
平成30年度　山形県高等学校文化連盟　各専門部　事業計画（案）
専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第17回山形県高等学校演劇春季合同発表会 兼　第46
回山形県高等学校演劇生徒講習会

５月１２日～１３日 東根市諸施設、東根温泉各旅館 ２６校　生徒３５０名 専門講師１３名

第64回山形地区高等学校演劇合同発表会 ９月１５日～１６日 山形市民会館 １０～１１校

第6７回置賜地区高等学校演劇合同発表会 9月16日 米沢市民文化会館 ３校

第32回庄内地区高等学校演劇合同発表会 9月1日 鶴岡市中央公民館 ５校

第5７回村山最北地区高等学校演劇合同発表会 9月1日 新庄市民会館 ５～６校

第4１回山形県高等学校演劇指導者講習会
兼　第2４回生徒ﾘｰﾀﾞｰ研修会

２月９日～1０日 山形地区 ３０名程度

第4２回山形県高等学校総合文化祭演劇部門
　兼　第4５回山形県高等学校演劇合同発表会

１０月１８日～２０日 東根市さくらんぼタントクルセンター １１～１2校

強化振興事業
強化指定校研修会（全国高等学校総合文化祭視察）

８月７日～９日
長野県上田市　サントミューゼ　上田市交流文
化芸術センター大ホール

希望する加盟校の生徒、顧問

全国会議派遣 8月7日
長野県上田市　サントミューゼ　上田市交流文
化芸術センター大ホール

全国理事1名派遣

全国会議派遣 ３月下旬 愛知県　穂の国とよはし芸術劇場PLAT 全国理事1名派遣

第51回東北地区高等学校演劇発表会 １２月２１日～２３日 秋田県秋田市文化会館　大ホール
13校（各県2校＋開催県1校）
うち山形からは3校出場予定

山形県高等学校合唱講習会（内陸） 2月3日 山形西高 内陸音楽部員100名 佐藤容子氏（声楽家）

山形県高等学校合唱講習会（庄内） 5月、1月 鶴岡北高、コミュニティセンター 庄内地区音楽部員200名 未定

第49回置賜地区合唱祭 6月第2・3土曜日 南陽市交流プラザ「蔵楽」 置賜地区音楽部員80名 なし

第50回置賜地区高校合唱祭 12月23日 伝国の杜「置賜文化ホール」 置賜地区高校音楽部員50名 なし

第43回田川地区合唱祭 12月23日 鶴岡南高校　鶴翔会館
田川地区音楽部員150名
鶴岡市内中学校合唱部員

なし

山形県声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2月11日 山形テルサホール 県内音楽部員250名 未定

強化振興事業
強化指定校研修会（　全国大会視察　）

10月27日～28日 長野市　ホクト文化ホール 酒田東高徒3名引率1名 なし

村山地区　ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ発表会 12月23日 山形テルサ 450名 5名

