
平成３０年度

愛知県高等学校文化連盟各専門部

活動内容のまとめ



平成30年度「活動内容のまとめ」（吹奏楽専門部）

(1) 県大会・各支部大会

●県大会 12月15日（土）豊田市民文化会館

出場校 愛知県立春日井西高等学校 名古屋大学教育学部附属高等学校

 愛知県立千種高等学校 愛知県立名古屋南高等学校 大同大学大同高等学校

 愛知県立木曽川高等学校 愛知県立丹羽高等学校 愛知県立江南高等学校

 愛知県立東海商業高等学校 愛知県立豊野高等学校 愛知県立岡崎北高等学校

 愛知県立安城高等学校 愛知県立刈谷高等学校 愛知県立豊田北高等学校

 愛知県立岡崎西高等学校 愛知県立碧南高等学校 桜丘高等学校

 愛知県立小坂井高等学校 愛知県立豊橋東高等学校

特賞受賞校 愛知県立名古屋南高等学校，桜丘高等学校，愛知県立木曽川高等学校

全国高等学校総合文化祭代表校 愛知県立名古屋南高等学校

アートフェスタ代表校（コンサートホール） 愛知県立千種高等学校・愛知県立豊橋東高等学校

 （補欠校：春日井西，江南，大同，丹羽，豊野）

●支部大会

大会名 開催日 会場 参加校 共催団体

名北支部大会 11月 18日 (日) 瀬戸市文化センター 10

名南支部大会 11月 18日 (日) 知多市勤労文化会館  9

尾張支部大会 11月 3/4日 (土/日) 江南市民文化会館  23 尾張吹奏楽協議会

知多支部大会 11月 3日 (祝) 常滑市民文化会館 12 高吹連知多支部

西三支部(北)大会  5月 3日 (祝) 岡崎市民会館 18 高吹連西三北支部

西三支部(南)大会  5月 3日 (祝) 西尾市文化会館 13 高吹連西三南支部

東三支部大会 11月 17日 (土) 豊川市文化会館 21 高音研・高吹連東三支部

(2) 役員会・総会

会議名 開催日 会場

専門部総会  5月15日(火) 生涯学習推進センター

第１回役員会  5月15日(火) 生涯学習推進センター

第２回役員会 10月 9日(火) （開催せず）

第３回役員会 11月20日(火) 生涯学習推進センター

第４回役員会 12月15日（土） 豊田市民文化会館

第５回役員会  1月29日(火) 東海市芸術劇場

（3） アートフェスタ参加校

8月19日（土） 愛知産業大学工業高等学校（マーチング）・金城学院高等学校（バトン）

8月20日（日） 愛知県立安城東高等学校・愛知県立刈谷高等学校

(4) 全国高等学校総合文化祭参加校

桜丘高等学校
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平成３０年度「活動のまとめ」（合唱専門部） 

 

１ 合唱講習会 

  合唱を愛する県内の高校生全体の基礎的な技能や感性を高めることを目的とし，希

望者全員を対象として毎年開催している。今年度は７月２６日（木）午後１時より，

アートピアホールにて開催した。講師には，作曲家および合唱指揮者の石若雅弥氏を

お招きした。 

    前半の１時間は初心者を対象とした内容で，みなづきみのり作詩・石若雅弥作曲「歌」

を題材とし，作曲の際に大切にしたことやこだわった点を中心に指導していただいた。

後半の１時間はＮＨＫ全国学校音楽コンクールの課題曲でもある，「ポジティブ太郎

～いつでも始まり～」を題材に，基本的なハーモニー作りや作曲家が意図したことを

どのように汲み取り，それに相応しい音色を探るということを指導していただいた。 

 

２ 合唱祭（県大会） 

   各校の日頃の練習の成果を発表する場として合唱講習会と同日に開催した。午前ブ

ロックは１０時から１２時１５分，午後ブロックは１５時１５分から１７時３０分ま

でとし，合唱講習会を真ん中にはさみ，２つに分ける形でアートピアホールにて合唱

祭を開催した。参加校は４３校であった。途中に１回ずつ休憩をはさみ，計４時間を

超す行事となった。各校とも講習会でお世話になった講師の石若雅弥先生から，今後

の練習の手だてとなる貴重なアドバイスを頂くことができた。さらには高校生同士が

相互の演奏を講評し合あう交流の場として，感想シートの交換を行った。 

  また合唱祭の最後には，恒例になっている全員合唱を行ったが，共通のレパートー

を会場いっぱいに響かせ，好評のうちに合唱祭を終了することができた。 

 

３ 役員会・総会 

  ３０年度の総会は３月２日（金）に開催した。議題は２９年度事業報告・２９年度

会計報告・３０年度役員選出・３０年度事業計画案・３０年度予算案であったが滞り

なく承認された。また委員会は合唱講習会・合唱祭の準備に向けてのものが，５月２

３日（水）・６月２７日（水）に，また反省および次年度の計画についてのものが，

１２月５日（水）・１月２５日（金）・２月２７日（水）と合計５回開催された。会

場は名古屋市立向陽高等学校であった。 

 

４ アートフェスタ参加校 

  刈谷高校と愛産大三河高校・岡崎学園高校の合同合唱団が，８月１９日（日）に出

演し，見事な歌声を披露した。（会場：刈谷市総合文化センター大ホール） 

 

