
令和２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



令和２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 【中止】　※12月19日（日）瀬戸市文化センターで計画

出場校予定校

愛知県立旭野高等学校 愛知県立春日井西高等学校 愛知県立長久手高等学校

愛知県立名古屋南高等学校 大同大学大同高等学校 愛知県立一宮高等学校

愛知県立木曽川高等学校 愛知県立江南高等学校 日本福祉大学付属高等学校

愛知県立岡崎北高等学校 愛知県立岡崎西高等学校 愛知県立豊野高等学校

愛知県立碧南高等学校 愛知県立安城高等学校 桜丘高等学校

愛知県立豊橋東高等学校

※新型コロナウィルス感染症対策のため出場校を16校に（通常は19校）

◆県大会，アートフェスタ中止，全国総文祭はWeb開催のため，次年度の代表校に

全国高等学校総合文化祭代表校 愛知県立江南高等学校

アートフェスタ代表校（コンサートホール） 愛知県立名古屋南高等学校，愛知県立豊橋東高等学校

●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 1日 (土) 日進市民会館 10

名南支部大会 11月 15日 (日) 知多市勤労文化会館 10

尾張支部大会 11月 7/8日 (土/日) 名古屋文理大学文化フォーラム  28 尾張吹奏楽協議会

知多支部大会 11月 3日 (祝) 知多市勤労文化会館 16 高吹連知多支部

西三支部(北)大会 12月 25日 (金) 幸田町民会館 18 高吹連西三北支部

西三支部(南)大会 12月 20日 (日) 安城市民会館 13 高吹連西三南支部

東三支部大会 11月 15日 (日) 豊川市文化会館 22 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 12日 (火) ※中止

第１回役員会 5月 12日 (火) ※中止

第２回役員会 9月 29日 (火) 生涯学習推進センター

第３回役員会 11月 17日 (火) 生涯学習推進センター

第４回役員会 12月 19日 (日) ※中止

第５回役員会 1月 26日 (火) ※中止

（3） 特記事項

新型コロナウィルス感染症のため、県大会は中止となったが、各支部大会は関係者のみでの開

催ができた。ただし、休校期間中に計画されていた西三支部（北）大会については、12/25に延期し

て開催した。また、県大会が中止になり、アートフェスタ、全国総文祭も中止になったため、次年度

の代表校は、本年度の代表校がそのまま継続することとした。



令和２年度「活動のまとめ」（合唱専門部） 

 

１ 合唱講習会および合唱祭 

  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きた。令和２年度は 7 月 22 日（水）にアートピアホー

ルにて開催予定であったが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、やむを得ず中止

することとなった。本来ならば作曲家の三宅悠太氏を講師としてお招きする予定で、全

国から引っ張りだこの先生のご指導を楽しみにしていたが、非常に残念であった。 

 

２ 役員会・総会 

  令和２年度の総会は 2 月 26 日に愛知県立旭丘高等学校で開催した。役員会は年 4 回

実施予定であったが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、5 月と 6 月に予定して

いた第１回、第２回は中止した。第３回は 12 月上旬の予定であったが、そこまで一度も

顔を合わさないようでは次年度に向けての協議が遅れるため、11 月 4 日に臨時役員会を

開催した。その後 11 月 25 日と 1 月 20 日に第３回および第４回役員会を実施し、総会

の実施方法と次年度合唱祭の実施方法について協議した。その結果、2 月 24 日に計画し

ていた令和３年度総会は書面開催することになった。 

 

３ アートフェスタ参加校 

  8 月 23 日に愛知県芸術劇場コンサートホールで開催予定であったが、新型コロナウィ

ルス感染拡大防止のため中止となった。次の２団体が出演予定であった。 

・名古屋市立北高校 

・名古屋市立名東高校・東海高校・滝高校による合同合唱団 

 

４ 全国高等学校総合文化祭出場校 

  8 月 4 日（火）に高知県立県民文化ホールで開催予定であった第 44 回全国総文祭高知

大会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のためｗｅｂ開催となった。愛知県立岡崎北

高校と愛知産業大学三河高校の合同合唱団が演奏の様子を動画撮影し、愛知県代表とし

て歌声を披露した。 

 

５ 新型コロナウィルス感染拡大防止と合唱 

  令和２年３月から５月末にかけての全国一斉休校を経て学校が再開したが、歌唱とい

う行為がウィルスを拡散または吸収する危険性があるとして、禁止または慎重な対応を

求められた１年間であった。未曾有の事態に各校での活動は困難を極めた。高校生が歌

うことでしか、さらに合唱することでしか得られない大切な何かが失われないよう、各

校の置かれた状況の中でそれぞれに工夫をし、合唱活動が何とか存続できる道を模索し

ていかなくてはならないと強く感じている。 



器楽・管弦楽専門部 令和２年度「活動内容のまとめ」 
 
（１） 専門部演奏会（県大会） 

第３５回専門部演奏会を、８月６日に名古屋市青少年文化センター（アートピアホール）

で行う予定であった。しかし新型コロナウィルス感染拡大防止のため、やむを得ず中止にし

た。例年は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・ジャンルの学校が参加している。参加校数は約２０校である。 