村山地区　高等学校合同演奏会 3月下旬 山形市民会館 450名 地区吹奏楽担当者

最北地区　アンサンブル講習会 1月10日 酒田市民会館希望ホール 50名 4名

置賜地区　置賜地区第1５回吹奏楽の日コンサート 未定 未定 250名（地区吹奏楽部1・2年生） 地区吹奏楽担当者

置賜地区　高文連吹奏楽専門部主催コンサート 未定 未定 250名（地区吹奏楽部1・2年生） 4名

田川地区　田川地区高等学校吹奏楽専門部合奏講習
会・高校部長会

9月16日、10月14日、11月3日、1月26日 鶴岡南高校 160名 地区吹奏楽担当者

田川地区　田川地区高等学校吹奏楽祭2019 2月9日 タクト鶴岡 160名 地区吹奏楽担当者

飽海地区　楽器別講習会 5月26日 酒田東高校 130名 ヤマハ音楽講師、山形交響楽団員

飽海地区　飽海地区合奏講習会 秋 酒田西高校 50名 1名

顧問会並びに楽曲研究 ４月 霞城公民館等 専門部加盟校顧問

マンドリン生徒合同練習会 3回 マンドリン部門所属校等 山形東高、山形北高、山辺高 外部講師7名

マンドリン生徒合同講習会 2回 マンドリン部門所属校等 山形東高、山形北高、山辺高 外部講師7名

管弦楽（弦楽器）生徒合同講習会 3回 天童市市民プラザ等
米沢東高、山形城北高、新庄北高、
酒田西高、酒田光陵高

弦楽器講師5名
合奏講師1名

管弦楽生徒合同練習会 3回 天童市市民プラザ等
米沢東高、山形城北高、新庄北高、
酒田西高、酒田光陵高

弦楽器講師5名

器楽・管弦楽専門部合同演奏会 11月 天童市市民プラザ等
山形東高、山形北高、山辺高、米沢東高、山形
城北高、新庄北高、酒田西高、酒田光陵高

器楽・管弦楽専門部合同講習会 6～7月 該当地区内施設 該当地区専門部加盟校

合同演奏技術講習会 12月 山形西高校
山形西高、上山明新館高、天真学園
高

山田流　安達　薫綾氏（山形西高校講師）

山形県高総文祭参加 10月13日 やまがぎんホール（山形県県民会館） 上山明新館高校邦楽部

飽海地区事業 年間 天真学園高校 天真学園高校筝曲部員 生田流　伊藤　良子　氏

地域郷土芸能参加講習会（和太鼓） 5月、7月、3月 米沢工業高等学校セミナーハウス 米沢工業高等学校部員 上杉太鼓、盆太鼓指導者　佐藤　仁　氏

地域伝承芸能講習会（上山太鼓囃子鼓流） ４月～6月・８～12月 山形明正高等学校体育館 山形明正高等学校部員 上山太鼓囃子鼓流　松本　佳子　氏

和太鼓講習会 12月 加茂水産高等学校体育館
鶴岡中央、加茂水産、
米沢工業、山形明正

県内外より依頼

伝承部門講習会 6～10月 新庄神室産業高等学校 新庄神室産業高等学校部員 地域文化保存会伝承者　明石　博　氏

強化講習会 4月～8月 村山産業高等学校耕道会館 村山産業高校又新連部員 むらやま徳内まつり振興会　西山　眞　氏他

全国高等学校文化祭参加 8月8日～10日 長野県　伊那文化会館 村山産業高校又新連部員

県高総文祭大会 10月13日 やまぎんホール（山形県県民会館）
鶴岡中央、加茂水産、
米沢工業、新庄神室産業、
村山産業、山形明正

5～6月 山本学園高校体育館 山本学園高校ダンスドリル部 阿部　美音子氏

８月 鶴岡東高校 鶴岡東高校吹奏楽部 井坂　浩嗣氏

8月～9月 新庄北高校　新庄北高最上校 新庄北高校吹奏楽部 秋葉　光太郎氏　佐藤　静香氏

9月～1月 山形工業高校 山形工業高校吹奏楽部 渋谷　正昭氏

第３1回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ山形県大会及び
第４７回ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜ-ﾘﾝｸﾞ山形県大会

