。自分の描いた作品と再会した

時、なんとも言えない不思議な気持ちになりました

が、全国から選ばれた作品の中に混ざって展示されて

いることがとても誇らしかったです。 

 複雑な社会情勢の中でこのような大会を運営してく

ださった実行委員、先生方、大会関係者の皆様に感謝

し、コロナ渦が収まり、来年度のかごしま総文祭が無

事に行われることを願っています。 
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「とうきょう総文２０２２に参加して」 

 

 

村田 渚月 

 

清流の国ぎふ総文 2024 生徒実行委員 

岐阜県立大垣工業高等学校 2 年 

 

私は今年度、初めての全国総文である「とうきょう

総文」に参加しました。この２日間参加してみて、と

ても楽しかったです。 

 一日目は美術・工芸部門の開会式でした。式の進行

や挨拶、紹介ビデオの制作など、生徒実行委員の皆さ

んによって行われていて、とても驚きました。開会式

後に行われた講演会では「パイオニアであれ」をテー

マに、グラフィックデザイナーの佐藤卓さんのお話を

聴くことができました。印象に残っているのは、「キ

シリトールガム」についての話です。「キシリトール

ガム」はスーパーやコンビニなどで売られています

が、売り場によって並べ方が異なっていて、デザイン

を工夫することで、どの並べ方でもその商品だと分か

りやすいようにしてあるということでした。その他の

パッケージについても、同じように「みんなが分かり

やすい」ということを考えて、シンプルなデザインに

してあることが分かりました。私はデザインについて

あまりよく知りませんでしたが、講演を聴いてデザイ

ンには絵画とは違い、相手に何かを伝えるメッセージ

性があり、それが大切なことだということが分かり良

かったです。 

二日目は、生徒交流会に参加しました。交流会には

鑑賞交流と制作交流があり、６～７人くらいのグルー

プに分かれて行いました。鑑賞交流はグループのメン

バーの作品写真を使ってカードゲームをしました。作

品の特徴をヒントにしてどれが自分の作品かを当てる

ゲームや、自分が選んだ作品に新しい題名を付けて、

他の人が当てるゲームなどをして交流しました。ゲー

ムを通して、一人一人の見方や考え方の違いが分か

り、とても面白かったです。制作交流は「木目込み技

法」を使った「毬」の体験制作をしました。体験した

ことのない初めての技法でしたが、何とか作ることが

でき、昔ながらの東京の文化に触れることができて良

かったです。この交流会の進行も最初から最後まで、

全て生徒実行委員の皆さんによって行われていて、そ

こにも驚かされました。２日間の行事に参加すること

ができて、多くのことを知り、体験することができま

した。県外の高校生との交流も新鮮でしたし、岐阜県

の代表として一緒に参加した他校の皆さん方と知り合

うこともできました。交流会の後には、東京都美術館

で作品鑑賞をしました。全国から集まった素晴らしい

作品を実際に観ることができ、いろんな表現方法に驚

かされました。佐藤卓さんの講評で観た作品や交流会

で一緒のグループだった人の作品もあり、何も知らず

に観るのとはちょっと違って面白かったです。また、

いつも有名な絵が飾ってある大きな美術館に、自分の

作品が展示してあるということが何よりすごいと思い

ました。とてもいい経験になりました。 

今回、色々なことが経験できました。この貴重な体

験をもとに、これからも制作活動に頑張っていけたら

いいと思います。また、再来年には「清流の国ぎふ総

文 2024」があります。私は来年のプレ大会までしか

関わることはできませんが、少しでも携わらせていた

だき、「とうきょう総文」の実行委員の方々のよう

に、より多くの皆さんに楽しんでいただけるような大

会にできるよう精一杯努力していけたら良いと思いま

した。 

「とうきょう総文２０２２に参加して」 

 

新井 玲亜 

岐阜県立斐太高等学校３年 

第４６回全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門 東

京大会に参加させていただきました。日本の首都であ

り、文化の中心でもある東京での開催は、全国の高校

生の感性や美術に対する情熱をいっそう全身で感じさ

せてくれました。作品の中には、自然と笑顔になって

しまうものやギリギリまで顔を近づけて見入ってしま

うものなどもあり、作者はどのような場所でどのよう

な生活を送っている高校生なのだろうと思いを馳せず

にはいられませんでした。 

 ２日目の交流会では、その想像していた作者像との

答え合わせができるような、会話の弾む楽しい雰囲気

でした。参加者の出展した作品がカードとなって行わ

れたカードゲームでは、遊び要素がありつつも制作者

のこだわりポイントや他の人から見た自分の作品のイ

メージを知ることができ新鮮な気持ちになりました。

また、江戸木目込みという技法を使った毬を互いに教
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え合って制作したり、時には趣味の話で盛り上がった

りとたくさん交流できたことがとても嬉しかったで

す。その中で感じたのは、彼らのものづくりへの好奇

心や好きという気持ちの強さです。そういうイキイキ

とした姿は、このところ自分の表現に行き詰まりを感

じていた私に、絵を描く楽しさや意欲を再び与えてく

れました。 

 そして講演会での佐藤卓さんのお話「パイオニアで

あれ」では、デザインの本質を実際に佐藤さんの手掛

けた作品と共にとても分かりやすく教えていただきま

した。「社会は経済や政治、教育、美術など様々な分

野から成り立っているが、デザインはそのようなジャ

ンル分けができるものではなく、むしろその全てに関

わっている」というお話は、特になるほどと思った考

えでした。自分の中のデザインの世界が広がった感覚

がしました。 

 これらの経験をこれからの人生の糧にして、何事に

も楽しむ気持ちを忘れず、そして視野を広げて生きて

いきたいと思います。素晴らしい大会に参加させてい

ただき本当にありがとうございました。 

 