５ 全国高等学校総合文化祭出場校 

    犬山高校・菊里高校・桜台高校の合同合唱団が，８月１１（土）に出演した。全国

の仲間達に，愛知の代表としてはつらつとした歌声を披露した。  

（会場：長野市 ホクト文化ホール） 



器楽・管弦楽専門部 平成３０年度「活動内容のまとめ」 
 
（１） 専門部演奏会（県大会） 

第３４回専門部演奏会を、８月２日に名古屋市青少年文化センター（アートピアホール）

で行った。２０校、６０２名の生徒が参加し、リコーダーアンサンブル・バンド演奏・ジャ

ズアンサンブル・弦楽合奏・管弦楽といった様々な編成・ジャンルの音楽を演奏した。さら

に、愛知県合同ジャズアンサンブルと愛知県合同管弦楽団の演奏も行った。聴衆は３５３名

であった。 

参加校の増加に伴って、楽屋が足りない、終了時間が遅くなるという問題が出てきており、

今後の課題となっている。 

（２） 講習会 

 外部の専門家を講師として招き、年２回講習会を行っている。平成２９年度までは名古屋

市青少年文化センターを会場としていたが、今年度は向陽高校を会場として行った。 

 ６月１０日と１１月１８日に実施、専門家のアドバイスは今後の練習に大いに役立った。 

 午前と午後合わせて１０ぐらいの講座があり、部屋の確保・管理など、会場校の負担が極

めて大きい。次年度は別の会場で実施する予定である。 

 また合同ジャズアンサンブルは、上記講習会に加えて、７月２１日にも講習会を行った。 

（３） 役員会・総会 

 総会を４月１３日に実施。平成２９年度事業報告・会計報告など、平成３０年度役員決定、

事業計画・予算案などを審議した。さらに、専門部演奏会や信州総文祭の打ち合わせなどを

行った。 

 役員会を１１月１６日に実施。次年度の全国総文祭に向けてのオーディションなどを話し

合った。 

（４） 合同管弦楽団・合同ジャズアンサンブル 

 平成１２年度より県内加盟校の管弦楽部・弦楽部などから参加者を募集し、「愛知県合同管

弦楽団」を編成している。今年度は９校１５０名が専門部演奏会・アートフェスタに出演し

た。また、オーディションで８０名の生徒を選抜して、信州総文祭に臨んだ。 

 また、平成２１年度から「愛知県合同ジャズアンサンブル」も結成され、オーディション

を経た生徒たちが、専門部演奏会・全国総文祭に出演している。 

 合同管弦楽団は従来はオーディションに参加した生徒全員が専門部演奏会やアートフェス

タに出演していた。しかし人数が多過ぎて様々な障害が発生するようになった。したがって、

次年度は選抜メンバー８０名で、夏の３回の本番すべてを行うことにした。 

（５） アートフェスタ 

 愛知県合同管弦楽団が出演、交響詩「モルダウ」を演奏、さらに生徒実行委員会・合唱団

も加えてフィナーレを受け持った。合同オケ一連の行事の最後の出番、刈谷の立派なホール

でのびのびと演奏した。例年、フィナーレでのオーケストラと合唱の人数のアンバランスが

問題となっているので、編曲を工夫したり、オーケストラの生徒にも歌わせたりして対応し

た。しかしまだ十分ではないので、今後の課題である。 

（６） 全国高等学校総合文化祭（信州総文祭） 

 台風が心配されたが無事に実施できた。愛知県合同管弦楽団と合同ジャズアンサンブルが

参加。両団体とも息の合った演奏を披露し、愛知県のレベルの高さを全国に発信した。 

（７） 研究集録 

 特に作成していない。 



平成３０年度「活動内容のまとめ」〔日本音楽専門部〕 

（１）県大会 

    愛知県高等学校文化連盟日本音楽部門第３３回発表会（箏曲・能楽） 

     日 時   平成３1 年 1 月１２日（土）１３：００～１７：００ 

     会 場   名古屋市青少年文化センター アートピアホール 

           （ナディアパーク１１階） 

     参加校   １４校 

     参加者数  ２３０９名（観客者数含む） 

     最優秀校  愛知県立東海南高等学校 

           名古屋市立菊里高等学校 

           （上記の東海南校 1 校が平成３1 年度全国総文祭に参加する） 

（２）研修会 

     日 時   第１回 平成３０年 ６月１６日（土）１０：００～１２：００ 

           第２回 平成３０年 ８月２５日（土）１０：００～１２：００ 

           第３回 平成３０年１２月１５日（土）１０：００～１２：００ 

     会 場   正絃社会館 

     内 容   箏曲の基本奏法、箏曲の生徒への指導法 

     講 師   正絃社家元 野村祐子先生 

（３）専門部会・理事会・総会・全国専門部会議 

     専門部会  第１回 平成３０年 ４月２５日（水）１４：３０～１６：３０ 

           第２回 平成３０年 ９月１９日（水）１４：００～１６：３０ 

           第３回 平成３０年１０月１７日（水）１３：３０～１６：３０ 

           第４回 平成３０年１１月２８日（水）１４：００～１７：３０ 

           第５回 平成３１年 １月２３日（水）１３：３０～１６：３０ 

 第６回 平成３１年 ２月２０日（水）１４：００～１６：３０ 

       名古屋市青少年文化センター ９階 研修室 

     全国理事会・総会  平成３０年５月２５日（金） 

               東京芸術劇場小会議室７ 

               部会長（藤ノ花女子高等学校長）は欠席 

     全国専門部会議   平成３０年８月 ９日（木） レザンホール（塩尻市） 

               専門部（県立東海南高校）が出席 

（４）愛知県高等学校総合文化祭～アートフェスタ～ 

    出演校 県立半田高校、安城学園高校と刈谷文化協会の協演 

８月１８日(土)、１９日(日)、刈谷市総合文化センター 大ホール 

    実行委員校 県立鳴海高校（受付担当） 

（５）第４２回 全国高等学校総合文化祭長野大会 

     出演校   県立東海南高校〔筝曲〕、名古屋市立菊里高校〔箏曲〕 

     日 時   平成３０年８月１０日（金）～１１日（土） 

     会 場   長野県  レザンホール（塩尻市） 

     結 果   両校ともに上位８位内に入賞  

県立東海南高校は『文部科学大臣賞』を受賞 

名古屋市立菊里高校は『優良賞』を受賞 

（６）第２９回 全国高等学校総合文化祭優秀校 東京公演 

     出演校  県立東海南高校〔箏曲〕  

日 時  平成３０年８月２５日（土）～２６日（日） 

     会 場  東京都 国立劇場 

（７）研究集録 

     特になし 

（８）特記事項 

     特になし 



2018 年「活動内容のまとめ」（吟詠専門部） 

 

（１）地区大会・県大会・東海大会 

   県大会（平成 31 年度 2 月 10 日岡崎市せきれいホール） 

 

（２）講習会・研修会 

   全国高等学校総合文化祭、アートフェスタにむけた合同練習 

（平成 30 年 7 月 25 日美和文化会館） 

 

（３）役員会・総会 

   顧問会議（平成 30 年 5 月 9 日生涯学習推進センター） 

   顧問会議（平成 30 年 7 月 25 日美和文化会館 

   顧問会議（平成 30 年 11 月 30 日名古屋南高等学校） 

   顧問会議（平成 31 年 2 月 10 日岡崎市せきれいホール） 

 

（４）アートフェスタ参加校 

   県立稲沢高等学校、県立佐屋高等学校、県立名古屋南高等学校、岡崎学園高等学校 

 

（５）全国高等学校総合文化祭参加校 

   県立稲沢高等学校、県立佐屋高等学校、県立名古屋南高等学校、岡崎学園高等学校 

 

（６）研究集録 

   なし 

 

（７）特記事項 

   なし 



平成３０年度「活動内容のまとめ」（郷土芸能専門部） 

 

１．県大会 

 （１）日時 平成３０年１１月２３日 

 （２）会場 知立市文化会館大ホール 

 （３）出演校（出演順）１７校 

  ①県立犬山高校 からくり文化部 ②桜丘高校 和太鼓部 ③県立安城南高校 和太鼓部 

  ④県立松平高校 わ太鼓部 ⑤愛知産業大学三河高校 ⑥県立岡崎聾学校 和太鼓部 

  ⑦名古屋市立緑高校 和太鼓部 ⑧県立春日井南高校 和太鼓部 

  ⑨県立安城農林高校 郷土芸能クラブ ⑩県立佐屋高校 和太鼓部  

⑪修文女子高校 和太鼓部 ⑫県立内海高校 和太鼓部 ⑬県立松蔭高校 和太鼓部 

⑭豊川高校 和太鼓部 ⑮県立豊丘高校 和太鼓部 ⑯県立一色高校 和太鼓部 

⑰日本福祉大学付属高校 和太鼓部 

 

 （４）受賞校 

優秀賞（出演順）２校 〇県立松蔭高校 ○日本福祉大学付属高校  

優良賞（出演順）２校 ○桜丘高校 〇県立豊丘高校  

審査員特別賞（出演順）３校 〇県立松平高校 〇県立岡崎聾学校  

〇県立安城農林高校 

２．講習会・研修会  

 （１）和太鼓・篠笛・伝承芸能講習会  専門部として実施５年目 

   日時：平成３１年１月２７日（日） 

会場：日本福祉大学 及び 日本福祉大学付属高校 

講師：邦楽集団「志多ら」 

 （２）研修会 実施せず 

３．役員会・総会 

 （１）顧問会議 

    ５月２５日（金）第１回顧問会議 県立松蔭高校 

    ７月 ５日（木）第２回顧問会議 知立市文化会館 

   １１月１４日（水）第３回顧問会議 知立市文化会館 

   １２月 ５日（水）第４回顧問会議 県立松蔭高校 

４．アートフェスタ参加校 

   ○桜丘高校 ○県立安城農林高校 

５．全国高等学校総合文化祭（長野大会）参加校 

   ○日本福祉大学付属高校 ○県立松蔭高校 

６．研究集録 なし 

７．特記事項  

  〇平成３０年度愛知県教育奨励賞受賞 

    知事表彰：日本福祉大学付属高校和太鼓部 

    教育委員会表彰：県立松蔭高校和太鼓部 



平成３０年度「活動内容のまとめ」（演劇専門部） 

 

