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第11回ふくい中学生アートリンピック展

　ふくい中学生アートリンピック展は、「美術部の生徒にも、全国大会などの大きな目標をもたせたい。
美術部の甲子園のような展覧会を開催したい。」の思いから2010年度にスタートしました。今年は、コロナ禍に
巻き込まれ、開催すべきかどうか、たいへん悩みました。しかし、中学三年生にとっては最後の展覧会です。
たった一人でも応募したいと思う生徒がいるなら開催しなければならないと思い、各中学校の校長先生や
顧問の先生方と何度も話し合いました。その結果、ホームページでの展覧会の可能性も含めて、実施することを
決めたのです。それが５月のことです。そのときに紹介したポスターがこれです。テーマは、「ある。」です。

　このテーマには二つの意味が込められてます。一つは、
展覧会は必ず「ある」から、コロナ禍でも頑張って自分の
最高の絵を描いてほしいという願いです。そして、もう一つは、
「自分はここに在る」という自己存在の意味です。長い休校
期間の中で生徒は、いろんなことを考えたことでしょう。
そこから、自分は何を描きたいのか、自分自身に問うていた
のではないでしょうか。
　こうした願いや思いが伝わったのでしょう。心配された
応募数は、昨年とほぼ同様の 248 点となりました。これは

驚きです。この展覧会を目標に、皆さんが楽しみにしていたのでしょう。展覧会の準備や運営にあたっては、
多くの課題や困難がありましたが、参加校の先生方のおかげで、今まで以上の素晴らしい作品が多く集まり、
最高の展覧会となりました。この場を借りて、感謝申し上げます。
　また、県事業「ヤングアートキャンプ」との共催で、岡山県から「洗濯ばさみアート」などのインスタ
レーション作品で著名な高本淳基さんにもご講演いただき、大きな刺激を受けました。
　最後になりましたが、アートリンピック展卒業生が今、アーティストとして活躍をするようになってきました。
その中の一人で、「西野カイン」さん（朝日中学校出身）は福井市美術館で個展を開くなど大きな活躍をして
います。「アートリンピック展が未来のふくいの文化を創る」、このことがいよいよ現実になってきたのです。
　あらためまして、中学生の豊かな感性と自由な創造性を尊重するとともに、中学生の今しか描けない絵の
数々をこの作品集でご覧いただき、感想などいただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　令和３年１月吉日
　　　　　　　　　　　　　　ふくい中学生アートリンピック展実行委員会　代表　牧井 正人

第11回　ふくい中学生アートリンピック展
会　場：福井県立図書館（エントランスホール）　福井県立美術館（第１展示室）　WEB展示（アートリンピック展ホームページ）
期　間：令和２年８月１日（土）～ 8月 2日（日）
参加校：県内中学校 24 校　248 点展示　観覧者数：約 1000 人（WEB 観覧者数：1529 人）
表彰式：令和２年 8月２日（日）9時 30 分　福井県立図書館　
講演会：高本 敦基氏（造形作家　岡山県）　「洗濯バサミがアートになる」

コロナに負けず、「ある！」をテーマに１１回目を開催！
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グランプリ賞

粟野中学校　3年
菊田 碧生　「４月の空に」72.5cm×60.5cm

　今年中学３年生の私は、義務教育という名の与えられた世界から離れ、自分の
道を自分自身で決めて進んでいかなければならない。少し不安もあるけれど、
それでも私は進む。新しい景色を求めて。

　　グランプリ賞を受賞して
　今回の制作では、絵を描くことを心から楽しみ、自分の描きたいものを描くことができました。自分は
改めて絵を描くことが好きなのだと実感しました。この作品は、たくさんの人に支えられてできたものです。
家族や部活仲間、先生方、アートリンピック展の関係者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも
私は自分らしい絵を描き続けていきたいです。この度はグランプリ賞をいただきありがとうございました。

グランプリ賞  
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金賞

明倫中学校　３年
清水 夏希　「Japan  ～春  夏  秋  冬～」72.8cm×103.0cm

　１年の中で様々な景色を産み出してくれる日本の四季。その美しさがいつまでも残っていて欲しいという思いを伝えたくて、
この絵を描きました。目を凝らしてみると、見た事がある名所が隠れているかもしれません。

