
平成２７年度第３９回山形県高等学校総合文化祭（村山大会）実績報告 

 

テーマ 「響け 蔵王の山に 文化の鼓動」 

 

１ 目 的 県内高等学校の代表が一堂に集まり、日頃研鑽している芸術文化活動の優れた成果を

発表することにより、高校生の芸術文化活動に対する理解と関心を高めると共に、高校

生相互の交流と親睦をはかり、高等学校教育の充実と青少年芸術文化活動の振興に資す

る。 

 

２ 主催・共催・後援 

(1) 主催 山形県高等学校文化連盟 山形県教育委員会 

(2) 共催 山形市・山形市教育委員会  上山市・上山市教育委員会 

      酒田市・酒田市教育委員会  米沢市・米沢市教育委員会           

(3) 後援 山形県中学校文化連盟 山形新聞・山形放送 朝日新聞山形総局 

      読売新聞山形総局 毎日新聞山形総局 河北新報社 

NHK 山形放送局 (株)山形テレビ (株)テレビユー山形 (株)さくらんぼテレビ 

 

３ 期 日 平成２７年１０月９日（金）～１１日（日）（主会期） ＊開会式 １０月１０日（土） 

 

４ 会 場 

(1)やまぎんホール（山形県県民会館）  〈開会式典・ステージ部門〉 

(2)文翔館      〈展示部門：科学・新聞・書道パフォーマンス〉 

(3)山形県体育館   〈展示部門：美術工芸・書道〉 

(4)山形県芸文美術館（ナナビーンズ） 〈展示部門：写真・華道〉 

(5)霞城公民館    〈展示部門：文芸〉 

(6)山寺芭蕉記念館  〈展示部門：茶会〉 

(7)その他（専門部単独開催の会場・期日） 

  ①将棋   10 月 24 日（土）                 場所 上山明新館高等学校 

  ②囲碁   10 月 18 日（日）                 場所 山形東高等学校 

  ③演劇   10 月 29 日（木）～11 月 1 日（日）  場所 酒田市民会館希望ホール 

  ④放送   11 月 6 日（金）           場所 遊学館 

  ⑤小倉百人一首かるた 10 月 12 日（月）       場所  置賜総合文化センター 

        

５ 内 容 【10 月 9 日（金）～11 日（日）】◇各専門部展示会場 

         展示部門：美術・工芸、書道、科学、新聞、写真、華道、文芸 

         茶  会：茶道 

      【10 月 10 日（土）】 

         開 会 式：表彰、歓迎演奏、その他 

         ステージ部門：合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、郷土芸能 

         競技部門：弁論 



 

 

６ 詳 細  

(1) 式  典 

 司 会 進 行 山形北高校放送部   三部 実樹 

 実行委員長挨拶 上山明新館高校長   寒河江 茂 

 生徒代表挨拶 上山明新館高校   松田 愛美 

 表 彰 テ ー マ【最優秀賞】  上山明新館高校   荒井 花陽 

        ポスター【最優秀賞】  谷 地 高 校   草苅 姫雅 

 歓 迎 演 奏 山形南高校・上山明新館高校合同バンド 

 開 会 宣 言 山形市立商業高校   増子 絵里奈 

 ファンファーレ 山形南高校・上山明新館高校合同バンド 

 (2)ステージ部門（主会期開催） 

  ① 弁   論：２校４名（山形西高校・新庄東高校） 

  ② 日 本 音 楽：１校（天真学園高校） 

  ③ 郷 土 芸 能：６校（鶴岡中央高校、山形明正高校、米沢工業高校、村山産業高校 

             新庄神室産業高校、加茂水産高校） 

  ④ 合   唱：村山地区合同合唱団（山形東高校、山形西高校、山形北高校、山形学院高校 

                    上山明新館高校） 

  ⑤ 器楽・管弦楽：【マンドリン】３校合同演奏（山形東高校、山形北高校、山辺高校） 

          【管 弦 楽】５校合同演奏（山形城北高校、新庄北高校、米沢東高校 

                       酒田西高校、酒田光陵高校） 

  ⑥ 吹 奏 楽：２校（楯岡高校、東海大学山形高校） 

※  アナウンス：山形北高校放送部 伊藤直奈・足達優希 

(3)ステージ部門（専門部単独開催） 

  ⑦  演   劇：第 42 回山形県高等学校演劇合同発表会として開催（参加 12 校） 

 ⑧ 放   送：第 22 回山形県高等学校放送コンテスト新人大会として開催（参加 14 校） 

(4) 展示部門  

① 美術・工芸：５０校 

② 書   道：３８校 

③ 写   真：２０校 

④ 新   聞：１４校 

⑤ 文   芸：１７校 

⑥ 科   学：１２校 

⑦ 華   道：１５校 

(5) 競技部門 

① 囲   碁： ４校 

② 将   棋： ７校 

③ 小倉百人一首かるた： ３校 

(6) 茶  会 

① 茶   道：３０校 



 

 

７ 表 彰（別紙「表彰者一覧」参照） 

総合文化祭賞 団体６  個人１５ 

高 文 連 賞  団体８  個人１８ 

 

８ 担 当 

村山地区高等学校文化連盟 山形県高等学校総合文化祭村山大会実行委員会 

事務局：上山明新館高等学校 

 