 

（２） 講習会 

 例年、外部の専門家を講師として招き、初心者を対象にパート別の講習会を年２回行って

いる。今年度はコロナ感染防止のため、２回とも中止した。 

 

（３） 役員会・総会 

 総会を毎年４月に行っているが、コロナ感染防止のため、例年使っている会場（名古屋市

音楽プラザ）が休館になり使えなかった。県民の移動を控えるように要請があったこともあ

り、実施できなかった。 

役員会は１２月９日に実施した。次年度の全国高等学校総合文化祭に向けてのオーディシ

ョンなどについて話し合った。 

 

（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校がオーディションに参加、８０名を選抜し、演奏曲

も決め、こうち総文祭・専門部演奏会・アートフェスタに出演する予定であったが、三大会

がすべて中止。総文祭はＷｅｂ方式で開催されたが、９校を集めて練習することが極めて困

難であると判断し、参加を断念した。 

 また、平成２１年度から「愛知県合同ジャズアンサンブル」を結成して活動している。今

年度は５校がオーディションに参加、１９名を選抜し、こうち総文祭と専門部演奏会に出る

予定であったが、合同管弦楽団と同様の理由で参加を断念した。 

 

（５） アートフェスタ 

 例年は愛知県合同管弦楽団が出演、さらにフィナーレの伴奏を行うが、コロナ感染防止の

ため舞台部門は中止、演奏の機会はなかった。 

 

（６） 全国高等学校総合文化祭（こうち総文祭） 

 （４）で触れたように、愛知県の２団体（愛知県合同管弦楽団と合同ジャズアンサンブル）

は参加しなかった。 

 

（７） 研究集録 

 特に作成していない。 



令和２年度「活動内容のまとめ」（日本音楽専門部） 

 

（１） 地区大会・県大会・東海大会 

地区大会 なし 

県大会  愛知県高等学校文化連盟 日本音楽部門 第３５回発表会 

      ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で舞台発表は中止となり、 

       映像による発表となった（リモートでの審査の審査員 1 名） 

          ⽇ 時  ：令和３年年 1 ⽉９⽇（⼟）１２：３０〜１７：００ 
          会 場  ：名古屋市⻘少年⽂化センター（アートピア）  
          参加校  ：１５校 
          参加者数：映像に参加 ２４２名 

映像審査当⽇ １２名（審査員３、部会⻑１、顧問８） 
          最優秀校：愛知県⽴東海南⾼等学校 

（令和３年度全国総⽂祭に参加する） 
東海大会 なし 

（２） 講習会・研修会 

なし 

（３） 役員会・総会 

専門部会 

 第１回 令和２年４月２２日  中止（資料のみ提示） 

 臨 時 令和２年８月１７日  名古屋市立菊里高等学校大会議室 

 第２回 令和２年９月１６日  名古屋市青少年文化センター研修室 

 第３回 令和２年１０月２１日 名古屋市青少年文化センター研修室 

 第４回 令和２年１１月２５日 名古屋市青少年文化センター研修室 

 第５回 令和３年１月２０日  愛知県立豊田高等学校図書館 

 第 6 回 令和３年２月１０日  名古屋市青少年文化センター研修室 

（４） アートフェスタ参加校  ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止 

    出演校：愛知県立東海南高等学校、名古屋市立菊里高等学校 

（令和２年８月２３日、愛知芸文化センター コンサートホール予定） 

     実行委員校：愛知県立豊田高等学校（受付担当） 

（５） 全国高等学校総合文化祭参加校 

 出演校：愛知県立鳴海高等学校 

 日 時：令和２年８月５～６日 

 会 場：高知市文化プラザかるぽーと 

      ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で舞台発表は中止となり、 

『2020 WEB SOUBUN』（令和 2 年 7 月 31 日～10 月 31 日）が行われた 

（６） 研究集録 

 特になし 

（７） 特記事項 

 特になし 



令和２年度「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（令和 3年 2月 6日あま市甚目寺公民館）中止  

代替案 各校体育館で実施 

       

（２）講習会・研修会 

   全国高等学校総合文化祭、アートフェスタに向けた合同練習 

（令和 2年 7月 30 日あま市甚目寺公民館）中止  

  

 

（３）役員会・総会 

   顧問会議（令和 2年 11 月 30 日稲沢高等学校） 

   顧問会議（令和３年１月 28 日稲沢高等学校） 

 

