
 美術・工芸部門用  
 

令和 4 年度 新潟県高等学校総合文化祭 第 36 回 美術・工芸、書道展（Web展）美術・工芸部門 出品要項  

主催・共催 新潟県高等学校文化連盟 新潟県教育委員会 
後援 新潟県高等学校長協会 新潟日報社 朝日新聞新潟総局 読売新聞新潟支局 毎日新聞新潟支局 NHK 新潟放送局 BSN 新潟放送 NST 新潟総合テレビ 

 TeNY テレビ新潟 UX 新潟テレビ２１ エフエムラジオ新潟 
 

展 覧 会  令和 4 年 10 月 13 日(木)〜16 日(日) 

W e b 展   令和 4年 11 月 4 日(金)～令和 5 年 2 月 28 日(火) Web 上で展示を行い、作品図録は制作しない。 

会  場  新潟県民会館ギャラリー 

 

目的   全県高校生の創造力を養い、情操豊かな人間形成に資するため、日頃の創作活動の成果を発表し研鑽と相互理解を深める。 

 

作品の登録 ～ 作品画像の入力 

◎作品の登録は、インターネットで「新潟県高等学校文化連盟」ホームページ（HP）内「出品システム」にて行います。 

入力の仕方は、同ホームページ（HP）→美術・工芸、書道専門部内の 「2022出品システム使い方」を参照ください。  
時期 各校顧問 注意事項 備考 

6 月 27 日(月) 

開始  ９：００ 

－ エントリー ～学校情報登録～ 期間 － 
① 「新潟県高等学校文化連盟」ＨＰから「美術・工芸」を 

クリック、「出品システム」のログインページへ。 

 

② ID、パスワード等を入力し「ログイン学校画面」から 

学校情報ページで生徒数、顧問等の情報をすべて入力して

ください。 

① 締切期日までにエントリーの無か

った学校は不参加扱いとします。

また締切後の追加エントリーには

一切応じません。 なお、参加の有

無の確認の連絡は致しませんの

で、ご注意ください。 

② エントリー後に、出品を見送る場

合は出品作品登録の期間中に、必

ず出品係までお知らせください。 

 

▼出品係より 

本日、第１回実行委員会で「出

品システム」利用のための「学

校コード」「枝番」「パスワー

ド」を配付しました。 

 

7 月 8 日(金） 

締切１２：００ 

7 月 20 日(水) 

開始１２：００ 

－出品作品登録 期間－ 
出品点数は、５月の登録部員数により決まります。 

部員数により、展示壁面の幅が割り振られます。 

 

① 「出品システム」各校の生徒・作品から出品者名、作品

題名、種別、作品サイズを入力してください。 

② 入力後、出展表ページから「出品票」を印刷して出品者

名、作品題名に間違いがないか必ず確認してください。 

③ 学校情報ページの「振込(予定)」に参加料の振込日を入

力してください。 

※出品作品等の登録内容に不備等がある場合は、係からメ

ールまたはＦＡＸ等で連絡し、修正して頂きます。 

8 月下旬までは、必ずメールチェックをお願いします。 

 

【出品資格】 

学年を問いません。ただし、全国展推

薦の審査対象は来年度高校に在籍し

ている生徒（全日制であれば現１・２

年生）に限ります。 

【作品サイズ】 

裏面の「作品規格」に従い、最大・最

小寸法にご注意ください。規格外作

品は出品できません。 

【壁面展示図】 

作品間隔は 15cm 以上とし、2段掛け

まで可。必ず作品の仕上がり寸法（額

やパネルの大きさ）を入力してくだ

さい。作品ページの「壁面位置：下か

ら◯段目、左から◯番目」は必ず入力

してください。壁面ページで、割り当

てオーバーの無いことを必ず確認し

てください。 

【出品票】 

作品裏面右側に 作品の上下（天地）

を必ず確認して貼ってください。 

▼批評交流係より 

「出品システム」にある批評

交流会の参加調査を忘れずに

入力してください。 

 

8 月 10 日(水) 

 

締切１２：００ 

8 月 10 日(水) 

開始１３：００ 

－参加料の振り込み 期間－ 
総文祭参加料を入金してください。 
１校１専門部あたり 5,000円（高文連未加盟校は 10,000円、特別支援学校は 2,500円） 

送金方法 〈郵便振り込み〉 

専用の振込用紙で、各校、美術・書道の合計額を振り込んでください。 

一旦入金された総文祭参加料は返金いたしません。 

※総文祭参加料については、会計係に問い合わせてください。 

▼搬入搬出係より 

9 月 9 日から関連書類、題

名札兼作品説明カードを発

送します。 

8 月 25 日(木) 

締切１３：００ 

9 月 28 日(水) 

集荷日 

－作品の集荷－ 
集荷前日 ９月２７日（火）までに出品票を作品裏面に貼り付

け梱包を完了し、各学校の職員玄関に置いてください。 
搬入は全て業者が行います。会場への直接搬入はできません。 

【作品集荷の前に確認をお願いします】 
出品作品の撮影 を済ませておいてください。 
画像登録（10/20-10/27）の際に必要なため。今年度も顧問撮影の

作品画像を Web 展にて公開します。 

10 月 12 日(水) 