（１）地区大会・県大会・中部大会 

Ａ 地区大会 

地区 日程 会場 参加校数 

名古屋第１地区 

名古屋第２地区 

名古屋第３地区 

名古屋第４地区 

尾張地区 

知多地区 

西三河第１地区 

西三河第２地区 

東三河地区 

７月２５日～２８日 

７月２５日～２８日 

７月２５日～２８日 

７月２４日～２８日 

７月２５日～２８日 

７月２７日～２９日 

７月２５日～２６日 

７月２０日～２２日 

７月２５日～２８/３１日 

名東文化小劇場 

守山文化小劇場 

緑文化小劇場 

港文化小劇場 

稲沢市民会館 

武豊町民会館 

岡崎市せきれいホール 

知立市文化会館 

穂の国とよはし芸術劇場 

１６ 

１４ 

１６ 

１４ 

１９ 

１１ 

１０ 

１４ 

１８ 

 

Ｂ 県大会 

 ８月８日（水）から１２日（日）まで、名古屋市青少年文化センターアートピアホールで、

名古屋第２・第４地区の担当で行われた。参加校は２６校。 

 

Ｃ 中部大会 

 １２月２３日（日）から２６日（水）まで、鯖江市文化センター（福井県）でおこなわれ

た。愛知県からは名古屋市立緑高等学校、愛知県立尾北高等学校、愛知県立名古屋南高等学

校、愛知県立刈谷東高等学校、大同大学大同高等学校、南山高等学校女子部、が参加した。 

 

Ｄ 合同発表会 

地区 日程 会場 

名古屋第１地区 

名古屋第２地区 

名古屋第３地区 

名古屋第４地区 

尾張地区 

知多地区 

西三河第１地区 

西三河第２地区 

東三河地区 

３月２１・２３・２４日 

３月２２日～２５日 

３月２８日～３１日 

３月２４/２６日～２８日 

３月２１日～２４日 

３月２６日～２８日 

１２月２６日～２７日 

１２月２２日～２３日 

２月２・３・９・１０日 

名古屋市立中央高等学校 

守山文化小劇場 

南文化小劇場 

港文化小劇場 

アイプラザ一宮 

アイプラザ半田 

豊田市文化会館小ホール 

知立市文化会館 

穂の国とよはし芸術劇場 

 



（２）講習会・研修会 

Ａ 演劇教室 

 ６月２日・３日の２日間、名古屋市青少年文化センターアートピアホールで行った。なご

や芝居の広場の「暮しの詩」の上演を行った。２日間で１１８３名と多くの参加者があった。 

 

Ｂ 地区講習会 

地区 日程 会場 

名古屋第１地区 

名古屋第２地区 

名古屋第３地区 

名古屋第４地区 

尾張地区 

知多地区 

西三河第１地区 

西三河第２地区 

東三河地区 

名古屋地区合同 

６月９日 

６月９日 

６月９日 

６月９日 

４月３０日／１０月２８日 

６月９日 

５月２６日 

５月２６日 

４月１７日／２８日 

１１月３日 

名東文化小劇場 

守山文化小劇場 

緑文化小劇場 

港文化小劇場 

稲沢市民会館・滝高等学校 

ゆめたろうプラザ 

岡崎市せきれいホール 

安城農林高等学校 

穂の国とよはし芸術劇場 

名古屋市演劇練習館 

 

（３）役員会・総会 

１事務局会議・運営委員会 

 平成３０年 ４月１４日（土）中部支部長会議（鯖江市文化センター） 

       ４月２７日（金）県支部運営委員会（中村高校） 

       ４月２８日（土）県支部事務局会議（椙山女学園高校） 

       ５月１１日（金）中部本部総会（鯖江市文化センター） 

       ５月１８日（金）春季顧問総会（東別院会館） 

       ５月１９日（土）顧問研修会（名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校） 

       ５月２６日（土）県支部事務局会議（椙山女学園高校） 

       ６月１６日（土）県支部事務局会議（椙山女学園高校） 

         ６月２９日（金）県支部運営委員会（中村高校） 

       ８月 ６日（月）県支部事務局会議（名古屋市青少年文化センター） 

         ８月 ９日（木）県支部運営委員会（名古屋市青少年文化センター） 

       １０月 ５日（金）県支部事務局会議（中村生涯学習センター） 

       １０月１２日（金）県支部運営委員会（中村高校） 

      １１月３０日（金）冬季顧問総会（日本福祉大学東海キャンパス） 

 平成３１年 ２月 ８日（金）県支部事務局会議（中村生涯学習センター） 

         ２月２２日（金）県支部運営委員会（中村高校） 



       ３月３０日（土）新旧事務局引継会（豊橋商業高校） 

     

（４）アートフェスタ参加校 

  名古屋市立緑高校   「修学旅行」   

  愛知県立刈谷東高校  「Making of  『赤い日々の記憶』」   

 

（５）全国高等学校総合文化祭参加校 

  本年度は参加校無し 

 

（６）春季全国研究大会参加校 

  南山高等学校女子部  「by us」 

 

（７）研究収録 

  ５月に昨年度の総括集を発行 

 

（８）特記事項 

  第１３回春季全国高等学校演劇研究大会を、穂の国とよはし芸術劇場 PLAT にて開催

した。 
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平成３０年度「活動内容のまとめ」（放送専門部） 

 

１ 主催する大会・コンテスト 

【第３１回 愛知県高等学校総合文化祭 放送部門県大会】 

 (1) 日時 

   平成３０年１１月１１日（日） ９：２０～１６：３０ 

 (2) 主催 

   愛知県高等学校文化連盟放送専門部 

 (3) 後援 

   愛知県・愛知県教育委員会・名古屋市・名古屋市教育委員会・知立市教育委員

会・愛知県私学協会 

 (4) 会場 

   知立市中央公民館（知立市広見３丁目１番地） 

 (5) 参加数 ４５校 

  《アナウンス部門》 ６２名 

  《朗読部門》 ７３名 

  《オーディオピクチャー部門》 １３作品 

  《ビデオメッセージ部門》 １８作品 

 (6) 優秀賞受賞者・受賞作品 

  《アナウンス部門》 

 光ヶ丘女子高等学校   石原 彩希 

 愛知県立豊田西高等学校 早水 瑠菜 

 愛知県立安城南高等学校 坂田 愛 

  《朗読部門》 

 名古屋市立菊里高等学校 時田 桃々子 

 愛知県立岡崎東高等学校 德永 菜月 

 愛知県立刈谷高等学校  青山 愛 

  《オーディオピクチャー部門》 

 愛知県立安城東高等学校  「ワールデン」 

  《ビデオメッセージ部門》 

 愛知県立刈谷高等学校 「消えゆく手仕事～農鍛冶１００年の仕事～」 

 愛知産業大学三河高等学校 「饗庭塩～塩の道～」 

 

【第６４回 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 愛知県大会】 

 (1) 日時 

   平成３０年 ６月１０日（日） ９：５０～１６：００ 

１７日（日） ９：５０～１６：００ 

 (2) 主催 

   愛知県高等学校視聴覚教育研究協議会（運営主体） 

   愛知県高等学校文化連盟放送専門部 

   ＮＨＫ名古屋放送局 

 (3) 会場 

   刈谷市産業振興センター（刈谷市相生町１丁目１番地６） 
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【第３３回 愛知県高校放送コンテスト ジュニア大会】 

 (1) 日時 

   平成３０年 １月１３日（日） ９：３０～１６：３０ 

 (2) 主催 

   愛知県高等学校視聴覚教育研究協議会（運営主体） 

   愛知県高等学校文化連盟放送専門部 

 (3) 会場 

   刈谷市産業振興センター（刈谷市相生町１丁目１番地６） 

 

２ 講習会 

  (1) 第４７回高校生のための放送講座 

   平成３０年４月２８日（土） １０：００～１６：００ 

   刈谷市総合文化センター（刈谷市若松町二丁目１０４） 

   内容…アナウンス・朗読、番組制作（生徒・顧問対象） 

  (2) 平成３０年度 三河地区放送部講習会 

   平成３１年 ３月１６日（土） ９：３０～１６：３０ 

   愛知県立蒲郡高等学校（蒲郡市上本町８―９） 

蒲郡市生命の海科学館（蒲郡市港町１７―１７） 

   内容…番組制作、アナウンス・朗読（生徒対象） 

 

