
展示部門部門は8月現在で下記のように参加校の応募をいただきました。

　　県内の多くの学校が展示部門に参加していただけます。ありがとうございました。

　　尚、応募はまだ受け付けていますので、お早めに事務局にお申し出ください。

1 静岡 中部 静岡市立観山中学校 稲葉孝秋 山竹弘己

紹介映像
共同制作 90×180   45×180
絵画　B1 6点
段ボール遊具　粘土作品

2 静岡 中部 静岡市立高松中学校 市川重男 前田英雄
油絵F4･F6 20点
四つ切り水彩画　15点
陶芸　40点

3 静岡 中部 静岡市立豊田中学校 浜部健二
遠津泰喜
石上富子

油絵F6  14点　　　　　CG  A3 数点 10点　四つ切り画用紙5枚文　

4 静岡 中部 静岡市立竜爪中学校 岡本文雄 石原裕子
絵画　四つ切り　8点
木彫 15×22×1　　24枚

5 静岡 中部 静岡市立清水小島中学校 小倉一真 大石未希
四つ切り（屏風･デザイン･自画像等）
（市美術展のスペース希望　1.7m）

半紙　6～12点

6 静岡 中部 静岡市立興津中学校 望月一民
村上浩一
小松正史

四つ切り　10～15点 半紙　5～10点

7 静岡 中部 静岡市立安東中学校 岩崎敏宏
萩原彰彦
狩野順子

絵画・ポスター
ステンドグラス…窓に掲示したい
パネル4～5枚希望（美術）

半紙　8点×3　展覧シート

8 静岡 中部 静岡市立服織中学校 海野俊彦
西村令子

前田いつ乃
原和美

美術科　点描・絵文字・木彫
美術部　4ﾂ切  　約15点
粘土彫刻

書道あり

9 静岡 中部 静岡市立長田西中学校 小川和彦 勝山侑紀 平面　　　　　立体（陶芸）

10 静岡 中部 静岡市立清水第三中学校 堀和弘 小林あや 1167×1820の平面作品

11 静岡 中部 静岡市立長田南中学校 大長功 杉山恵子
絵画
陶芸

12 静岡 中部 静岡市立東豊田中学校 古尾宣良 堤康子 平面（共同　2点・個人 10点）

13 静岡 中部 静岡市立井川中学校 服部重磨 望月貴年
ポスター（写真）A2パネル 約12枚
生徒が１５分程度の発表をしたい

14 静岡 中部 静岡市立由比中学校 望月敬幸 池尻暁子
切り絵　A4  6～10点
立体（未定）

15 静岡 中部 静岡市立城山中学校 角納正人 平谷匡代
絵画・デザイン
工芸　8点

16 静岡 中部 静岡市立清水第二中学校 村松昭彦
竹内明子
山本英樹

F50 2点 半紙　20点程

17 静岡 中部 静岡市立美和中学校 瀧浪泰 藤田信浩 半紙　16点

18 静岡 中部 静岡市立大川中学校 清水昭博 町田真奈美 4ﾂ切  　約8点 半紙　8点

市町 地区No. 書道学校名 校長 担当者 美術



19 静岡 中部 静岡市立南中学校 安本重幸 梅原一眞 美術部作品

20 静岡 中部 静岡市立西奈中学校 仁藤治 山竹敏弘 デッサン　BOXアートなど

21 静岡 中部 静岡市立飯田中学校 塩崎克彰 剣持早苗
模写　F8×5　F10×3
陶芸（明かり～

22 静岡 中部 静岡市立清水第一中学校 大高千尋
徳本広之
望月英樹

四つ切り　絵画・デザイン 16点（1･2年席書課題）

23 静岡 中部 静岡市立賤機中学校 稲垣隆史
三好信吾
深澤公貴

体育祭シンボルマーク　2枚 書写作品（ｶﾚﾝﾀﾞｰ形式）

24 静岡 中部 静岡市立玉川中学校 山﨑泰之 岩崎信男 看板のﾃﾞｻﾞｲﾝ・風景画・ｺﾗｰｼﾞｭ等

25 静岡 中部 静岡市立東中学校 石田弘幸 石塚正浩 半紙　6点

26 静岡 中部 静岡市立清水第四中学校 伊藤静雄 中村弥生
四つ切り 15点　八つ切り 20点
立体　20点程度

27 静岡 中部 静岡市立清水第六中学校 田中勝
太田康子
山﨑智衣

美術部共同制作の写真 かりまき３（半紙36点）　

28 静岡 中部 静岡市立末広中学校 宮村典雄 加納智代 デザイン　B4  10点

29 静岡 中部 静岡市立清水七中学校 西子好之 篠田賢一 立体

30 静岡 中部 静岡市立蒲原中学校 渡邊雅之 佐藤佳子 半紙 24点