（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 

   不参加 

 

（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 

   不参加 代替案 「詩文集」のみ発表 

 

（６）研究集録 

   なし 

 

（７）特記事項 

   なし 



令和２年度「活動内容のまとめ」（郷土芸能専門部） 

 

１．県大会  

新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

演奏演技動画を審査員３名で行い、全国総文祭出場校を決定した。 

 

【予定通り県大会が開催されていた場合は以下の通り】 

 （１）日時 令和２年年１１月２３日 

 （２）会場 知立市文化会館大ホール 

 （３）出演校 １６校 

 ①県立犬山高校 からくり文化部 ②県立岡崎聾学校 和太鼓部 ③県立豊丘高校 和太鼓部 

 ④県立安城南高校 和太鼓部 ⑤県立佐屋高校 和太鼓部 ⑥県立松平高校 わ太鼓部 

 ⑦桜丘高校 和太鼓部 ⑧県立内海高校 和太鼓部 ⑨県立安城農林高校 郷土芸能クラブ 

 ⑩県立一色高校 和太鼓部 ⑪豊川高校 和太鼓部 ⑫日本福祉大学付属高校 和太鼓部 

 ⑬県立春日井南高校 和太鼓部 ⑭愛知産業大学三河高校 ⑮名古屋市立緑高校 和太鼓部 

 ⑯県立松蔭高校 和太鼓部 

 （４）第 45 回全国総文祭出場校 

２校 ○日本福祉大学付属高校 〇県立松蔭高校  

 

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６年目 

新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

 （２）研修会 実施せず 

３．役員会・総会 

 （１）顧問会議 

    ５月      第１回顧問会議 中止 

    ７月      第２回顧問会議 延期 

   １０月 ９日（金）第２回顧問会議 知立市文化会館 

   １２月 ２日（水）第３回顧問会議 県立松蔭高校 

４．アートフェスタ参加（予定）校 

   ○名古屋市立緑高校 ○県立佐屋高校 → 次年度にスライド 

５．全国高等学校総合文化祭（高知大会）参加校  

   演奏演技動画によるオンライン総文として開催 

   ○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  



令和２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 

 コロナ禍の中で「地区大会・県大会をどうするか」ということが４月からの 重要課題

であった。顧問会議が開けない中で、各地区・各学校の意見を集約することは困難を極め

たが、４月 28 日に「７月の地区大会・８月の県大会については予定されたスケジュールで

の開催を断念する」という決定をした。この時点では延期か中止か未定だったが、その後

のコロナの状況から「県大会の中止」を６月に決定した。さらに７月には「仮に中部大会

が開催されても愛知県からは代表を送らない」という決議もした。 

 昨年度末の合同発表会の中止により「劇づくり」の機会を長い間奪われている地区もあ

り、生徒たちのために「県大会はできなくても、地区大会の代替となる発表会を秋のどこ

かでやりたい」「発表会まではできなくても、秋には講習会を開いて『劇づくり』を学ぶ機

会を作りたい」という顧問たちの思いは強かった。しかし、全国大会に繋がらない代替上

演会であることなどの理由から、高文連としては地区大会の代替発表会・講習会を共催す

ることはできないという結論となった。 

（このため「代替発表会・講習会」は、愛知県高文連演劇専門部は主催から外れ、演劇

連盟愛知県支部の単独主催の行事として行われた。） 

 また、当初は岐阜で開催を計画していた中部大会だが、岐阜県も県大会が中止となり、

岐阜県での開催はできなくなった。かわりに急遽三重県での開催となり、三重・福井・富

山の３県の代表校による中部大会となった。 

 各地区の合同発表会については、新型コロナ感染症予防対策に万全を期した上で行われ

た。舞台上での飛沫防止、観客の範囲の限定などを徹底した上で、西三河１地区・２地区

は 12 月、その他の地区は主に３月に行われた。ただ一つ東三河地区については２月上旬に

予定されていたが、ちょうど非常事態宣言発令中の時期となり残念ながら中止となった。 

 

(2) 講習会・研修会 

 毎年各地区で行われている講習会も今年はほとんど全て中止となった。演劇部に入った

１年生は劇場すら見たことがないという状況だったため、一部の地区では主に１年生を対

象に、講習会を「劇場見学会」という形に変えて実施した。 

 顧問研修会も全て中止となった。 

 

(3) 事務局会議・運営委員会・顧問総会 

 高文連事務局からの「専門部留意事項」という文書で会議などの原則中止が通知される

状況が続いたため、実際に集まって会議を開くことが難しかった。特に新型コロナ感染状

況がひどく学校も休校が続いた４月、５月は、重要なことがらをメールだけで協議する形

となった。役員の事務局会議も、地区長が集まる運営委員会も例年に比べ回数が激減した。 

 例年は年２回行っている顧問総会であるが、今年度は５月の春季顧問総会を中止した。

冬季顧問総会は 11 月に行われたが、コロナ感染状況が悪化したため、各地区の三役を中心

として参加人数を絞った形で開催した。 

 