９ 会 議 

  実行委員会  ３回（平成２７年７月１日、９月１１日、１２月３日） 

  準備委員会  ３回（平成２７年５月２９日、９月３日、平成２８年２月中旬予定） 

  地区理事会  ３回（平成２７年５月２９日、９月３日、平成２８年２月１６日予定） 



第39回山形県高等学校総合文化祭「総合文化祭賞」・「高文連賞」受賞校、受賞者一覧

専門部 部門 学校
演劇 山形東高等学校
演劇 置賜農業高等学校

郷土芸能 村山産業高等学校
放送 オーディオピクチャー 日大山形高等学校
放送 ビデオメッセージ 山形西高等学校
文芸 文芸部誌 新庄北高等学校

専門部 部門 学校 作品名 氏名 学年
美術・工芸 新庄南高等学校 心境 桜本　彩乃 ２年

書道 山形南高等学校 臨　九成宮醴泉銘 石山　典宏 ３年
写真 山形工業高等学校 境界 柿崎　豪 ３年
放送 アナウンス 山形北高等学校 三部　実樹 ２年
放送 朗読 山形北高等学校 佐藤　舞 ２年
囲碁 男子個人 山形東高等学校 武田　華門 １年
囲碁 女子個人 荒砥高等学校 鈴木　里奈 ２年
将棋 男子個人 山形東高等学校 叶内　紘介 １年
将棋 女子個人 楯岡高等学校 相田　紗那 ２年
弁論 山形西高等学校 青春を生きる 伊藤　きり １年
文芸 詩 新庄北高等学校 大丈夫 庄司　すみれ ３年
文芸 散文 鶴岡南高等学校 廃頽の憂鬱 佐藤　亮太 ３年
文芸 短歌 山形東高等学校 えごを練る 保科　佳歩 ３年
文芸 俳句 新庄北高等学校 ねむの木や 笹原　圭那子 ３年

小倉百人一首かるた 米沢商業高等学校 原田　真由 ２年

専門部 部門 学校
演劇 村山産業高等学校
演劇 山辺高等学校
演劇 山形西高等学校
演劇 酒田東高等学校

郷土芸能 鶴岡中央高等学校
放送 オーディオピクチャー 山形北高等学校
放送 ビデオメッセージ 山形北高等学校
文芸 文芸部誌 長井高等学校

専門部 部門 学校 作品名 氏名 学年
美術・工芸 楯岡高等学校 夢中 高橋　美緒 ２年

書道 山形南高等学校 倪元璐　行書五言律詩 梅津　祥全 ２年
書道 酒田光陵高等学校 傳山　七言絶句幅 小松　秋乃 ２年
書道 酒田光陵高等学校 香紙切 澤田　未羽 ２年
書道 山形西高等学校 趙之謙　「隷書開元占經」 布宮　和花菜 ３年
写真 山形工業高等学校 もうっ!!! 本田　千恵 ３年
放送 アナウンス 山形東高等学校 藤城　莉子 ２年
放送 朗読 寒河江高等学校 白田　千夏 ２年
囲碁 男子個人 山形東高等学校 清野　健人 ２年
囲碁 女子個人 荒砥高等学校 齋藤　希 １年
将棋 男子個人 鶴岡工業高等学校 千葉　裕生 １年
将棋 女子個人 山形東高等学校 星　　乃彩 １年
弁論 山形西高等学校 知ろうとすること 粕谷　亜衣 ２年
文芸 詩 新庄北高等学校 送り花 笹原　圭那子 ３年
文芸 散文 新庄北高等学校 赤と青に滲む夏 叶内　美紅 ３年
文芸 短歌 九里学園高等学校 触れば病む 添田　彩音 ３年
文芸 俳句 酒田西高等学校 母の庭 佐藤　汀　 ３年

小倉百人一首かるた 米沢興譲館高等学校 井上　真衣 ２年

部門 賞 学校 作品名 氏名 学年
テーマ 最優秀賞 上山明新館高等学校　　　「　響け　蔵王の山に　文化の鼓動　」 荒井　花陽 ２年
テーマ 優秀賞 山形北高等学校 　「　空翔る　創造の翼　蔵王を越えて　」 髙橋　月見草 ３年
テーマ 優秀賞 山形北高等学校 　「　咲き誇れ　文化の大輪　村山の地に　」 菊池　朝日 ３年
テーマ 優秀賞 上山明新館高等学校　　　「　咲き誇れ　未来の花！　蔵王の峯に　」 山口　美優 ２年
ポスター 最優秀賞 谷地高等学校　　 草苅　姫雅 ３年
ポスター 優秀賞 寒河江高等学校　　 由井　楓佳 ３年
ポスター 優秀賞 左沢高等学校　　 後藤　奈美 ２年

七夕の夜
ハーモニー
ウラキフジ

作品名
隧道

むらやま徳内ばやし
あなたに話せたら

ほっと。を届ける

●総合文化祭賞（団体種目）

●総合文化祭賞（個人種目）

●高文連賞（団体種目）

星追い人
飛沫（しぶき）2015

作品名

●高文連賞（個人種目）

●大会テーマ・ポスター

きらきらひかれ
挑（いどむ）
氷点夏
山が泣いてる
せきれい第八十九号


	39th-kenkoubunsai-houkoku
	39th-kenkoubunsai-houkoku2