9月 山形県総合運動公園アリーナ
山本学園高校　鶴岡東高校　　新庄
北高校　山形工業高校

9月～10月 山本学園高校 山本学園高校 阿部　美音子氏

10月 鶴岡東高校 鶴岡東高校 井坂　浩嗣氏

10月 最上町民体育館 新庄北高校 秋葉　光太郎氏　佐藤　静香氏

10月～1月 山形工業高校 山形工業高校 渋谷　正昭氏

器楽・
管弦楽

郷土芸能

日本音楽

ﾏｰﾁﾝｸﾞ
ﾊﾞﾝﾄﾞ･

ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ

演劇

合唱

吹奏楽

マーチング・バトントワリング実技強化講習会

強化振興事業
マーチング強化講習会



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

美術・工芸専門部総会及び指導者実技講習会 6月下旬 未定 各高校美術部顧問25名

各地区実技講習会

　飽海 未定 未定

　田川 未定 未定

　最北 未定 未定

　村山 未定 未定

　置賜 未定 未定

地区美術展

　飽海 未定 未定

　田川 未定 未定

　最北 未定 未定

　村山 未定 未定

　置賜 未定 未定

第42回全国高等学校総合文化祭 8月7日～11日 長野県　上田市　サントミューゼ 7名

（県高美連共催）
第42回県高総文祭
第66回山形県高等学校美術展

10月12～16日 山形県体育館 県内高等学校美術部員500人 なし

書道専門部総会 6月 東北芸術工科大学

全国高等学校総合文化祭長野大会参加 8月7日～11日 松本市美術館及びまつもと市民芸術館主ホール
山形南高、東桜学館高、谷地高、村
山産業高、酒田光陵高

　村山地区高等学校書道展 未定 未定 未定

　村山地区生徒･顧問講習会 未定 未定 未定 現代アート展鑑賞

　村山地区リーダー研修会 未定 未定 未定 現代アート展鑑賞

　最北地区高文連作品展2018 未定 未定 未定

　最北地区リーダー研修会 未定 未定 未定

　最北地区実技講習会 未定 未定 未定

　置賜地区実技講習会 未定 未定 未定

　置賜地区リーダー研修会 未定 未定 未定

　田川地区実技講習会 未定 未定 未定

　田川地区文化部合同展（アートフォーラム展） 未定 未定 未定

　田川地区書き初め展 未定 未定 未定

　飽海.・田川地区リーダー研修会 未定 未定 未定

　飽海地区高等学校実技講習会 未定 未定 未定

　飽海地区高等学校書道部展 未定 未定 未定

第1回理事会 6月 酒田光陵高等学校

第2回理事会 2月 酒田光陵高等学校

第42回県高総文祭 10月12日～14日 山形県体育館 約37校　約170点

強化振興事業
　実技講習会

６月１日～2日 山形県青年の家（天童市） 武蔵野大学　教授　廣瀬　裕之氏

全国会議派遣 ８月８日～９日 松本市美術館及びまつもと市民芸術館

写真技術講習会 7月上旬 東北芸術工科大学（山形市） 写真部関係顧問・生徒 東北芸術工科大学　准教授　屋代敏博　氏

読売新聞山形支局と共催事業
　高校生写真教室

5月2６日（土） 山形中央公民館（山形市） 顧問および生徒 読売新聞東京本社

読売新聞山形支局と共催事業
　ヨミー高校生フォトコン2018

12月15日(土） 山形県芸文美術館（山形市） 顧問および生徒 読売新聞山形支局と共催事業

第1８回山形県写真専門部フォトコンテスト 7月4日（水） 鶴岡工業高校 審査委員 外部審査委員(1名）

第42回全国高総文祭長野大会参加 8月8日～10日 豊科公民館、豊科近代美術館（安曇野市）
酒田光陵１、山形北１、日大山形２、
東桜学館１

なし

活動記録誌制作 年度末

地区事業補助 年度内

第42回県高総文祭　写真技術講習会 10月13日 山形県芸文美術館 顧問および生徒 外部講師

第42回県高総文祭
兼　第23回写真作品展

10月12日～14日 山形県芸文美術館 顧問および生徒 外部審査委員

第1回「高校生のための放送講座」 5月11日 東北芸術工科大学
各高校の放送部員、放送委員会等の
生徒および顧問

未定

第4８回山形県高校放送コンテスト 6月5日 山形テルサ
各高校の放送部員、放送委員会等の
生徒および顧問

NHK山形放送局ｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ他

第6５回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 7月23日（月）～26日（木）
国立青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念ｾﾝﾀｰ、NHKホール
（東京都）

50名（県高校放送ｺﾝﾃｽﾄ入賞者） NHK職員、全国各校顧問

第42回全国高等学校総合文化祭長野大会 8月8日～9日 カノラホール　岡谷市文化会館 15名 プロのｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