３ 専門部会 

  第１回 平成３０年 ４月１１日（水） 日本特殊陶業市民会館 

  第２回 平成３０年 ９月２６日（水） 知立市中央公民館 

  第３回 平成３０年１１月 ７日（水） 知立市中央公民館 

  第４回 平成３１年 １月３０日（水） 名古屋市音楽プラザ 

 

４ アートフェスタ参加校 

  《ビデオメッセージ発表》 

   愛知県立刈谷高等学校  「消えゆく手仕事～農鍛冶１００年の仕事～」 

   愛知県立安城東高等学校 「饗庭塩～塩の道～」 

   名古屋市立名東高等学校 「名古屋のこと、きらい？」 

  《総合司会》 

名古屋市立菊里高等学校   時田 桃々子 

愛知県立刈谷高等学校   青山 愛 

名古屋市立菊里高等学校   西山 みづき 

愛知県立時習館高等学校   藤井 佑衣 

  《生徒実行委員》 

 県立瀬戸窯業高等学校   西岡力哉・高木雄介 

  《記録（ビデオ）》 

県立安城東高等学校・県立瀬戸窯業高等学校・県立岡崎北高等学校・ 

県立岡崎東高等学校・県立岡崎西高等学校・県立時習館高等学校・ 

県立豊丘高等学校・県立尾西高等学校・安城学園高等学校 
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５ 第４２回 全国高等学校総合文化祭（長野大会）参加校 

  《アナウンス部門》 

 光ヶ丘女子高等学校    石原 彩希 

 愛知県立岡崎北高等学校 鈴木 渚沙 

金城学院高等学校     磯谷 みずほ 

  《朗読部門》 

光ヶ丘女子高等学校       川村 梨里花  

名古屋市立向陽高等学校   水谷 梓沙 

光ヶ丘女子高等学校      竹内 綾 

  《オーディオピクチャー部門》 

 愛知県立豊丘高等学校 「下を向いて歩こう ～地面にある文化～」 

  《ビデオメッセージ部門》 

 名古屋市立菊里高等学校 「4K～私たちのビジョン～」 

 愛知県立豊丘高等学校  「座るだけが畳じゃない！」 

  《ＣＭ部門》 

 愛知県立刈谷高等学校  「諏訪プレミアムショップ（SUWA ガラスの里）」 

 

６ 研究集録 

  特になし 

 

７ 特記事項 

  (1) アートフェスタ－愛知県高等学校総合文化祭－打合せ会 

   平成３０年７月２１日（土） １４：００～１６：３０ 

   刈谷市産業振興センター（刈谷市相生町１丁目１番地６） 

   内容…アートフェスタ係生徒の打合せと指導 



平成３０年度「活動内容のまとめ」（囲碁専門部）

１　県大会・東海大会・全国大会

(1)　第４２回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会愛知県大会　

個人戦・段級位認定戦（6/2土）

個人戦参加人数　男子１２名、女子１０名

男子　優勝　井川崚吾 (名電高校３年)　準優勝　小笠原長太郎 (豊田高専２年)

女子　優勝　加藤優希（名大附高校１年）準優勝　永井ひかる（名城大附高校１年）

春季段級位認定戦（取得者：段位５名、級位６９名）

参加校　５４校　参加人数２０４名（２日間参加総数）

団体戦（6/9土）

参加校　男子 ８校１４チーム　　女子 ４校５チーム

男子優勝　旭丘高校　　女子優勝　愛知淑徳高校Ａ

(2)　第４２回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会全国大会（7/23月,24火,25水）

日本棋院東京本院

個人戦男子　井川崚吾　　１次リーグ　小笠原長太郎　１次リーグ

個人戦男子（推薦）　北芝礼　１次リーグ

個人戦女子　加藤優希　　第５位

団体戦男子　旭丘高校　　第６位

団体戦女子　愛知淑徳高校　１次リーグ

(3)　第４０回秋季愛知県高校囲碁選手権大会（10/6土）

個人戦参加人数男子７名、女子４名

団体戦参加校　　男子 ２校２チーム　女子 ４校４チーム

個人戦男子　優勝　　北芝　礼 (旭丘高校１年)

　　　　　　準優勝　小笠原長太郎 (豊田工専２年)

個人戦女子　優勝　　加藤優希（名大附高校１年）

　　　　　　準優勝　永井ひかる（名城大附高校１年）

団体戦男子　優勝　知立東高校　　　準優勝　中央高校

団体戦女子　優勝　愛知淑徳高校　　準優勝　桜花学園高校

秋季段級位認定戦（取得者：段位４名、級位６０名）

参加校　２０校　参加人数１１７名（参加総数）

(4)　第３８回東海地区高校囲碁選手権大会（11/17土,18日）　　北館いせシティプラザ

個人戦男子　北芝　礼　　優勝　　　　小笠原長太郎　　４位　

個人戦女子　加藤優希　　優勝　　　　永井ひかる　　　４位

団体戦男子　知立東高校　　５位　　　中央高校　　　　７位　　　　　

団体戦女子　愛知淑徳高校　２位　　　桜花学園高校　　５位



(5)　第１３回全国高等学校囲碁選抜大会（3/16土,17日）　大阪商業大学

東海ブロック代表　　個人戦男子　北芝　礼　　　　準優勝

　　　　　　　　　　９路盤男子　小笠原長太郎　　５位　

　　　　　　　　　　個人戦女子　加藤優希　　　　４位　

２　講習会・研修会

(1)　平成３０年度囲碁部指導者講習会（8/1水）　参加人数４名

(2)　高文祭囲碁大会（8/1水）時にプロによる解説及び指導碁

(3)　秋季県大会（10/6土）時にプロによる指導碁

(4)　東海地区高等学校囲碁選手権大会（11/18日）時にプロによる指導碁

３　役員会・総会

(1)　役員会　　

４月１７日（火）　　平成２９年度事業報告、平成３０年度事業計画等

５月２９日（火）　　春季県大会準備等

７月２７日（金）　　高文祭囲碁大会準備、総会準備等

１０月２日（火）　　秋季県大会準備等

１月２２日（火）　　平成３０年度事業報告、平成３１年度事業計画等

(2)　高文連囲碁専門部及び高等学校囲碁連盟総会　　８月１日（水）

※高文祭囲碁大会、指導者講習会と前後して実施

４　第３１回愛知県高等学校総合文化祭囲碁大会　（8/1水）　

参加人数　１０７名（段級位取得者　段位４名　級位６０名）

５　第４２回全国高等学校総合文化祭（8/7火,8/8水）長野県 黒部観光ホテル

個人戦男子　井川崚吾　(名電高校３年)　 　 １１位

個人戦女子　岡田友花　(桜花学園高校２年)  ３５位

県別団体戦　杉本　捺  (中央高校３年)

小笠原長太郎　(豊田高専２年)

森田紗帆  (南山高校２年)　　　６位

６　研究集録

愛知の高校囲碁第３０号（平成３０年度）

７　特記事項

特になし



平成 30 年度「活動内容のまとめ」（将棋専門部） 

 

（１）地区大会・県大会・東海大会 

 第５４回全国高校将棋選手権大会愛知県大会 ５月４、５日 

  男子の部 

   団体（２８校５６チーム） 

    明和Ａ（伊藤悟１、伊藤光祐１、千葉将太郎２）/愛工大名電Ａ/ 

名電Ｂと東海Ａ 

   個人（４２校２５３名） 

    木村隼己・豊田高専２/瀬野・名電２/武藤・名大附属３と森・東海３ 

    水谷悠人・豊田西２/河合・岡崎１/坂東・東海３と御給・東海２ 

    各組優勝者の２名が全国大会へ 

  女子の部 

   団体（２校２チーム） 

    南山女子部（後藤祐里２、向井亜美３、岩岡良香３）［全国優勝］/瑞陵 

   個人（６校７名） 

    木村野乃花・津島３/水野智花・南山女子３/平田瑞貴・松蔭３/後藤・南養護３ 

上位２名が全国大会へ 

  名古屋高校（団体戦２９校５８チーム、個人戦２６０名４５校 

のべ４３４名参加 前年度３９９名） 

 