(4) アートフェスタ参加校 

 アートフェスタには松蔭高校・豊橋商業高校の２校が参加を予定していたが、舞台部門

の中止により上演することはできなかった。 

 

(5) 全国高等学校総合文化祭参加校 

 前年度の中部大会で、津島北高校と愛知高校の２校が全国総文祭出場校に選出された。

中部６県からの代表枠２つを愛知県の学校が占めるということで、高知県での上演への期

待が高まっていたが、コロナ禍によりＷｅｂ開催となってしまい上演する機会が消えてし

まった。 

 ３月末には全国総文祭演劇部門の代替上演会が豊橋で開催され、これには愛知県高文連

からの後援もいただいた。総文祭出場校のうち７校が穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴで

上演し、観客とともに舞台を作り上げる喜びをかみしめることができた。この上演会には

愛知高校も参加したが、残念ながら津島北高校は参加できなかった。 

 

(6) 研究集録 

 １年間の活動のまとめとして「愛知の高校演劇」という総括集を毎年発行している。例

年は県大会の記録が多くのページを占めるが、今年度の総括集（2021 年５月発行）にはそ

れが全くないということになる。 

 

(7) 特記事項 

 「愛知県高等学校文化連盟演劇専門部」は「中部日本高等学校演劇連盟愛知県支部」と

いう別の顔を持っており、前者と後者では構成メンバーにも違いがある。ただ、ふだんは

この二つの違いはあまり意識されず、多くの大会や行事を共催している。しかし、今年度

の地区大会代替上演会・発表会をめぐって、演劇連盟愛知県支部の中に両者の関係につい

て大きな議論が起こった。愛知県高文連の設立時に「演劇連盟の組織と活動は従来通り保

障する」という確認文書を受けて高文連演劇専門部としての活動が始まったという経緯が

あり、冬季顧問総会では愛知県高文連演劇専門部であることの意義について深く論議され

た。 

 また、今まで両者の共催であるにもかかわらず、派遣文書が演劇連盟の会長名・支部長

名だけで出されていたことについては、高文連演劇専門部と演劇連盟愛知県支部を併記す

るよう改めた。 



令和２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３３回 愛知県高等学校総合文化祭 放送部門県大会】 

 (1) 日時 

   令和２年１２月２５日（金）、令和３年 １月１５日（金） 非公開審査 

 (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 

   愛知県立蒲郡高等学校（蒲郡市上本町８－９） 

 (5) 参加数 ４１校 

  《アナウンス部門》 ５１名 

  《朗読部門》 ７１名 

  《オーディオピクチャー部門》 ５作品 

  《ビデオメッセージ部門》 １４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   鷺 あかり 

 名古屋市立名東高等学校 尾崎 文菜 

 名古屋市立向陽高等学校 花井 日那詩 

  《朗読部門》 

 光ヶ丘女子高等学校   本多 遙香 

 愛知県立時習館高等学校 鈴木 涼音 

 名古屋女子大学高等学校 青木 佑奈 

  《オーディオピクチャー部門》 

 光ヶ丘女子高等学校     一頭でも多く、 

  《ビデオメッセージ部門》 

 愛知県立刈谷高等学校   不易流行「行かない祭」の実現へ 

 愛知県立岡崎西高等学校 鉄心石彫 

 

【第６７回 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 愛知県大会】 

   全国大会中止に伴い、愛知県大会も中止 

 

【第３６回 愛知県高校放送コンテスト新人大会（１年生大会）】 

 (1) 日時 

   令和２年 １１月８日（日） 非公開審査 

 (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 

    感染症予防のため中止 

 

３ 専門部会 

  第１回 令和２年   ４月１７日（金） 郵送による代替 

  第２回 令和２年  ９月２５日（金） 日本特殊陶業市民会館 

  第３回 令和２年 １２月１８日（金） 愛知県立蒲郡高等学校 

  第４回 令和３年  １月２９日（金） 日本特殊陶業市民会館 

 

４ アートフェスタ参加校 

  舞台部門中止 

 

５ 第４４回 全国高等学校総合文化祭（高知大会）参加校 

  《アナウンス部門》 

 金城学院高等学校    蟹江 菜々美 

 愛知県立豊田西高等学校 近藤 初音 

 愛知県立時習館高等学校 伊藤 有菜 

  《朗読部門》 

 愛知県立時習館高等学校 北宮 ゆり子 

 愛知県立明和高等学校  山内 葵 

 愛知県立刈谷高等学校  田中 英理 

  《オーディオピクチャー部門》 

 愛知県立尾西高等学校    「伝統を彫る～尾張の木魚職人～」 

  《ビデオメッセージ部門》 

 光ヶ丘女子高等学校   「乙川に散る花」 

 愛知県立刈谷高等学校 「独楽」から「皆楽」 

 