「全国高等学校総合文化祭に参加して」 

 

熊谷 由依 

香川県立観音寺第一高等学校 ２年 

 思いおこせば、全国総合文化祭では制作をするのが

楽しみになるような有意義な時間を過ごすことができ

ました。 

 開会式ではグラフィックデザイナーである佐藤卓さ

んの講演をお聞きする機会がありました。数々の仕事

をされてきた佐藤さんが作品をどのような視点で見て

いるのか興味があったので、講評をいただけたのはと

ても貴重だったと思います。デザインは美術というカ

テゴリーを超えた範囲で全ての分野と繋がっていると

いう考えに納得し、自分の中でデザインに対する意識

を改めることができました。佐藤さんも学生時代など

は将来について迷ったり周囲との差に焦燥したりして

いたということを知り、進路に悩んでいる自分にとっ

て背中を押してもらえたように感じられました。 

 作品鑑賞では、全国の高校生の、枠にとらわれない

自由な発想に圧倒され、非常に刺激的な時間を過ごす

ことができました。大きさ、素材、世界観、手法など

あらゆるものが新鮮で、創作意欲が湧き自分の作品の

可能性をさぐることができたと思います。作品を出品

した全国の生徒が集まり行われた交流会にも参加しま

した。お互いの作品のカードを使ったゲームの中で制

作技法や表現内容について話し合い、相手の作品その

ものだけでなく、制作過程に思いを馳せることができ

興味深かったです。また、江戸木目込の鞠作り体験で

は、グループの仲間と同じ作業をすることで創作活動

を通して人と交流する喜びを味わうことができまし

た。 

   作品制作の中では行き詰まることもありました。失

敗を恐れて迷っている間は苦しかったですが、自分の

描きたいものや表現方法が見つかったときはとても充

実した制作ができることを知りました。限られた時間

で悩み抜いて納得するものを作ることの大変さと喜び

を体験することができたのではないかと感じていま

す。 

 今回の活動の中で感じたことを思い出しながら、こ

れからの制作を充実したものにしていきたいです。 
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〈2023 かごしま総文〉御挨拶（案内） 

 

 

 

小牟禮 雄一 

 

第 47 回 

全国高等学校総合文化祭 

美術・工芸部門代表委員 

（鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校） 

 

まずは第４６回全国高等学校総合文化祭（とうきょ

う総文２０２２）の開催に際しまして、新型コロナウ

イルス感染症の流行が、収束を見せぬ状況下で関係者

の皆さま方におかれましては、並々ならぬ苦労があっ

たと存じます。職員・生徒実行委員会もなかなか開く

ことができない中で、長期に渡る計画と運営に心から

敬服すると共に、立派な総文祭を成功させたことを、

心よりお祝い申し上げます。 

さて、次の総文祭は４７都道府県の最後の開催地で

ある鹿児島県です。第４７回全国高等学校総合文化祭

2023かごしま総文は 

「４７の結晶 桜島の気噴
い ぶ き

にのせ 紬
つ む

げ文化の１ページ」 

を大会テーマに、令和5年7月29日（土）から8月4日

（金）までの7日間で開催されます。鹿児島県では県

内の高校生が地域の皆様にも協力をいただきながら，

地元ならではの、おもてなしの心をもって国内外の高

校生や御観覧の方々をお迎えし，全ての皆様の記憶に

残る素晴らしい大会となるよう，準備を進めていると

ころです。鹿児島の歴史と文化を堪能して頂けたらと

思います。 

 美術・工芸部門大会では、全国展、部門開会式、共

同制作交流会、作品鑑賞交流会、講演会、講師による

作品講評会などを予定しており、盛りだくさんの３日

間を計画中です。   

各都道府県から選出された作品を展示する全国展

は、鹿児島市内の施設である、鹿児島市立美術館と県

歴史・美術センター黎明館の二館を会場に開催されま

す。一つひとつの作品に表わされた豊かな感性や、あ

ふれる想いを感じながらご鑑賞下さい。また、会場周

辺は「かごしま文化ゾーン」と呼ばれ、鹿児島の文化

や伝統を感じることができる地域となっております、

併せてご堪能して頂けたらと思います。 

 参加者同士の交流会は２つ用意しております。１つ

目は、開会式直後にある共同制作交流会です。鹿児島

の伝統的な郷土玩具「オッのコンボ」と呼ばれる、起

き上がり小法師を制作いたします。顔は自分の笑顔を

イメージして描き、体には世界三大織物に数えられる

奄美群島の大島紬の端切れで彩ります。鹿児島のお土

産としてピッタリではないかと思います。グループご

とに活動してもらい親交を深めた所で、２つ目の作品

鑑賞交流会を行います。展示会場でお互いの作品を見

せあい、鑑賞カードで意見交換することで旅の思い出

が、また一つ増えるのではないでしょうか。 

 最終日は講師による講演会を予定しております。全

国的に活躍する鹿児島出身のプロの作家に講演を頂

き、作品講評会も行っていただく予定です。高校生た

ちには大変な刺激になると思います。 

 以上、2023 かごしま総文の PR をさせて頂きまし

たが、新型コロナウィルス感染症の状況によっては、

計画通り進めることは困難な状況も考えられます。職

員・生徒一同で万感を排して準備を進めております

が、予定の変更などの可能性もあります。その際は、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます 

共同制作 オッのコンボ 
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かごしま大会以降の全国総文の予定 

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 

令和 7 年度(2025 年) 第 49 回全国高等学校総合文化祭 香川大会 