 第７９回東海三県高校将棋大会 ７月１６日 

     団体  

    Ａリーグ 名電/鶯谷/東海/旭丘/南山女子/岐阜北  

     入れ替え戦 

      （Ａ残留）南山女子２－１南山男子 

            岐阜北０－３明和（Ａ昇格） 

    Ｂリーグ 明和/南山男子/松蔭/大垣北/豊田西/刈谷 

     入れ替え戦 

       （Ｂ残留）豊田西３－０天白 

             刈谷０－３瑞陵（Ｂ昇格） 

    Ｃリーグ 瑞陵/天白/四日市/四日市中央工/岐阜/加納 

     入れ替え戦 

             岐阜１－２高田（Ｃ昇格） 

             加納０－３岡崎（Ｃ昇格） 

    Ｄリーグ 岡崎/高田/栄徳/岡崎北/誠信/滝 

     入れ替え戦 

             誠信１－２春日井東（Ｄ昇格） 

              滝０－３名古屋（Ｄ昇格） 

    Ｅリーグ 名古屋/春日井東/中村/津島東/大成/愛産大工 



     入れ替え戦 

             大成１－２鳴海（Ｅ昇格） 

          愛産大工業０－３知立東（Ｅ昇格） 

    Ｆリーグ 知立東/鳴海/幸田/豊川/惟信/愛産大三河 

     入れ替え戦  

惟信１－２東郷（Ｆ昇格） 

          愛産大三河１－２旭野（Ｆ昇格） 

    Ｇリーグ 旭野/東郷/北/小牧南/刈谷北 

  

   個人 

    眞田あくばる・北星２/石﨑・桑名２/吉田・名電２/笹田・四日市２ 

  東海高校（団体戦４１校、個人戦１５５名４７校、計２７８名５４校） 

 

第２７回全国高等学校文化連盟将棋新人大会愛知県大会 １０月２８日 

  男子の部 

   紅組 

    河合勇樹・岡崎１/伊藤悟・明和１/中川・東海１/角谷・刈谷２  

   白組 

    瀬野泰平・愛工大名電２/亀山・名電１/兵藤・名電１/吉田・名電２ 

紅白優勝者の２名が全国大会へ 

  女子の部 

    磯谷祐維・中部大春日丘１/後藤祐里・南山女子部２/西村有里子・津島東２/ 

浅野茉莉美・津島２ 

上位４名が全国大会へ 

  東海高校 （男子２０７名３６校、女子４名３校 

計２１１名３８校参加 前年度２２４名） 

 

第８０回東海三県高校将棋大会 ２月１１日 

   団体  

    Ａリーグ 名電/鶯谷/東海/明和/旭丘/南山女子  

     入れ替え戦 

        （Ａ残留）旭丘２－１瑞陵 

           南山女子０－３豊田西（Ａ昇格） 

    Ｂリーグ 豊田西/瑞陵/南山男子/松蔭/岐阜北/大垣北 

     入れ替え戦 

            岐阜北０－３四日市（Ｂ昇格） 

            大垣北０－３岡崎（Ｂ昇格） 

    Ｃリーグ 岡崎/四日市/天白/高田/刈谷/四日市中央工 

     入れ替え戦 

        （Ｃ残留）刈谷２－１春日井東 



    （Ｃ残留）四日市中央工２－１名古屋 

    Ｄリーグ 名古屋/春日井東/岐阜/加納/岡崎北/栄徳 

     入れ替え戦 

            岡崎北０－３津島東（Ｄ昇格） 

             栄徳１－２知立東（Ｄ昇格） 

    Ｅリーグ  知立東/津島東/誠信/滝/中村/鳴海 

     入れ替え戦 

        （Ｅ残留）中村２－１愛産大工 

             大成０－３豊川（Ｅ昇格） 

Ｆリーグ  豊川/愛産大工/旭野/幸田/東郷/北/大成 

 

   個人 

    磯谷祐維・中部大春日丘１/伊藤・鈴鹿２/千崎・小牧工３/富田・東海１ 

  東海高校（団体戦３１校、個人戦３９校１２３名、計４４校２１６名） 

 

（２）講習会・研修会 

 ２０１８年６月１０日 南芳一九段による研修会を実施した。 

２０１９年２月１１日 中田章道七段による講習会を実施した。 

 

（３）役員会・総会 

 ２０１８年５月４、５日  愛知県高校将棋連盟総会 

 ２０１９年２月１１日   愛知県高校将棋連盟顧問会議 

 

（４）アートフェスタ参加校 

なし 

 

（５）全国高等学校総合文化祭参加校 

 愛 知 県 立 明 和 高 等 学 校  

豊 田 工 業 高 等 専 門 学 校  

愛 知 県 立 豊 田 西 高 等 学 校  

南 山 高 等 学 校 女 子 部  

愛 知 県 立 津 島 高 等 学 校  

 

（６）研 究集録  

 な し  

 

（７）特 記事項  

 な し  



平成３０年度 活動内容のまとめ《美術・工芸専門部》 

 

１．各支部展 

（１）『名古屋』支部展  

①平成３１年１月１６日（水）～２０日（日） 於 名古屋市博物館 

②出品参加校  ４８校 

③出品点数  ４１８点（平面３８６点・立体３２点） 

④出品者数  ４３９名 

⑤入場者数  ６５４名 

（２）『東三河』支部展  

①平成３１年１月１６日（水）～２０日（日） 於 豊橋市民文化会館 

②出品参加校  ２３校 

③出品点数  ２４８点（平面２２２点・立体２６点） 

④出品者数  ２２８名 

⑤入場者数  ６３４名 

（３）『西三河』支部展  

①平成３１年１月２３日（水）～２７日（日） 於 岡崎市美術館 

②出品参加校  ３７校（含：未加盟校１） 

③出品点数  ４５８点（平面４２７点・立体３１点） 

④出品者数  ４８４名 

⑤入場者数  ７５２名 

 

２．実技講習会 

（１）『名古屋』支部 

①７月１日（日）人物クロッキー（ウィンク愛知） 

      ・参加校数 １５校  参加人数 ７４人 

②３月１６日（土）鑑賞ワークショップ『辰野登恵子オン・ペーパーズ』展 

（名古屋市美術館） 

・参加校数 ８校  参加人数 ４０人 

（２）『東三河』支部 

①８月２日（木）「岸田劉生展」学芸員による展示作品解説及び鑑賞会  

（豊橋市美術館）  

・参加校数１０校  参加者数７１名（生徒５９名） 

（３）『西三河』支部 

①８月２７日（月）絵画・立体造形・アニメーション制作講座（愛知産業大学） 

・参加校数１０校  参加者数７１名 

②１０月２１日（日）「平成しんちう屋 深掘隆介展」（刈谷市美術館） 

・参加校数１０校  参加者数６３名（生徒５４名） 

 

 

 



３．委員会、総会、専門部会、顧問会 

（１）委員会及び専門部会 

    ① ５／２２（火）第１回委員会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ② ６／２６（火）総会及び第１回専門部会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ③１１／２０（火）第２回委員会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ④ ２／５（火）代表作品選考会及び第２回専門部会（安城市文化センター） 

１３：００～ 

（２）支部顧問会等 

ア.『名古屋』支部 

①１０／ ９（火）第１回顧問会議（瀬戸北総合高校）14:00～ 

②１１／２７（火）第２回顧問会議（瀬戸北総合高校）14:00～ 

③１２／２５（火）展示会場最終打ち合せ（名古屋市博物館） 

④ １／２０（日）第３回顧問会議（名古屋市博物館）14:30～ 

イ.『東三河』支部 

    ①１０／ ９（火）第１回顧問会議（豊橋市民文化会館）14:00～ 

    ② １／２０（日）第２回顧問会議（豊橋市民文化会館）14:00～ 

ウ.『西三河』支部 

    ① ９／１８（火）幹事校委員会（猿投農林高校）14:00～ 

    ②１０／３０（火）第１回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

③１２／２５（火）第２回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

    ④ １／２７（日）第３回顧問会議（岡崎市美術館）13:00～ 

 

