第４６回全国高等学校総合文化祭

書道部門参加要領
１ 日時
(1) 展示
令和４年７月３１日（日） 午前９時３０分から午後５時３０分まで（予定）
８月 ２日（火） 午前９時３０分から午後５時３０分まで（予定）
８月 ３日（水） 午前９時３０分から午後５時３０分まで（予定）
８月 ４日（木） 午前９時３０分から午後５時３０分まで（予定）
※ 令和４年８月１日（月）は展示会場休館日
(2) 行事
令和４年８月 ２日（火） 午後２時から午後４時３０分まで（予定） 開会式・交流会
８月 ３日（水） 午前１０時から正午まで（予定）
講評会・閉会式
２

会場
全国展
企画展
開会式
交流会
講評会
閉会式

３

会場名
所在地
電話番号
ＨＰアドレス
会場名
所在地
電話番号
ＨＰアドレス

東京都美術館
〒110－0007 東京都台東区上野公園８番３６号
03-3823-6921
https://www.tobikan.jp/
かつしかシンフォニーヒルズ
〒124－0012 東京都葛飾区立石六丁目３３番１号
03-5670-2222
https://www.k-mil.gr.jp/

参加資格
全国高等学校総合文化祭開催基準規程第１０条に基づき、参加資格を有する者とします。

４ 参加負担金
(1) 出品者数１人につき１，０００円とします。
(2) 参加負担金については、都道府県ごとに全部門一括して納入することとしています。詳細は、
各都道府県高等学校（芸術）文化連盟にお問い合わせください。
５ 著作権等について
(1) 参加校、出演者、出品者等は、著作権、肖像権、プライバシー等の権利者の許諾が必要な場合
は責任をもって所定の手続きを行ってください。なお、東京大会では、講評会の様子を収録し、
動画配信サイト上で当日のリアルタイムでのライブ配信及び後日に繰り返し再生可能なオンデ
マンド配信を予定しています。また、展示の様子を収録し、動画配信サイト上で後日に繰り返し
再生可能なオンデマンド配信を予定しています。万が一権利の侵害から生じるトラブルが発生
した場合、本大会実行委員会は、一切の責任を負いません。
(2) 発表等にかかる著作隣接権は、全国高等学校文化連盟に帰属するものとします。
(3) 本大会実行委員会は、参加者等の肖像（演奏・演技・展示・発表・競技等を行っている様子や
肖像、衣装、シナリオ、対戦表、作成物等）及び著作物、展示したものの写真や映像の、全部又
は一部を、記録集等の紙媒体の作成、ＤＶＤディスク又はＢｌｕ－ｒａｙディスク等の映像記
録媒体の作成、ウェブページ、ＳＮＳ(Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど)等への掲載、
各種メディア（テレビ・新聞・雑誌・インターネットなど）及び総文祭後催県、地方公共団体等
に提供し、活用することがあります。あらかじめ御了承ください。
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６ 規格及び出品点数
(1) 規格（仕上り額寸法）
ア 縦作品は縦９１㎝～２４２㎝、横５５㎝～９１㎝以内とします。
イ 横作品は縦９１㎝以内、横１７０cm 以内とします。
（ ア、イの作品についての紙面は、半切相当以上とします。）
ウ 篆刻・刻字作品は半切（５５㎝×１７０㎝）以内とします。
(2) 種別
漢字、仮名、漢字仮名交じり、篆刻、刻字とします。
(3) 出品方法
額装出品とします。ただし、アクリルを使用し、ガラスは使用できません。また、軸装仕立は
不可とします。
(4) 規格外の作品は、受け付けません。
(5) 出品点数は次のとおりとします。
区分
出品点数
北海道
１７点以内
埼玉、千葉
１４点以内
福岡
１３点以内
兵庫
１１点以内
広島
１０点以内
茨城、神奈川、大阪
９点以内
静岡、熊本、鹿児島
８点以内
東京、新潟、長野、愛知、岡山
７点以内
岩手、三重、奈良、大分、沖縄
６点以内
青森、宮城、山形、福島、栃木、富山、岐阜、京都、徳島、愛媛、佐賀
５点以内
秋田、群馬、山梨、福井、滋賀、香川、高知、宮崎
４点以内
石川、和歌山、鳥取、島根、山口、長崎
３点以内
(6) 全国高等学校総合文化祭推薦作品としては、個人作品のみとします。
(7) 全国高等学校総合文化祭において優秀であると認められた作品に対し表彰し、令和４年度に
開催される「全国高等学校総合文化祭優秀作品展示」等において展示する予定です。
７