作品搬入・展示 

－ 搬入、出品規格の確認、展示、顧問会議 － 

於：新潟県民会館ギャラリー 

－ 会期 － １０月１３日（木）〜１６日（日） 

－ 搬出 － １０月１７日（月）９：３０〜 

  

10 月 20 日(木) 

開始１２：００ 

1 0 月 2 7 日(木) 

締切１２：００ 

－ 出品作品の画像登録期間 － 
「出品システム」生徒・作品から、作品の画像を 

登録（アップロード）してください。 
 

 
 
 
画像登録については別紙参照。 

 

▼ 画像登録に関する問い合わせは Web 係へ 
(原則としてメールでお願いします） 

〒950-3343 新潟市北区上土地亀大曲761 
TEL：025-387-2761 FAX：025-388-5650 
豊栄高等学校  片桐 泰紀 
●メールアドレス : katagiri.yasunori@nein.ed.jp  
                                    長岡明徳高校  宮澤 正

樹 
                                
 



 美術・工芸部門用  

 

 

★県の展覧会と全国大会の作品規格は異なっているところがありますのでご注意ください。 

全国大会への推薦は「平面作品 5点、立体作品 2点」です。 

 

 

作品規格 

 

〈留意事項〉    

◆規格外の作品は出品できません。出品種別の作品規格を必ず確認してください。 

作品が規格外であった場合には審査対象にはなりませんので、ご注意ください。 

顧問は責任をもって作品規格の最終確認を行った上で梱包・発送をしてください。 

◆出品は、一人一点のみ。共同作品も同様。 

◆作品に関しては第三者の著作権・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、十分に注意してください。 万が一、権利の侵害から

生じる諸請求が発生した場合は、出品高校が責任を負い、事務局は一切の損害賠償等の責任は負いません。 

 

〈その他注意事項〉 

① 出品作品は努めて保護しますが、やむを得ず生じた事故に対してはその責任を負いません。 

② 本大会出品作品については、Web 展に氏名等が掲載されます。また全国ないし都道府県を問わず、次年度の高文連の活動に関係するポスター・パ

ンフレット・年報などの表紙や挿絵として採用される場合があります。使用の際は、本人・顧問への確認の上で行いますが、事前にご承知おきく

ださい。 

作品返却 未定。後日連絡致します。   

平面（壁面展示）  重さは 30kg以内  作品の厚さは壁面より 300mm 以内  現場で組み立てを要する作品は出品不可 

種別  サイズ  額装等  その他・注意事項 

絵画 〈県美工書展出品サイズ規定〉 
F10号(530mm×455mm)〜 
S50号(1168mm×1168mm) 
 
〈全国大会出品可能サイズ規定〉 
30号(長辺 910mm。S,F,P,M問わず)〜 
S50号(1168mm×1168mm) 

必ず額装すること。（縁をテープ類で巻くのは
額装とは認められません） 
ガラス入りの額装作品（ガラス絵の作品も）は、
出品できない。 

模写・石膏デッサン等は出品不可。 
サイズは作品画面のもの。 
額内の装飾マットなどは含まない。 

デザイン 〈県美工書展出品サイズ規定〉 
B3(364mm×515mm)〜 
B1(728mm×1030mm) 
 
〈全国大会出品可能サイズ規定〉 
B2(515mm×728mm)〜 
B1(728mm×1030mm) 

パネル張り、または額装。（縁をテープ類で巻
くのは額装とは認められません） 
ガラス入りの額装作品（ガラス絵の作品も）は、
出品できない。 

サイズは作品画面のもの。 
額内の装飾マットなどはサイズに含まない。 

版画 S50号以内  最小寸法の制限はなし ガラス入りの額装作品（ガラス絵の作品も）は、
出品できない。 

工芸 最大寸法 縦 2000mm×横 1000mm 

彫刻  
 

 

立体（空間展示）  重さは 50kg以内 

種別  サイズ  注意事項  その他 

彫刻 床面 700mm×700mm×高さ 2000mm 以内 壊れにくいこと。 

取り扱いが容易で複雑な組み立て等が不要で

あること。 

自立すること。  

組になっている作品も床面 700mm×700mm 以内

に収めること。 

立体作品や、インスタレーション作品に関して

は、作品送付時に必ず完成形の作品写真をつけ

ること。 
デザイン 

工芸 

 

映像作品 

 条件と時間  注意事項  その他 

モニターで再生できるもので、メディア(DVD、CD、

miniDV)等に記録された 3 分以内のノン・インタラ

クティブな作品に限る。 

床面 700mm×700mm×高さ 200mm 以内に機材等も含

めてはみ出し厳禁。 

＊再生機材は出品校が用意するものとする。 第三者の著作権侵害や音楽無断使用等になら

ないよう留意すること。 

◆出品係への問い合わせ   (原則としてメールでお願いします） 
〒954-0051 見附市本所2-2-21 
TEL：0258-62-0703 FAX：0258-62-0703  
創進学園高等学校  星野 宏喜 
●メールアドレス : hiroki.hoshino.1202@gmail.com 
                                    長岡明徳高校  宮澤 正

樹 
                                
 