６ 研究集録 

  特になし 

 

７ 特記事項 

   特になし 



令和２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４４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（6/6土)　⇒　中止

団体戦（6/13土）　⇒　中止

(2)　第４４回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会全国大会（8/17月,18火,19水）

⇒　中止 日本棋院東京本院

(3)　第４２回秋季愛知県高校囲碁選手権大会（10/3土）

個人戦参加人数男子１１名、女子２名

団体戦参加校　　男子 ５校７チーム　女子 ３校４チーム

個人戦男子　優勝　　伊藤虎太郎　(旭丘高校１年)

　　　　　　準優勝　松下　拓幹　(半田高校２年)

個人戦女子　優勝　　伊藤　紗良　(旭丘高校１年)

　　　　　　準優勝　花岡　芽育　(豊田北高校２年)

団体戦男子　優勝　東海高校　　　準優勝　長久手高校

団体戦女子　優勝　南山高校　　　準優勝　桜花学園高校Ａ

秋季段級位認定戦　⇒　中止

参加校　１３校　参加人数４６名（参加総数）

(4)　第４０回東海地区高校囲碁選手権大会（11/21土,22日）　　日本棋院中部総本部

⇒　中止

(5)　第１５回全国高等学校囲碁選抜大会（3/20土,21日）　大阪商業大学

東海ブロック代表               

個人戦男子　　伊藤虎太郎　　： １３位

個人戦女子    伊藤　紗良　　： ９位

団体戦女子　　南山高校　    ： 準優勝

２　講習会・研修会

(1)　令和２年度囲碁部指導者講習会（8/5水）　⇒　中止

(2)　高文祭囲碁大会（8/5水）時にプロによる解説及び指導碁　⇒　中止

(3)　秋季県大会（10/3土）時にプロによる指導碁　⇒　中止

(4)　東海地区高等学校囲碁選手権大会（11/21日）時にプロによる指導碁　⇒　中止



３　役員会・総会

(1)　役員会　　

４月２１日（火）　　令和元年度事業報告、令和２年度度事業計画等

　      ⇒　資料による議事内容の周知

６月　２日（火）　　春季県大会準備等　⇒　中止

７月３１日（金）　　高文祭囲碁大会準備、総会準備等　⇒　感染防止対策を講じて実施

９月２９日（火）　　秋季県大会準備等　⇒　感染防止対策を講じて実施

１月２６日（火）　　令和２年度事業報告、令和３年度事業計画等

        ⇒ 感染防止対策を講じて実施

(2)　高文連囲碁専門部及び高等学校囲碁連盟総会　　８月５日（水）

⇒　書面決議

４　第３３回愛知県高等学校総合文化祭囲碁大会　（8/5水）　

⇒　中止

５　第４４全国高等学校総合文化祭（8/3月,8/4火）高知県 高知ぢばさんセンター

⇒　中止

６　研究集録

愛知の高校囲碁第３２号（令和２年度）

７　特記事項

特になし



令和２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５６回全国高校将棋選手権大会愛知県大会 

  ５月３日、４日に東海高校で開催の予定だったが、会場を名古屋港湾会館に移して 

５月２３日、２４日に延期した。しかし全国高総文祭の中止に伴い、中止 

    

第８３回東海三県高校将棋大会 ７月中旬から下旬にかけて開催の予定だったが、中止 

                             

第２９回全国高文連将棋新人大会愛知県大会 １０月２５日・１１月１日 

 男子の部 

   紅組 

    伊藤慧・春日丘２/蓮田・東海２/上村・半田東２/井口・東海１ 

   白組 

    山田佳明・東海２/丹羽・明和１/臼井・春日井工２/河口・明和２ 

紅白優勝者の２名が全国大会へ 

  女子の部 

    大田暖乃・名大附属２/志田歩未・南山女子２/永田萌絵・南山女子１/ 

    安田百花・南山女子２ 

上位４名が全国大会へ 

  愛知県教育会館・南山高校女子部 （男子２００名３８校、女子９名５校 

計２０９名４０校参加 前年度２３０名） 

 

第８４回東海三県高校将棋大会 ２月１１日愛知県教育会館で開催予定だったが、中止 

 

（２）講習会・研修会 

 なし 

 

（３）役員会・総会 

 ２０２１年３月１８日に愛知県高校将棋連盟顧問会議資料を各校へメール送信した 

 

（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 

 な し  

 

（６）研 究集録  

 な し  

 