第２回「高校生のための放送講座」 9月 未定
各高校の放送部員、放送委員会等の
生徒および顧問

未定

第25回山形県高等学校放送コンテスト新人大会 11月5日 山形市中央公民館・山形テルサ
各高校の放送部員、放送委員会等の
生徒および顧問

顧問

第22回東北高等学校放送コンテスト 2月9日～10日 多賀城市民会館（宮城県多賀城市）
各高校の放送部員、放送委員会等の
生徒および顧問

プロのｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

強化育成事業
　アナウンス・朗読強化講習会

7月 未定
県高校放送コンテスト・前年度権高校
放送コンテスト新人大会入賞者

未定

強化育成事業
　高校放送指導者講座

12月25日～26日 東京都・千代田放送会館 放送専門部参加各校顧問
全国高校放送コンテストの審査員や役員を務
めた専門家他

第42回山形県高等学校囲碁選手権大会 5月2６日（土） 山形県立山形東高等学校 5校25名 日本棋院山形支部

囲碁強化合宿 7月14日（金）・15日（土） ロッジＺＡＯどっこ沼 3校20名 日本棋院本院 ・日本棋院山形支部

第42回全国高等学校囲碁選手権大会 ７月23日（月）～25日（水） 日本棋院本院（東京都） 未定 なし

第42回全国高等学校総合文化祭長野大会 8月7日（火）～8月8日（水） 長野県大町市 未定 なし

第32回東北高等学校囲碁選手権大会 未定 青森県八戸市 未定 なし

第2回山形県高等学校囲碁専門部特別講習会 2月16日（土） 山形県立山形東高等学校 5校20名程度 日本棋院山形支部

第42回県高総文祭囲碁専門部大会
兼　山形県高等学校囲碁新人大会

10月14日（日） 山形県立山形東高等学校 3校20名程度 日本棋院山形支部

囲碁

写真

放送

美術・工芸

書道

各地区講習会・発表会



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第40回山形県高等学校将棋選手権大会 5月19日（土） 上山明新館高等学校
男子団体　 4チーム程度
男子個人 30名程度
女子個人　 6名程度

　
日本将棋連盟山形県支部連合会

第31回山形県高等学校将棋竜王戦大会 6月23日（土） 上山明新館高等学校 個人30名程度 日本将棋連盟山形県支部連合会

第42回山形県高等学校総合文化祭将棋部門
第27回山形県高等学校将棋新人大会

10月13日（土） 上山明新館高等学校
男子個人　30名程度
女子個人　3名程度

日本将棋連盟山形県支部連合会

第42回全国高等学校総合文化祭長野大会 8月8日（水）～9日（木） 東御市文化会館サンテラスホール 参加者2名 なし

第42回山形県高等学校総合文化祭村山大会 10月13日（土） やまぎんホール（山形県県民会館） 参加者4名程度 審査員3名、弁論専門部部長

平成30年度高等学校文化連盟全国弁論部会（会議） 8月7日 長野県東御市文化会館

第42回全国高総文祭宮城大会出場選手選考大会　兼
第40回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権山形県
大会