陽明中学校　３年
朝比奈 星伽　「いつも見る景色Ⅴ」72.6cm×102.9cm

　よく見かける風景を描きました。背景の細かいところまで描きました。水面に映る木や棚などをゆらめかせて描き、
工夫しました。

特別賞

特別賞
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金賞

明倫中学校　３年
神谷 雅姫　「feel sick」60.6cm×72.7cm

　理由もなくなんとなく行動すると、人を傷つけたり、嫌になったり、吐き気がしたりします。その気持ちを描きました。
なんとなく行動しないような薬があるといいですね。

特別賞

勝山南部中学校　３年
鳥山 紫帆　
「追憶」
72.8cm×51.5cm

　辛い思い出の方が記憶に残りやすい。中学校の
３年間。嫌な思い出しかなかったと思っている人も
いるだろう。でも、思い出してほしい。幸せな
思い出を。辛い事ばかりじゃないことを。どうか、
全てを無かった事にしないでほしい。
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粟野中学校　３年
永井 美羽　「モ ji 化 ke」45.4cm×45.4cm

　これだけたくさんの人がいるのに人は人の目を気にしていいことができない。それは、だれしもが良く思っていないが、1人が、私ががんばっても
変えることはできない。世界を変えることはできない。あきらめるしかない。苦しい。いやだ。たすけて。私は。私だけは。そうだ。描こう。

金賞

中央中学校　３年
寺木 結菜　「決戦のとき」86.5cm×90.0cm

　嬉しさも、悲しさも、苦しみもあった中学校 3 年間。最後の試合を前に少女は何を思うのだろうか。決戦のとき、
彼女は髪を結う。
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金賞

中央中学校　３年
堀川 仁衣奈　
「私の「パンドラの箱」」
66.6cm×50.7cm

　人類最初の女性・パンドラ。家に置かれていた、
神からの贈り物である箱。夫の留守中に、禁忌と
されていたにもかかわらず開けてしまった。たちまち
箱からは「災い」が飛び出し、大変なことになって
しまう。残された箱の中には希望だけが残った。

鯖江中学校　３年
赤堀 真悠　
「まなざし」
72.5cm×53.0cm

　親友の集中して絵を描いている姿を描きました。
油絵に初めて挑戦した作品です。自分なりの表現が
出来るよう肌の質感や色づかいにこだわりました。
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丸岡中学校　３年
山下 雅諾　「ウミガメ」60.5cm×91.0cm

　海の守り神と言われるウミガメの神秘的な姿に心惹かれたから描きました。

金賞

永平寺中学校　２年
山内 萌悠　「彼岸花」51.4cm×72.7cm

　私は、彼岸花の花ことばに心を打たれ、自分のイメージの寂しくも凛としている姿を描きました。
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清水中学校　２年
山岸 永輝　
「帰り道」
60.0cm×45.0cm

　暗くて少し不気味な帰り道も、友達と帰れば
それは明るいものに変わる、という思いを伝え
ようと思い描きました。

金賞

陽明中学校　２年
三嶋 勇海　「夜中にツナサンド」51.4cm×72.8cm

　地球外知的生命体からの探査用機器の設計図の絵です。上部の文字は僕が創りました。ちなみに「エンド・ライズ・ドロード」と
書いてあります。また、塗りつぶしの所はスポンジで描きました。
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銀賞

明倫中学校　３年
松谷 咲良　「蝸牛」

清水中学校
３年
山本 沙和　
「道しるべ」

清水中学校
３年
竹内 怜　
「nature」

清水中学校
２年
横山 彩夏　
「描けない」

勝山南部中学校　３年
今井 友椛　「朝焼け」

勝山南部中学校　２年
仲村 凛々子　「庭のありになってみたい。」



- 10 -

銀賞

勝山南部中学校　２年
髙田 百夜子　「夜の狩人、いざ」

勝山南部中学校　２年
横山 結香　「possibility」

鯖江中学校　３年
坂口 智菜美　「過去」

勝山南部中学校
３年
中野 皓太　
「袋だたき」

丸岡中学校　３年
上口 七瀬　「徒花」

中央中学校
３年
太田 夢華　
「辛い世界で涙する」

丸岡南中学校
２年
道關 由奈　
「感情」
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銀賞

中央中学校
２年
山中 彩也乃　
「誕生」

中央中学校
２年
中村 美月　
「未来の助け」

武生第二中学校　３年
宇都宮 真咲　「私の世界」

武生第二中学校　３年
清水 琴音　「感情」

武生第二中学校
２年
笠嶋 友里　
「変わり果てた街」

万葉中学校　３年
林 奈菜子　「碧」
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銀賞

万葉中学校
２年
笠嶋 心結 　
「まぶた」

南越中学校
２年
蓑輪 万莉
「商売」

南越中学校　３年
山田 櫂生　「リュウグウノツカイ」

粟野中学校
３年
山中 彩夢
「愛依存症（ワタシイゾンショウ）」

粟野中学校　２年
鈴木 星羅　「蛇の口裂け（くちなわのくちさけ）」

粟野中学校　２年
山口 純奈　「白昼夢」
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清水中学校　加畑 志歩 清水中学校　横山 瑠菜 清水中学校　田仲 昭理