 令和２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令和３年１月１４日（木）～１７日（日） 於 名古屋市博物館 

②出品参加校  ４９校 

③出品点数  ３５１点（平面３３４点・立体２９点） 

④出品者数  不明名 

⑤入場者数  ５５７名 

（２）『東三河』支部展  

①令和３年１月１９日（火）～２４日（日） 於 豊橋市美術博物館 

②出品参加校  ２３校 

③出品点数  ２８５点（平面２６３点・立体２２点） 

④出品者数  ２６５名 

⑤入場者数  ７４３名 

（３）『西三河』支部展 （1/20 から 1/24 岡崎市美術館閉鎖のため中止） 

①令和２年１月１９日（火）刈谷東高等学校にて代表選考会 

②出品参加校  ３５校（含：未加盟校１） 

③出品点数  ４４８点（平面４２４点・立体２４点） 

④出品者数  ４４２名 

⑤入場者数  ０名 

 

２．実技講習会 

（１）『名古屋』支部 

１１月７日（土）簡単にできるエイジングペイント（岩倉総合高校） 

      ・参加校数 ４校  参加人数 20 人 

（２）『東三河』支部 

１１月１４日（土）「手塚治虫展」学芸員による展示概要解説及び鑑賞会（豊橋市

美術博物館）  

・参加校数５校  参加者数４５名（生徒３８名） 

（３）『西三河』支部 

①１０月１０日（土）「絵画立体造形デジタルアニメション講座」（愛知産業大学） 

台風のため中止 

②１２月１９日（土）「オンラインワークショップ」 

（協力：東海エリア美術デザイン系大学コンソーシアム） 

・参加校数６校  参加者数 ６０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 ５／２０（水）第１回委員会（蒲郡高校）１４：００～ 

       （感染拡大防止のため中止） 

    ② ７／８（水）総会及び第１回専門部会（蒲郡高校）１４：００～ 

       （豪雨のため中止、紙面決議） 

    ③１１／１１（水）第２回委員会（蒲郡高校）１４：００～ 

    ④ ２／３（水）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 

①１０／１４（水）第１回顧問会議（岩倉総合高校）14:00～ 

②１１／２５（水）第２回顧問会議（岩倉総合高校）14:00～ 

③１２／２３（水）展示会場最終打ち合せ（名古屋市博物館） 

④ １／１７（日）第３回顧問会議（名古屋市博物館）14:00～ 

イ.『東三河』支部 

    ①１０／１４（水）第１回顧問会議（豊橋市美術博物館講義室）14:00～ 

    ② １／１９（日）第２回顧問会議（豊橋市美術博物館講義室）14:30～ 

ウ.『西三河』支部 

    ① ９／１６（水）幹事校委員会（知立東高校）14:00～ 

    ②１０／２８（水）第１回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

③１２／２４（水）第２回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

    ④ １／１９（火）第３回顧問会議（刈谷東）13:00～ 

 

４．アートフェスタ出品校 （ ）内は点数 ※含：第４４回高知総文出品作品 

（１）『名古屋』支部 

名古屋西（５）、名古屋大学教育学部附属（４）長久手（３）、名古屋市立北（３）、 

  瀬戸（１）、菊里（１）、名東（１）、木曽川（１）、常滑（１）名古屋市立工業（１） 

（２）『東三河』支部 

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

豊橋東（１） 

（３）『西三河』支部 

  西尾東（６）、知立東（２）、岡崎工業（２）、西尾（１）、安城学園（１）、岡崎北（１）

岡崎城西（１）杜若（１）西尾（１） 

 

５．第４４回高知総文祭出品校 （ ）内は点数 

（１）『名古屋』支部 

名古屋西（２）、市立北（３）、名古屋大学教育学部附属（１）、長久手（１）、常滑（１） 

（２）『東三河』支部 

  蒲郡（１）、豊橋工業（１）、豊橋東（１） 

（３）『西三河』支部 

  西尾東（３）  



令和３年度 事業計画（予定） 

 

１．各支部展 

（１）『名古屋』支部展 

令和４年１月１３日（木）～１６日（日）於；名古屋市博物館 

搬入 １２日（水） 

※６月第１週に申し込み、確定９月中旬 

（２）『東三河』支部展  

令和４年１月１１日（火）～１６日（日） 於；豊橋市美術博物館 

搬入 １０日（月） 

（３）『西三河』支部展  

令和４年 1 月 19 日（水）～23 日（日） 於；岡崎市美術館 

搬入 18 日（火） 

 

２．実技講習会《内容、日時》 

（１）『名古屋』支部 

・  ６月～7 月 パステル画講習（犬山高校） 

・  詳細未定 鑑賞学習会（愛知県美術館）  

（２）『東三河』支部 

・  詳細未定  ※７月～８月（担当豊橋工業高校、豊橋東高校） 

（３）『西三河』支部 

・  詳細未定  ※７月～８月（担当碧南工業高校） 

 