参加申込
提出書類の様式データファイルは、第４６回全国高等学校総合文化祭大会公式ホームページ
（https://tokyo-soubun2022.ed.jp/）からダウンロードして御使用ください。
(1) 参加校から各都道府県高等学校（芸術）文化連盟への提出書類
ア 提出締切は、各都道府県高等学校（芸術）文化連盟の指示に従ってください。
イ 提出するデータのファイル名は「部門名 都道府県名 学校名 書類名」としてください。
（例：書道 東京都 東京都立●●高等学校 様式１）
ウ 提出するデータは、一つのファイルにまとめ、まとめたファイル名を「部門名 都道府県名
学校名」として提出してください。
（例：書道 東京都 東京都立●●高等学校）
提出書類
送付方法
「参加申込書」
様式１
作成したファイルを
「参加部門に関する基本調査」
様式２
メール添付により送付
「参加出品票」（写真貼付）
様式３
(2) 参加校から各都道府県書道専門部事務局への提出書類
次の書類を、指定の方法で各都道府県書道専門部事務局に送付してください。
ア 通常の文字入力ソフトに登録されていない文字（「外字」等）は、電子データではスペー
スを空け、紙媒体に手書きで記入して提出してください。
イ 提出締切については、各都道府県書道専門部事務局の指示に従ってください。
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ウ

提出するデータのファイル名は「部門名 都道府県名 学校名
い。（例：書道 東京都 東京都立●●高等学校 様式２～７）
提出書類
送付方法
「基礎データ」
ＣＤ－Ｒ郵
送
「参加申込書」
様式１
「参加部門に関する基本調査」

様式２

「参加出品票」

様式３

「作品集掲載用写真台帳」
「出品作品制作意図カード」

様式４
様式５

「書道部門作品制作資料 表紙」

様式６

「著作権許諾書写し 添付表紙」

様式７

「作品写真データ」

書類名」としてくださ
備考

●行事会場に入場する引率者名を
記載してください。（生徒１名
につき引率者１名）
●様式３は、原票とコピー２部（計
３部）を郵送してください。
●郵送する紙媒体にはカラーＬ版
の作品写真を必ず貼付してくだ
郵送
さい。
及び
ＣＤ－Ｒ郵 ●ＣＤ－Ｒデータには写真の貼付
不要です。
送

●作品制作資料を必ず提出してく
ださい。
●必要な作品のみ提出してくださ
い。
ＣＤ－Ｒ郵 ●留意事項を参照し撮影してくだ
送
さい。

【作品写真データの留意事項】
・ 画像データは、出品作品を裏打ちした後、１，０００万画素以上で、作品が歪まないよう望
遠撮影してください。また、背景に人物等が写らないように撮影してください。仮名（細字）
及びその他の細字作品の場合は、拡大写真も含みます。
・ 画像データは、ＪＰＥＧ形式ファイル、ファイルサイズは３ＭＢ程度で保存し、ファイル名
は、
「都道府県名・学校名・作者名・作品名.jpg」としてください。
・ 参加作品の画像データは、各都道府県で一括して１枚のＣＤ－Ｒに保存し、各都道府県高等
学校（芸術）文化連盟書道専門部事務局から開催県（東京都）部門委員会事務局へ送付してく
ださい。提出されたＣＤ－Ｒは、返却できませんので御了承ください。
・ 校正は、各都道府県高等学校（芸術）文化連盟書道専門部事務局が指定したメールアドレス
にお送りするＰＤＦファイルにより、お願いします。
※ 提出された画像データを、そのまま原稿として、作品集の作成、搬出入手続き、講評会資料
等に使用します。
(3) 各都道府県書道専門部事務局から開催県（東京都）部門委員会事務局への提出書類
ア 提出書類（様式１～７）と作品写真のデータを、各都道府県書道専門部事務局で一括して
１枚のＣＤ－Ｒに保存し、紙媒体とともに開催県（東京都）部門委員会事務局に送付してく
ださい。
イ 提出締切は、令和４年５月１１日（水）必着です。なお、提出されたＣＤ－Ｒは返却できま
せんので御了承ください。
ウ 送付先は、開催県（東京都）部門委員会事務局です。（12 問合せ先参照）
〒113－0033 東京都文京区本郷一丁目３番３号東京都教職員研修センター８階
８０１（２）
（３）
東京都教育庁指導部指導企画課全国高等学校総合文化祭担当部門専門官
矢口 正樹 宛
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８ 搬入及び搬出
(1) 搬入
ア 参加校は、送付方法等について各都道府県高等学校（芸術）文化連盟の指示に従ってくださ
い。
イ 作品は破損しないように梱包し、各都道府県高等学校（芸術）文化連盟が取りまとめて送付
してください。搬入先については、令和４年５月中に通知する予定です。
ウ 各都道府県高等学校（芸術）文化連盟から東京都実行委員会事務局への搬入受付期間につい
ては、次のとおりです。期日指定サービス等を利用し、次の指定日必着で搬入してください。
搬入日
地 域
令和４年５月３０日（月）