社中学校　髙瀨 露 陽明中学校　石本 悠夏 勝山南部中学校　宮澤 雪野

勝山中部中学校　古川 陽夏 三国中学校　寺前 美希 丸岡中学校　増田 理沙

鯖江中学校　臼木 ひより 鯖江中学校　垂石 真愛 鯖江中学校　西岡 弥流

銅賞
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鯖江中学校　丹羽 成美 中央中学校　小島 優衣中央中学校　高島 桃花

中央中学校　若林 爽 朝日中学校　上坂 楓花中央中学校　田野邉 美妃

武生第一中学校　中村 沙羅 武生第一中学校　イシキゾ アイコ武生第一中学校　有園 ガブリエレ

武生第一中学校　永谷 花音 武生第二中学校　大栁 日葉里武生第一中学校　大工原 真希

銅賞
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武生第二中学校　中井 美友 万葉中学校　牧田 唯奈武生第二中学校　山家 唯璃愛

万葉中学校　戸田 愛悠 松陵中学校　及川 理結南越中学校　長谷川 雄飛

粟野中学校　林田 かほり 小浜中学校　新屋 瑠菜小浜中学校　大谷地 愛梨

高浜中学校　浅田 音樹 高浜中学校　前田 彩乃

〈表彰〉
　グランプリ賞…………………１点
　金賞（特賞３点含む）……１２点
　銀賞…………………………２４点
　銅賞…………………………３５点
　審査員賞……………………１０点

〈参加〉
　応募数……………………２４８点
　参加校………………………２４校

銅賞
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審査員一覧（11 名）

〇内山 正人　足羽高校 美術教諭
〇牧野 浩之　鯖江高校 美術教諭
〇伊藤 裕貴　武生高校 美術教諭
〇間所 節夫　羽水高校 美術教諭
〇加藤 桂子　元福井県中学校美術部会長
〇白﨑 徹　　福井県交流文化部文化課 主任
〇牧井 正人　ふくい中学生アートリンピック展実行委員会 代表
〇大正 一哉　デザイナー  デザイン･ラボ フクイ
〇藤井 雅之　福井県中教研美術部会長
〇石堂 裕昭　福井市美術館 館長
〇下﨑 美江　福井県教育庁義務教育課 指導主事
　※左上段より並び順 ( 敬称略 )　