４．アートフェスタ出品校 （ ）内は点数 ※含：第４２回信州総文出品作品 

（１）『名古屋』支部 

名古屋西（２）、春日井西（１）、長久手（２）、木曽川（４）常滑（１） 

名古屋大学教育学部附属（３）、中村（１）、市立北（５）、市立工業（１）尾北（１）、 

（２）『東三河』支部 

  豊橋工（１）、成章（１）、蒲郡（１）、豊橋商業（１）、桜丘（２）、豊川（２）、 

新城（１）、豊橋中央（１） 

（３）『西三河』支部 

  刈谷東【昼定】（１）、西尾東（４）、吉良（２）、知立東（２）、光ヶ丘女子（１）、 

安城東（１）、安城学園（１）、杜若（１）、岡崎城西（２）岡崎工業（１） 

 

５．第４２回信州総文祭出品校 （ ）内は点数 

（１）『名古屋』支部 

木曽川（３）、名古屋大学教育学部附属（１）、名古屋西（１）、尾北（１）市立北（２） 

（２）『東三河』支部 

  蒲郡（１）、豊橋工業（１）、豊川（２） 

（３）『西三河』支部 

  西尾東（１）、知立東（１）  



平成３１年度 事業計画（予定） 

 

１．各支部展 

（１）『名古屋』支部展 

平成３２年１月１５日（水）～１９日（日）於；名古屋市博物館 

搬入 １４日（火） 

※６月第１週に申し込み、確定９月中旬 

（２）『東三河』支部展  

平成３１年１月１５日（水）～１９日（日） 於；豊橋市民文化会館 

搬入 １５日（火） 

（３）『西三河』支部展  

平成３０年１月２２日（水）～２６日（日） 於；岡崎市美術館 

搬入 ２１日（火） 

 

２．実技講習会《内容、日時 未定》 

（１）『名古屋』支部 

・  ７月 ７日（人物クロッキー）  

（２）『東三河』支部 

・  詳細未定  ※７月～８月 

（３）『西三河』支部 

・  詳細未定  ※７月～８月 

 

３．委員会、総会、専門部会、顧問会 

（１）委員会及び専門部会 

    ① ５／２１（火）第１回委員会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ② ６／２５（火）総会及び第１回専門部会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ③１１／１９（火）第２回委員会（名古屋西高校）１４：００～ 

    ④ ２／上（火）代表作品選考会及び第２回専門部会（安城市文化センター） 

１３：００～ 

（２）支部顧問会 

ア.『名古屋』支部 

①１０／ ８（火）第１回顧問会議（東郷高校）14:00～ 

②１１／１９（火）展示会場最終打ち合せ（名古屋市博物館） 

②１１／２６（火）第２回顧問会議（東郷高校）14:00～ 

④ １／１９（日）第３回顧問会議（名古屋市博物館）14:30～ 

（２）『東三河』支部 

①１０／８（火）第１回顧問部会（豊橋市民文化会館） 

② １／１９（日）第２回顧問会議（豊橋市民文化会館）14:00～ 

（３）『西三河』支部 

① ９／１０（火）幹事校委員会（吉良高校）14:00～ 

②１０／２９（火）第１回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 



③ １２／２４（火）第２回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

④ １／２６（日）第３回顧問会議（岡崎市美術館）13:00～ 

 

５．平成３０年度アートフェスタ出品校 ※含：第４３回佐賀総文出品作品 

（１）『名古屋』支部 １１校 ２１点（平面１４点、立体７点） 

名古屋西（２）、長久手（２）、名古屋市立北（５）、名古屋大学教育学部附属（３） 

  瀬戸（１）、菊里（１）、尾北（１）、木曽川（３）、常滑（１）東郷（１）半田（１） 

（２）『東三河』支部 ７校９点（平面６点、立体３点） 

豊橋工業（２）、桜丘（１）、成章（１）、蒲郡（２）、豊川（１）、豊橋中央（１） 

国府（１） 

（３）『西三河』支部  ６校１５点（平面１０点、立体５点） 

  岡崎工業（２）、西尾東（７）西尾（１）、吉良（１）、光ヶ丘女子（３）、岡崎北（１） 

 

６．第４３回佐賀総文祭出品校 

（１）『名古屋』支部  ５校 ８点 

名古屋西（２）、市立北（３）、名古屋大学教育学部附属（１）、木曽川（１） 

長久手（１） 

（２）『東三河』支部  １校 １点 

蒲郡（１） 

（３）『西三河』支部  １校 ５点 

  西尾東（５） 

 

７．平成 31 年度アートフェスタポスター選考作品 

  名古屋西（ポスター原画）刈谷東昼間定時（パンフレット原画） 

市立工業（チラシ原画） 



平成３０年度「活動内容のまとめ」（書道専門部） 

 

（１）地区大会・県大会・東海大会  

 県大会  １１月１３日（火）～２０日（日） 高文展（名古屋市博物館）  

 地区大会 １１月８日（水）～１１日（日） 東西三河支部展（岡崎市美術館）  

 高文連書道専門部主催の県大会・地区大会は、例年通り、尾張地区・三河地区を中心に  

開催されました。（連続する日程とし、岡崎市美術館での上位６点を、名古屋市博物館で  

も展示し、各校顧問・専門部役員（本年は専門部長）による投票結果で代表候補を選考）  

（２）講習会・研修会 

７月３０日（月）「グリーンパレス春日井」春日井市東野町  

書道部の生徒対象の研修会は、（旭丘・松蔭・西尾東・春日井西・南洋）の５校８０名

ほどの参加で実施しました。人数の関係で一部屋では実施できず二部屋に分散して開催し

ました。  

 １０月３日（水）「書写の現状と板書技法」後藤信英先生（元愛書研副会長）「旭丘高校」  

 愛知県書写書道教育研究会高校部との合同研究会を実施しました。旭丘高校を会場に、

後藤信英先生に、義務教育の現場での半紙や墨液の扱い方の工夫などを実技の研修の形で

ご指導いただきました。１５名ほどの参加者は、義務教育の段階での指導の様子を理解し、

生徒の指導へ活かせる研修となりました。  

（３）役員会・総会 

 ５月２９日（火）  役員会・総会 役員改選等  

 １１月１３日（火）～２０日（日）県大会、１１月６日（火）～１８日（日）地区大会

平成３１年度の佐賀での総合文化祭参加校の選考、アートフェスタ推薦校の検討  

 １１月２８日（水） 役員会 平成３０年度事業報告  

平成３１年度の事業計画（全国高総文祭の代表を決定）  

（４）アートフェスタ参加校  

旭丘高 春日井西高 松蔭高 西尾東高 岡崎城西高  

愛知商業高 愛教大附高 桜花学園高 桜台高 至学館高 豊田北高  

本年度は、全国高総文祭出品作品６作品と上記の６校の作品を展示しました。  

 （５）全国高等学校総合文化祭参加校 

旭丘高（２点） 春日井西高 松蔭高 西尾東高 岡崎城西高 豊川高  

 長野県・松本市での書道部門には、交流会・講評会等に５校の６名が参加しました。展

示会場では、全国からの展示作品に大変刺激を受け、また、松本市ゆかりの秋山白巌や上

条信山などの作品に感銘を受けた様子が見受けられました。  

（６）研究収録 

 １月３０日（水）愛知県書写書道教育研究会研究協議等において、安田奈未先生（松蔭

高）の発表及び、研究収録発行をしました。  

（７）特記事項 

 「第９回全国青少年書き初め大会優秀作品展示会」（国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター）における平成３０年度全国高総文祭優秀作品展示が行われ、愛知県からは、全国

高総文祭特別賞の旭丘高の守山木乃芽さんの作品が出品されました。  



 

 