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

令和４年５月３１日（火）

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨

令和４年６月 １日（水）

新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重

令和４年６月 ２日（木）

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根
岡山、広島、山口

令和４年６月 ３日（金）

徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

(2)

搬出
大会終了後に、東京都実行委員会事務局から各都道府県高等学校（芸術）文化連盟の指定する
宛先に、料金着払いで送付します。

９

大会日程
内 容

展 示

日 程
令和４年７月３１日（日）
８月 ２日（火）
～８月 ４日（木）
※ 令和４年８月１日
（月）は展示会場休館日

開会式

時 間

会 場

9：30 ～ 17：30

東京都美術館

14：00 ～ 14：40
令和４年８月 ２日（火）

交流会
講評会
閉会式
10

諸会議・審査会
内 容

15：00 ～ 16：30
令和４年８月 ３日（水）

日

程

かつしかシンフォニー
ヒルズ

10：00 ～ 12：00

時 間

会 場
かつしかシンフォニー
ヒルズ

常任理事会

令和４年８月 １日（月）

15：00 ～ 16：30

理事会・
代表者会

令和４年８月 ２日（火）

10：10 ～ 11：40

東京都美術館 講堂

審査会

令和４年８月 ２日（火）

11：40 ～ 13：10

東京都美術館
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11 その他
(1) 詳細については、「実施要領」でお知らせします。なお、「実施要領」は令和４年５月下旬以
降、大会公式ホームページにおいて公表する予定です。
(2) 本参加要領の内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、変更する場合が
あります。
(3) 第４６回全国高等学校総合文化祭への参加に当たっては、マスクの着用や健康観察の実施な
ど、実行委員会が定める新型コロナウイルス感染拡大防止対策を確実に行っていただきます。
(4) 作品の取扱については、細心の注意を払いますが、破損については責任を負いかねますので
御了承ください。
(5) 作品集作成には、十分注意を払いますが、不十分な点は御容赦ください。校正は、開催県（東
京都）部門委員会事務局から、各都道府県高等学校（芸術）文化連盟書道専門部に送付するＰＤ
Ｆファイルにより確認をお願いします。
(6) 作品集及びプログラムには、作者名、学校名、学年の個人情報が記載されますが、この目的以
外に使用することはありません。なお、不明な点は事務局にお問い合わせください。
12

問合せ先

所在地

名 称

書道部門委員会事務局
〒113－0033
東京都文京区本郷一丁目３番３号
東京都教職員研修センター８階
８０１（２）
（３）
東京都教育庁指導部指導企画課
全国高等学校総合文化祭担当
部門専門官
やぐち

連絡先

その他

実行委員会事務局
〒113－0033
東京都文京区本郷一丁目３番３号
東京都教職員研修センター８階
８０１（２）（３）
東京都教育庁指導部指導企画課
全国高等学校総合文化祭担当

まさき

矢口 正樹
TEL 03-3830-1214
TEL 03-3830-1213
E-mail
E-mail
shodou@section.metro.tokyo.jp
tokyosoubun2022@section.metro.
（受信専用アドレス）
tokyo.jp（受信専用アドレス）
大会公式ホームページ https://tokyo-soubun2022.ed.jp/に大会に関する情
報を掲載しますので、定期的に御確認ください。
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