３．委員会、総会、専門部会、顧問会 

（１）委員会及び専門部会 

    ① ５／１９（水）第１回委員会（蒲郡高校）１４：００～ 

    ② ６／２３（水）総会及び第１回専門部会（蒲郡高校）１４：００～ 

    ③１１／１０（水）第２回委員会（蒲郡高校）１４：００～ 

    ④ ２／ ２（水）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 

①１０／１３（水）第１回顧問会議（瀬戸高校）14:00～ 

②１１／１７（水）展示会場最終打ち合せ（名古屋市博物館） 

②１１／２５（水）第２回顧問会議（瀬戸高校）14:00～ 

④ １／１６（日）第３回顧問会議（名古屋市博物館）14:30～ 

（２）『東三河』支部 

①１０／１２（水）第１回顧問部会（豊橋市美術博物館）14:00～ 

② １／１６（日）第２回顧問会議（豊橋市美術博物館）14:00～ 

（３）『西三河』支部 

① ９月 29 日（水）幹事校委員会（岡崎北高校）14:00～ 



②１０／２７（水）第１回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

③１２／２４（金）第２回顧問会議（岡崎市民会館）14:00～ 

④ １／２３（日）第３回顧問会議（岡崎市美術館）13:00～ 

 

５．令和３年度アートフェスタ出品校 ※含：第４５回和歌山総文出品作品 

（１）『名古屋』支部 １０校 ２１点（平面１４点、立体７点） 

名古屋大学教育学部附属（３）、木曽川（３）名古屋西（２）、長久手（１）、中村（１）

名古屋市立北（４）、名古屋市立工業（２）常滑（２）菊里（１）、千種（１）名東（１）、 

（２）『東三河』支部 ７校９点（平面６点、立体３点） 

蒲郡（３）、豊橋工業（３）、豊川（１）、田口（１）、豊橋特別支援（1） 

（３）『西三河』支部  ８校１５点（平面１０点、立体５点） 

  西尾東（４）、光ヶ丘女子（２）、杜若（２）岡崎西（１）、碧南（２） 

知立東（２）、刈谷東（昼間定時）（１）、岡崎城西（１） 

６．第４5 回和歌山総文祭出品校 

（１）『名古屋』支部  ３校 ５点 

市立北（３）、名古屋西（１）、名古屋大学教育学部附属（１） 

（２）『東三河』支部  ３校 ４点 

蒲郡（２）豊川（１）、田口（１） 

（３）『西三河』支部  ４校 ５点 

  西尾東（２）碧南（１）知立東（１）岡崎城西（１） 

 

７．令和３年度アートフェスタポスター選考作品 

  江南（ポスター原画） 

西尾東（パンフレット原画） 

市立北（チラシ原画） 

 

 



令和２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２５日（水）～２９日（日） 高文展（名古屋市博物館）  

 地区大会 １２月１６日（水）～２０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。（今年度は名古屋市博物館での上位６点を、岡崎市美術館にて展示し、各

校顧問・専門部役員（本年は専門部長・副部長）による投票結果で全国大会代表候補を選

考した。）  

（２）講習会・研修会 

７月２９日（水）「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、中止となった。  

１０月に実施予定であった教員向け研修会中止となった。  

（３）役員会・総会 

 ５月末開催予定の役員会・総会（役員改選、活動計画、会計報告

等）は書面開催となった。  

 １１月２５日（水）～２９日（日）県大会、１２月１６日（水）～２０日（日）地区大

会 会期中に令和３年度の和歌山での総合文化祭参加校の選考、アートフェスタ推薦校の

検討を行った。  

 １１月末開催予定の役員会は中止となった。  

（４）アートフェスタ参加校  

旭丘高 愛知商業高 春日井西高 瑞陵高 松蔭高 西尾東高 岡崎城西高  

愛教大附高 国府高 桜花学園高 桜台高 至学館高  

本年度は、全国高総文祭出品作品６作品と上記の６校の作品を展示した。  

（５）全国高等学校総合文化祭参加校  

愛知商業高 旭丘高 春日井西高 瑞陵高 西尾東高 岡崎城西高  

第４４回高知総文祭は WEB 開催され、上記の６点が WEB 上で展示された。  

（６）研究集録 

 １月末開催予定であった書写書道教育研究会研究協議会は中止となった。  

（７）特記事項 

 「第 1１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）における令和２年度全国高総文祭優秀作品展示が行われる予定であったが、中

止となった。  

書道専門部としての 11 月 12 月の展覧会活動は実施できたが、部活動の制限、文化祭・

書道パフォーマンスなど文化部として大切なさまざまな活動が実施できない一年だった。  

 