平成３０年度「活動内容のまとめ」（写真専門部） 

 
(1) 地区大会・県大会 

 
平成30年 

 
 6月 

 
24～27日 

 
西三河支部高校生春の写真展 

 
安城市民ギャラリー 

 
〃 

 
10月 

 
27～ 
11/2日 

 
第31回名北支部高校生の写真展 

 
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ市民･情報ｷﾞｬﾗﾘｰ 

 
〃 

 
11月 

 
 6～11日 

 
第31回尾張支部高校生の写真展 

 
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ情報ギャラリー 

 
〃 

 
11月 

 
11～16日 

 
第31回名南支部高校生の写真展 

 
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ市民ギャラリー 

 
〃 

 
11月 

 
16～22日 

 
高校生のための撮影研修会作品展 

 
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ情報ギャラリー 

 
〃 

 
11月 

 
17・18日 

 
第31回知多支部高校生の写真展 

 
半田市福祉文化会館 

 
〃 

 
12月 

 
  7～9日 

 
第31回東三河支部高校生の写真展 

 
豊橋市民文化会館 

 
〃 

 
12月 

 
11～16日 

 
第31回西三河支部高校生の写真展 

 
岡崎市美術館 

 
平成31年 

 
 1月 

 
15～20日 

 
第33回高校生の写真展 

 
名古屋市民ギャラリー栄 

 
(2) 講習会・研修会 

 
平成30年 

 
 4月 

 
    28日 

 
西三河支部生徒合同撮影研修会 

 
岡崎公園 

 
〃 

 
 7月 

 
     7日 

 
知多支部撮影会 

 
有松 

 
〃 

 
 8月 

 
    20日 

 
高校生のための写真技術講習会 

 
名古屋ビジュアルアーツ 

 
〃 

 
 9月 

 
    22日 

 
高校生のための撮影研修会 

 
愛・地球博記念公園 

 
平成31年 

 
 1月 

 
    20日 

 
高校生のための写真教室 

 
名古屋市教育館 

 
(3) 役員会・総会 

 
平成30年 

 
 5月 

 
    11日 

 
役員選考会・総会準備委員会 

 
日本ガイシフォーラム 

 
〃 

 
 5月 

 
    18日 

 
写真専門部総会 

 
日本ガイシフォーラム 

 
〃 

 
 6月 

 
    22日 

 
第１回役員会 

 
名古屋市市政資料館 

 
〃 

 
 7月 

 
    24日 

 
第２回役員会・会計会議 

 
刈谷市産業振興センター 

 
〃 

 
 9月 

 
    14日 

 
第３回役員会 

 
日本ガイシフォーラム 

 
〃 

 
12月 

 
    26日 

 
第４回役員会 

 
日本特殊陶業市民会館 

 
平成31年 

 
 2月 

 
    15日 

 
第５回役員会 

 
日本特殊陶業市民会館 

(4) アートフェスタ参加校 

 
（作品出品校）愛工大名電、安城南、一宮商業、一宮南、稲沢、春日井、刈谷、国府、小牧南、 

市工業、滝、大同大大同、千種、津島東、豊川、豊川工業、豊田工業、豊橋工業、 

       豊橋西、豊橋南、鳴海、南山男子部、光ヶ丘女子、碧南工業 

（記録写真出品校）旭野、岡崎西、豊橋南 

(5) 全国高等学校総合文化祭参加校 

 
       一宮南、小牧南、稲沢、津島東、千種、豊橋工業、豊橋西、大同大大同、南山男子部 

       光ヶ丘女子 

(6) 研究集録   なし 

(7) 特記事項   なし 

          



平成３０年度「活動内容のまとめ」（自然科学専門部） 

 

（１） 地区大会・県大会・東海大会 

特に参加していない。 

 

（２） 講習会・研修会 

 

月 日 時間 大会名 場  所 役員数  
うち生徒引率

しない役員数 
役員費 

参加

校数 

参加

人数 

7 27 10：00～14：00 磯生物の観察・調査 荒磯松海岸 5 3 0 19 111 

7 
26 

27 
9：45～17：00 放射線ウォッチング 名古屋市科学館 3 3 0 6 29 

8 3 13：00～16：00 博物館研修会 豊橋市自然史博物館 4 3 0 10 60 

8 5 10：00～15：35 情報講習会 豊橋技術科学大学 3 2 0 8 28 

8 7 9：00～12：00 実験講習会 愛知教育大学 4 3 0 7 28 

10 13 9：00～16：00 見学会 
中部電力 

碧南火力発電所 
2 1 0 4 15 

10 20 9：30～12：30 実験講習会 名古屋工業大学 1 0 0 4 11 

10 
20 

21 
13：30～12：00 天体観測研修会 東栄町御園 2 1 0 13 58 

10 28 9：30～16：00 実験講習会 名古屋大学農学部 2 1 0 5 15 

11 4 10：00～16：00 実験講習会 藤田医科大学 2 2 0 6 41 

12 2 12：50～17：00 昼の観望会 名古屋市科学館 2 2 0 9 35 

2 2 14：00～17：00 発表打合せ会 パティオ池鯉鮒  12 12 0    

2 3 9：00～17：00 研究発表会 パティオ池鯉鮒  21 19 0 22 333 

 

（３） 役員会・総会 

役員総数 ２１名 

月 日 時間 大会名 場  所 役員数  
うち生徒引率

しない役員数 
役員費 

参加

校数 

参加

人数 

5 16 14：30～16：30 役員会 パティオ池鯉鮒 21 21 0     

6 26 14：30～16：30 役員会 ウィルあいち 21 21 0     

10 2 14：30～16：30 役員会 東大手庁舎 21 21 0     

12 4 14：30～16：30 役員会 パティオ池鯉鮒 19 19 0     

2 13 14：30～16：30 役員会 東大手庁舎 18 18 0     

 

 

 



 

（４） アートフェスタ参加校 

愛知県立日進西高等学校、愛知県立豊橋東高等学校 

 

（５） 全国高等学校総合文化祭参加校 

参加なし 

 

（６） 研究収録 

ＤＶＤ媒体で提出済み 

 

（７） 特記事項 

なし 
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〔資料１〕

平成30年度「活動内容のまとめ」（文芸専門部）

（１）県大会(アートフェスタ文芸部門)(8月18日)

会 場 刈谷市総合文化センター 午前：401･402研修室／午後：401～405研修室

参 加 生徒102名(23校)、顧問・役員・観客等30名 合計132名

愛知教育大学附属・岩津・岡崎北・岡崎東・蒲郡・刈谷北・高蔵寺・

幸田・時習館・昭和・瑞陵・成章・千種・天白・常滑・豊橋西・豊橋東・

名古屋・鳴海・西尾・西尾東・半田・明和

内 容 講演「ミステリ万華鏡」（講師：小松史生子先生、金城学院大学教授）

分科会 散文：ワ－クショップ「ミステリ万華鏡」 （講師：小松史生子先生）

詩 ：ワークショップ（講師：三浦優子先生、江南高校教諭）

編集：ワークショップ（講師：伊藤大貴先生 株式会社 黎明書房）

交流会 情報交換

（２）講習会(10月13日)

会 場：名古屋市市政資料館第３集会室

参 加：生徒32名(計6校）・教員等12名 合計44名

岡崎東・刈谷北・幸田・昭和・常滑・豊橋西

内 容：ワークショップ「短歌の楽しみ」

（講師：小塩卓哉 先生、小牧南高等学校校長）

（３）役員会・総会

１文芸専門部顧問総会(5月9日・名古屋市市政資料館第3集会室)

(1) H30年度事業・会計報告 (2) H31年度役員選出・事業計画・予算案

(3) 各校文芸部の状況について (4)「映絵16号｣の応募方法について

(5) その他（総文祭派遣生徒他）

２役員会及び生徒実行委員会

(1) 役員会 第1回(5月9日) 第2回(6月6日) 第3回(7月25日)

第4回(10月13日) 第5回(11月10日) 第6回(2月6日)

名古屋市市政資料館

(2) アートフェスタ文芸部門生徒実行委員会(7月25日 名古屋市市政資料館)

(3) 作品集「映絵16号」生徒編集委員会(11月10日)

(4) アートフェスタ生徒実行委員会(5月～8月計4回 生涯学習推進センター）

（４）作品集｢映絵16号｣編集(第43回全国高等学校総合文化祭長野大会派遣生徒選考)