石堂賞　明倫中学校　今川 美空 牧野賞　陽明中学校　石本 悠夏下崎賞　清水中学校　岩堀 天音

間所賞　勝山南部中学校　宮澤 雪野 大正賞　中央中学校　高島 桃花 加藤賞　武生第二中学校　山内 雄太

牧井賞　万葉中学校　牧田 唯奈 内山賞　南越中学校　長谷川 雄飛 白崎賞　粟野中学校　長田 美依

伊藤賞　高浜中学校　前田 彩乃

審査員特別賞
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平成 26 年度

第５回　平成 26 年
8月7日～ 8月10日
鯖江市まなべの館
（19 校参加）

グランプリ賞
武生第三中学校 (３年 )
田邉 泉　「眠りことみ」
第８回アートクラブグランプリ　平成２７年
堺商工会議所頭賞

平成 27 年度

第６回　平成 27 年
7月30日～ 8月2日
鯖江市まなべの館
（25 校参加）

グランプリ賞　気比中学校 (３年 )
奥谷 凜子　「あなたを愛しています」

平成 28 年度

第７回　平成 28 年
8月4日～ 8月7日
坂井市ハートピア春江
（25 校参加）

グランプリ賞
芦原中学校 (3 年 )
山﨑 未侑
「My world」

平成 29 年度

第 8回　平成 29 年
8月2日～ 8月6日
福井県立図書館
（25 校参加）

グランプリ賞　陽明中学校 (３年 )
馬場 菜摘　「一週間」

平成 30 年度

第 9回　平成 30 年
8月8日～ 8月12日
福井県立図書館
（29校参加）

グランプリ賞　武生第三中学校 (３年 )
田崎 里奈　「解放～ for liberty ～」

平成 25 年度

第４回　平成 25 年
8月9日～ 8月18日
福井市 AOSSA
（18 校参加）

グランプリ賞　武生第三中学校 (３年 )
真保 芹菜　「平和と滅亡」
第 7回アートクラブグランプリ　平成２6年
テレビ大阪賞

令和元年度 令和２年度

第 10 回　令和元年
7月28日～ 8月2日
福井県立図書館
（26校参加）

グランプリ賞　武生第二中学校 (３年 )
畑本 アユミ　「庭」

平成 24 年度

第３回　平成 24 年
8月4日～ 8月6日
福井市 AOSSA
（17 校参加）

グランプリ賞　鯖江中学校 (３年 )
阿部 真菜美　「調和」※第３回より審査を実施し、グランプリなどの賞を授与する。

第１回　平成 23 年
2月26日～ 3月6日
福井市 AOSSA
（16 校参加）

平成 22 年度 平成 23 年度

第２回　平成 23 年
8月9日～ 8月15日
福井市 AOSSA

第 11 回　令和 2年
8月1日～ 8月2日
福井県立図書館･福井県立美術館･WEB展示
（24 校参加）

グランプリ賞　粟野中学校 (３年 )
菊田 碧生　「４月の空に」

文部科学大臣賞　気比中学校 (３年 )
河原﨑 菜々子　「9414」

第９回アートクラブグランプリ　平成 28 年
1月7日～ 1月17日
堺市立東文化会館文化ホール
（511 校参加）

アートリンピックヒストリー
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２０２１年
　　　１月　開催要項、募集要項等の案内
　　　　　　全国アートクラブグランプリ展覧会
　　　　　　９日 (土 )～１月１７日 (日 )【1月１３日 (水 )休館日】
　　　２月　参加校申込受付
　　　３月　第 1回実行委員会 ( 予定 )
　　　４月　参加校最終確認
　　　５月　参加者名簿受付
　　　６月　出品者作品名簿の提出
　　　　　　第２回実行委員会　６月２７日(日 )　＊ＺＯＯＭでも実施

　　　７月　作品搬入　審査　２７日 ( 日 )
　　　　　　展覧会　２７日 ( 火 ) ～８月１日 ( 日 )
　　　８月　表彰式　作品搬出　１日 ( 日 )
　　　　　　アンケート提出ー集計
　　　９月　全国アートクラブグランプリ応募
　　１１月　全国１次審査発表ー２次へ作品送付
　　１２月　全国結果発表
２０２２年
　　　１月　全国アートクラブグランプリ展覧会・表彰式

武鎧 恭子　光山 瑞枝　中田 光昭　竹澤 美由紀　高田 慎也　酒井 啓子　平辻 喜和 　西田 幹子　中川 美穂
平山 華代子　岩本 佳子　田邉 尚子　松尾 奈々恵　西田 紫織　高橋 はるか　木下 恵理　嶺山 佳子　小形 和美
尾形 聡美　西澤 千裕　川﨑 祐美　藤木 直人　酒井 則幸　服部 知真　夛田 幸弘　谷上 真由美　別司 佑輔
高須 沙絵　板庇 遥香　杉山 由紀　田中 奈津美　齋藤 悠　竹下 美和子　佐竹 由美子　後藤 亜好　杉浦 証
津島 美穂　竹内 晴夫　牧井 正人　藤井 雅之

第12回ふくい中学生アートリンピック展
スケジュール

第11回ふくい中学生アートリンピック展
実行委員一覧

第11回ふくい中学生アートリンピック展
表彰式　グランプリ賞・金賞受賞者



発行：ふくい中学生アートリンピック展実行委員会
制作：杉浦　証

会場風景

＜主　催＞　ふくい中学生アートリンピック展実行委員会
＜共　催＞　福井県　福井県教育委員会
＜協　賛＞　前田工繊株式会社
＜協　力＞　福井県中学校教育研究会美術部会　井ザワ画房
＜後　援＞　　　　　　     　　　  福井放送局　

＜参加校 24 校＞
　明倫中　　　清水中　　　社中　　永平寺中　陽明中
　勝山南部中　勝山中部中　三国中　丸岡中　　丸岡南中
　鯖江中　　　中央中　　　東陽中　朝日中　　武生第一中
　武生第二中　万葉中　　　南越中　松陵中　　粟野中
　小浜中　　　小浜第二中　美浜中　高浜中