31 静岡 中部 静岡市立籠上中学校 大澤恭史 久保田優子 布に描いた共同制作

32 静岡 中部 静岡市立藁科中学校 野﨑丈弘 漆畑仁彦
平面 10点　読書感想画･本の紹介ｶｰﾄﾞ
立体 10点

半紙　9点（各学年 3点）

33 静岡 中部 静岡市立清水両河内中学校 坪内仁志 小林亞弓 半紙　24点（各学年 8点）

34 静岡 中部 静岡市立清水庵原中学校 熊谷正泰 鍋田かおる 半紙16点　条幅紙3点

35 静岡 中部 静岡北特別支援学校 高橋昭 名倉香里 絵画 　10点

36 静岡 中部 静岡聖光学院 岡村壽夫 天野恭子 壁面（半立体　25㎝）

37 静岡 中部 静岡英和女学院中学校 近藤泰雄
高橋美衣

鈴木千恵美
B4少し（人物画）…書道の隙間へ展示

条幅　６点
半紙４点

38 静岡 中部 静大附属静岡中学校 内田恵
土肥正通
吉村直也

デザイン（絵文字・平面構成・ポスター） 半紙（9月に小倉先生へ）



39 藤枝 中部 藤枝市立大洲中学校 杉浦義明 青島芳明
着ぐるみのﾃﾞｻﾞｲﾝ
グローブパペット（指人形）

40 藤枝 中部 藤枝市立青島中学校 山田章訓 武藤りよ 四つ切り　絵画 10点程度

41 藤枝 中部 藤枝市立藤枝中学校 櫻井昭裕 佐藤雅之 塑像（素焼）　30点

42 島田 中部 島田市立初倉中学校 園田豊 森下慈子 半紙・条幅紙

43 島田 中部 島田市立金谷中学校 池谷英人 梅貝裕平 半紙　14点

44 焼津 中部 焼津市立大富中学校 藁科善彦 大畑正次 半紙 21点

45 焼津 中部 焼津市立小川中学校 大石哲郎 古澤達夫 自然物の構成・将来の自分・自分画

46 焼津 中部 焼津市立大村中学校 中谷幸三 鈴木恵子
絵画
立体

47 榛原 中部 吉田町立吉田中学校 飯田高広 大塚彰夫 絵文字・スクラッチ等 条幅紙　６点　半紙18点

48 榛原 中部 牧之原市立榛原中学校 神谷浩之 増田涼 屏風模写　絵文字　スクラッチ

49 沼津 東部 沼津市立愛鷹中学校 竹内重延 松下明敬 平面　　　　　立体　20点

50 沼津 東部 沼津市立大岡中学校 大川裕司 米倉丈智 絵画・デザイン　20点

51 沼津 東部 沼津市立今沢中学校 増田勝俊 佐藤哲朗
平面　20点
立体 10～20点

52 駿東 東部 長泉町立北中学校 鈴木陽一 夏目幸弘 絵画　30点・デザイン 30点

53 駿東 東部 駿東郡清水町立南中学校 竹中正哉 渡邊千春
絵画B3
篆刻・立体作品

54 駿東 東部 裾野市立西中学校 照井久美子 田中史昭
壁面（半立体）
立体（針金）

55 賀茂 東部 南伊豆町立南伊豆中学校 佐野薫 佐藤真実 絵画・写真・デザイン 半紙を台紙に貼ったもの　1枚

56 富士宮 東部 富士宮市立第二中学校 松浦信之 池田百合
ステンドグラス・モザイクアート等
ランプシェード 3点

57 磐周 西部 磐田市立福田中学校 田中潤 大庭学 報道部　学校新聞

58 浜松 西部 浜松市立西部中学校 牛田吉彦 藤田典良 パネル　90×180  4枚



59 浜松 西部 浜松市立与進中学校 増田幸雄 清水真紀
総合的な学習レポート
B1ｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ又はﾊﾟﾈﾙ　90×180  3枚
業者搬入・搬出

60 浜松 西部 浜松市立細江中学校 早瀬智啓 内藤礼乃
パネル　90×180  3枚（含　発達学
級）

61 浜松 西部 浜松市立笠井中学校 内山真理子 大場友梨乃
平面・切り絵（含　発達学級）　総合
立体

書道あり

62 浜松 西部 浜松市立麁玉中学校 藤井信男 平賀卓也
平面（美術）  90×180  3枚
立体

書道あり

63 浜松 西部 浜松市立浜北北部中学校 瀧口裕章 松島雪乃 美術・家庭    90×180  3枚 書道あり

64 浜松 西部 浜松市中学校文化連盟 瀧口裕章 松島雪乃 写生大会優秀作品 4ﾂ切  　約20点
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