１ 経 過 ：要項配布(5月9日顧問総会・8月18日県大会)、投稿締切(10月31日)、

編集委員会(11月10日)、編集･校正･印刷(～1月末)、発行(2月6日)

２ 応 募 数：31校(小説24名、詩29名、短歌61名、俳句66名、装画16名、部紹介18校、部誌16校)

３ 選考結果：散文･詩･短歌･俳句･部誌の第一席を次年度総文祭派遣候補として推薦

散文 加藤優羽(南山女子部2年) 詩 北野友理(刈谷北2年)

短歌 石塚江莉奈(常滑1年)俳句 難波朔矢(名古屋2年) 部誌 成章 ｢イナカプレス｣

（５）第42回全国高等学校総合文化祭長野大会参加者（8月7日～11日、佐久市）

散文 松藤梨紗(常滑3年) 詩 島川亜弓 (岡崎高3年) 短歌 大山詩歩 (豊橋西3年)

俳句 牛田大貴 (名古屋3年) 部誌 「文學帖」 (中山皓介(名古屋1年)



平成３０年度ボランティア専門部「活動内容のまとめ」 

 

１  講習会(愛知県高等学校文化連盟ボランティア専門部スキルアップ講習会) 

  (1) 趣旨 

      ボランティア専門部に加盟する各高等学校の生徒を対象として、ボランティア活 

    動の様々な場面で必要となる基本的な知識や技術を修得するための講習機会を設 

    け、また、他校生徒との交流や共同学習の場を設定することで、各校参加生徒及び 

    引率教員の資質向上を図る。 

  (2) 主催                                  

      愛知県高等学校文化連盟ボランティア専門部 

  (3) 後援 

      愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、愛知県私学協会 

(4) 開催日時 

      平成 30 年７月 21 日（土） 13:30～16:30（受付 13:15～） 

(5) 会場   愛知県青年会館 第２会議室 

(6) 内容 講演・グループワーク 

             「自分の感情とうまく付き合おう 

～人間関係を良くするアンガーマネジメント～」 

講師；一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 前東海支部長 

  株式会社プラススマイル代表 濱崎明子氏 

           平成 30 年度アートフェスタ舞台発表校中間報告会 

              県立高浜高等学校・県立岡崎東高等学校・桜花学園高等学校 

           意見交換会・参加校交流会 

(7) 参加校（参加生徒数） 

      13 校（47 名） 

 

２ 平成 30 年度第 42 回全国高等学校総合文化祭信州大会への派遣 

(1) １校（名古屋高等学校６名）を派遣 

(2) 参加代表生徒の教育長表敬訪問 

    平成 30年７月 27 日（金） 15:30～16:00  於 愛知県教育委員会教育委員会室 

   愛知県代表生徒名古屋高等学校３年牛田大貴・引率教諭（顧問）水野大雅 

 

３ アートフェスタへの参加 

  〔パネル展示発表校〕県立千種高等学校、県立瀬戸北総合高等学校、南山高等学校、 

       県立南陽高等学校、県立古知野高等学校、県立海翔高等学校、日本福祉大学付属 

高等学校、県立豊田東高等学校、県立安城東高等学校、県立高浜高等学校、 

愛知教育大学附属高等学校、県立豊丘高等学校、桜丘高等学校 

  〔舞台発表校〕 県立高浜高等学校、県立岡崎東高等学校、桜花学園高等学校 

  〔実行委員校〕 県立南陽高等学校（呼び込み・総合案内 小ホール受付担当） 

 

４ 県大会（愛知県高等学校文化連盟ボランティア専門部活動発表会） 

(1) 趣旨 

   ボランティア専門部に加盟する各高等学校が取り組む、奉仕活動・体験活動・地域貢 

 献活動等の諸活動（以下「ボランティア活動等」という）の実施内容や成果を発表する 

 機会を設け、さらには、ボランティア関係団体との交流や共同学習の場を設定すること 

 で、各校参加生徒及び引率教員の資質向上を図る。 

  また、発表校の内、活動内容が特に秀逸であると認められる学校を顕彰することによ 



 り、各加盟校のボランティア活動等への意欲の向上を期するとともに、平成 31 年度に

実施される「第 43 回全国高等学校総合文化祭 2019 さが総文祭」協賛部門への参加校、

及び同年度 アートフェスタ（愛知県高等学校総合文化祭）舞台部門における発表校を

選考する際の 基礎資料とする。 

(2) 開催日時 

   平成３０年１２月１５日（土） 9:50～15:40 （受付 9:20～） 

(3) 会場 

   愛知県青年の家 多目的ホール 

(4) 次第 

     9:50～10:00  開会行事   

    10:00～12:00  ボランティア活動発表会 

     〔発表１〕県立岡崎東高等学校   〔発表２〕桜丘高等学校 

     〔発表３〕桜花学園高等学校    〔発表４〕日本福祉大学附属高等学校 

     〔発表５〕名古屋高等学校     〔発表６〕県立杏和高等学校 

     〔発表７〕栄徳高等学校      〔発表８〕県立高浜高等学校 

     〔発表９〕県立津島北高等学校   〔発表 10〕南山高等学校男子部 

    12:00～13:25  昼食・休憩 

13:30～14:30 演題；「ボランティアセンターの役割」 

瀬戸市社会福祉協議会 ボランティアセンター所長 松田久美子氏 

    14:30～14:50  第 42 回全国高等学校総合文化祭信州大会参加報告 

    14:50～15:20  ボランティア発表会表彰式及び講評 

    15:20～15:40  参加生徒による交流学習会と交流成果の発表 

    15:40～15:50  閉会行事 

(5) 審査員 

   武長 脩行氏（椙山女学園大学名誉教授・審査委員長） 

  原   和子氏（岐阜保健短期大学特任教授） 

竹内 慎也氏（日本赤十字社愛知県支部青少年赤十字課青少年係長） 

吉田  文氏（認定ＮＰＯ法人アイキャン海外事業部） 

(6) 表彰結果 

     〔最優秀賞〕          

     〔優秀賞〕    

(7) 参加校（参加生徒数） 

      12 校（72 名） 

 

５ 支部合同研修会（高校生ボランティア研修会） 

(1) 趣旨 

   ボランティア活動に興味を持つ高校生が日頃のボランティア活動振り返るとともに、 

今後の活動を発展させるヒントを得るきっかけ作りの場とする。また、県内の高校生ボ

ランティアが一堂に会し、活動報告、情報交換等を通じて交流することにより、ボラン

ティア活動に対する意識醸成、活動意欲の向上、仲間作り、高校生でなければできない

開発的・創造的な活動の在り方を考察し、各校参加生徒及び引率教員の資質向上を図る。 

(2) 開催日時 

   平成３１年２月２日（土） 13:20～16:30（受付 13:00～） 

(3) 会場 

   ウィルあいち セミナールーム１、セミナールーム２ 

(4) 次第 

    13:00～13:20   受付 

    13:20～13:30   開会行事とアイス・ブレーク   

    13:30～15:00   ボランティア講演 

          「竜宮サロン」の活動体験を通して 



           ― みんなでつくり、運営する高齢者の集いの場―」 

講師：武豊町社会福祉協議会 生活支援員 村上 博氏 

    15:00～15:15   休憩 

    15:15～16:15   グループワークと参加校交流会 

    16:15～16:30   閉会行事・解散 

 

 

６ 役員会・顧問会議 

 (1) 役員会 

    第１回 平成 30 年 ４月 10 日（月） 9:00～12:00  於 県高文連事務局 

    第２回 平成 30 年 12 月 16 日（土） 16:00～17:00  於県青年の家 

(2) 顧問会議 

    第１回  平成 30 年 ５月 16 日（水）14:30～17:00  於 県生涯学習推進センター 

    第２回  平成 30 年 ７月 21 日（土）16:30～17:30  於 愛知県青年会館 

    第３回  平成 30 年 12 月 15 日（土）16:00～17:00  於 県青年の家 

    第４回  平成 31 年 ２月 ２日（土）16:45～17:15  於 ウィルあいち 

 