 



 

令和２年度 「活動内容のまとめ」 （自然科学専門部） 

 

 

１ 研究発表会 

 「第 35 回高等学校文化連盟自然科学専門部研究発表会」 

(1) 主催 愛知県高等学校文化連盟自然科学専門部 

(2) 後援 愛知県，愛知県教育委員会，愛知県私学協会 

名古屋市，名古屋市教育委員会 

(3) 発表 感染症対策によりＷｅｂ上での動画公開（18 校 28 件） 

 

２ 講習会・研修会 

感染症対策により全て中止 

 

３ 役員会 

(1) 第１回 感染症対策により中止 

(2) 第２回 令和２年７月 17 日 ウィルあいち 

(3) 第３回 令和２年 10 月６日 愛知県東大手庁舎 

(4) 第４回 令和２年 12 月２日 愛知県東大手庁舎 

(5) 第５回 令和３年２月 12 日 名古屋市市政資料館 

 

４ アートフェスタ 

感染症対策により発表無し 

 



令和２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22日)

会 場 愛知芸術文化センター 午前：アートスペースA／午後：アートスペースA,D,E,F

COVID-19の感染拡大により中止

（２）講習会(10月17日)

会 場：刈谷市産業振興センター

内 容：ワークショップ「俳句でしか言えないこと」

（講師：加藤邦彦先生、小牧高等学校校長）

参加校 熱田 岡崎東 刈谷北 時習館 常滑 豊橋西 名古屋 名古屋西

参加者 15名

（３）役員会・総会

１文芸専門部顧問総会(5月8日・名古屋市市政資料館第3集会室) COVID-19感染拡大により中止

後日文書をメールにて配信

(1) H30年度事業・会計報告 (2) R1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18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8日オンライン) 第2回(中止) 第3回(7月22日)

第4回(10月17日) 第5回(11月7日) 第6回(2月3日)

名古屋市市政資料館 刈谷市産業振興センター 名古屋西高等学校

(2) アートフェスタ文芸部門生徒実行委員会(中止)

(3) 作品集「映絵18号」生徒編集委員会(11月7日)

(4) アートフェスタ生徒実行委員会(中止）

（４）作品集｢映絵18号｣編集(第45回全国高等学校総合文化祭和歌山大会派遣生徒選考)

１ 経過：要項配布(6月12日・8月21日メールにて配信、高文連HP掲載)、投稿締切(10月25日)、

編集委員会(11月7日)、編集･校正･印刷(～1月末)、発行(2月3日)

２ 応 募 数：30校(小説20名、詩27名、短歌45名、俳句64名、装画11名、部紹介17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 (糟谷英里奈2年) 詩 柳川尚輝(成章2年)

短歌 可児悠紀菜(昭和2年)俳句 篠原圭太(名古屋2年) 部誌 常滑 ｢こんぺいとう｣

（５）第43回全国高等学校総合文化祭和歌山大会

COVID-19感染拡大により中止



令和２年度「活動内容のまとめ」（ボランティア専門部） 

 

（１）県大会 

  県大会（活動発表会）１２月１２日（土） 通常開催を中止し、ビデオ審査を実施。 

 【参加校】 

  桜花学園高等学校 県立岡崎東高等学校 県立杏和高等学校 県立古知野高等学校  

  修文女子高等学校 中部大学春日丘高等学校 名古屋高等学校 （計７校 参加生徒 ４８名） 

 【表彰】 

  最優秀賞：県立岡崎東高等学校 

   優秀賞：名古屋高等学校、県立杏和高等学校 

 

（２）講習会・研修会 

  スキルアップ講習会 ７月１８日（土）中止 代替開催実施せず 

  高校生ボランティア研修会（支部合同研修会）１月３０日（土）中止 代替開催実施せず 

 

（３）役員会・総会 

  役員校顧問会議 

   第１回  ５月１３日（水）中止 資料送付により代替 

   第２回  ７月１８日（土）中止 資料送付により代替 

   第３回  ８月２３日（日）中止 資料送付なし 

   第４回 １２月１２日（土）中止 資料送付により代替 

   第５回  １月３０日（土）中止 資料送付により代替 

 

（４）アートフェスタ参加校 

  ８月２２日（土）２３日（日）に、舞台部門およびパネル部門に参加予定であったが、アートフ

ェスタ開催方法の見直しにより同部門が中止となったことから、参加は出来なかった。 

 

（５）全国高等学校総合文化祭（高知大会）参加校 

中部大学春日丘高等学校が、協賛部門（ボランティア）にリモートで参加。 

 

（６）研究収録 

  実施せず  

 

（７）特記事項 

  今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から活動の全てを中止および代替方法によ

る開催とした。 