5月12日・13日 置賜総合文化センター 生徒25名程度、顧問4名程度 専門部長、審判長小杉貴子氏

強化振興事業
　山形県選抜チーム強化練習会兼各校合同練習会

6月3日（日） 置賜総合文化センター 生徒25名程度、顧問4名程度 小杉貴子氏、外部講師6名

強化振興事業
　夏季強化合宿練習会

7月28日～29日 置賜総合文化センター 生徒25名程度、顧問4名程度 小杉貴子氏、外部講師6名

第42回全国高総文祭信州総文 ８月９日～１１日 ホワイトリング 生徒8名、監督1名

強化振興事業
　高等教育機関との連携による強化合宿

11月3日～4日 置賜総合文化センター 生徒35名程度、顧問4名程度 東北大学かるた会５名

強化振興事業
　東北地区高校生合同かるた講習会派遣

1月上旬 八戸市文化教養センター（南部会館） 生徒8名程度、顧問2名程度 外部講師２名

専門部コーチ等による巡回指導 随時 該当地区内施設 生徒10名程度、顧問2名程度 小杉貴子氏

第42回県高総文祭村山大会 10月13日～14日 米沢商業高等学校 生徒35名程度、顧問4名程度 小杉貴子氏

地区事業補助（最北・置賜・庄内） 未定 未定 未定

新聞専門部総会並びに前期新聞講習会 7月上～中旬 山形西高等学校 70名程度 未定

後期新聞編集技術講習会 11月上～中旬 山形市メディアタワー 70名程度 未定

県高等学校新聞コンクール

10月上～中旬

11月上～中旬
　　　　表彰式

大手門パルス

山形メディアタワー 審査員　4名委嘱

高校新聞縮刷版発行 2月 登録加盟校

全国高等学校総合文化祭派遣
鶴岡北高校 寒河江高校 山形西高校、
山辺高校 生徒各2名

全国高等学校総合文化祭取材派遣 全国総文祭長野大会　各会場 山形南高校　生徒2名

県高総文祭参加 10月12日～14日 村山地区 速報新聞作り

生徒講習会サイエンスジャンボリー 9月 置賜地区主管 大学教員

高等学校科学系部（クラブ）研究発表会県大会 12月 未定 未定 未定

強化振興事業
　高等学校科学系部（クラブ）研究展

3月中～下旬 霞城セントラル１Fアトリウム 20名程度 来場者のべ２００～３００名

第42回県高総文祭 10月13日（土） 山形県芸文美術館（山形市）

全国会議派遣 8月6日（月）、９日（木） 諏訪東京理科大学 １名（専門副部長）

第1７回山形県高校文芸コンクール 9月(発表) 未定 詩、散文、短歌、俳句、文芸部誌 審査員：専門部長・各地区専門部理事

　村山地区 未定 未定 村山地区各高等学校文芸部生徒

　置賜地区 未定 未定 置賜地区各高等学校文芸部生徒

　最北地区 未定 未定 最北地区各高等学校文芸部生徒

　庄内地区 未定 未定 庄内地区各高等学校文芸部生徒

『山形高校文芸』第21号発行 2月 県内各高等学校文芸部生徒

第42回全国高総文祭長野大会生徒派遣 8月７日～11日 長野県佐久市
詩：山形西、散文：酒田東、短歌：酒
田西
俳句：山形南、文芸部誌：長井

第32回全国高等学校文芸コンクール 9月(応募)

第42回県高総文祭文芸専門部大会 10月12日 酒田市 県内各高等学校文芸部生徒

強化振興事業
　第33回全国高等学校文芸コンクール入賞者表彰式

12月 東京都

第２０回全国高文連北海道・東北文芸大会（福島大会） 10月25日～26日 福島県会津若松市

全国会議派遣 8月

文芸

将棋

小倉百人一首か
るた

新聞

科学

弁論

地区研修会



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

　村山地区研修会 8月9日（木） 山寺芭蕉記念館

　最上地区合同研修会 未定 未定 地区高校茶道部員

　北村山地区合同研修会 未定 未定 地区高校茶道部員

　生徒たちの茶会 8月3日（木） 東根市さくらんぼタントクルセンター

   子ども祭りふれあい茶会 5月5日 日和山公園 ４校

   第34回学校茶道合同茶会 8月26日（日） 出羽遊心館 4校

   第1６回高校生チャリティー茶会・写真部作品展 12月15日（土） マリーン５　清水屋 4校

　ひな祭り茶会 3月下旬 さかた街なかキャンパス 2校

　置賜地区茶道専門部研修会 8～9月頃 担当校：長井高等学校 ５校参加予定

　茶道専門部研修会 9月 未定 4校

　第34回学校茶道合同茶会 7月 未定 2校

　高校生アートフォーラム茶会 12月 アートフォーラム鶴岡 4校

地域貢献活動 未定 未定

　第42回県高校総合文化祭参加 10月12日～13日 山寺芭蕉記念館

　村山地区第１回リーダー研修会 7月 山辺高校 地区高校華道部員 華道部顧問

　村山地区第２回リーダー研修会 12月 市内学童保育所 地区高校華道部員

　置賜地区リーダー研修会 未定 未定 地区高校華道部員

　庄内地区リーダー研修会 未定 鶴岡中央高校 地区高校華道部員

　村山地区研修会 7月 山辺高校 地区高校華道部員

　村山地区異世代交流事業 未定 山形市内学童保育所 地区高校華道部員

　置賜地区研修会 未定 未定 地区高校華道部員

　高校生アートフォーラム 未定 鶴岡アートフォーラム 地区高校華道部員

強化振興事業
　第1回指導者講習会

6月 天童高校 県内高校華道部顧問

強化振興事業
　第2回指導者講習会

11月 天童高校 県内高校華道部顧問

県高校総合文化祭参加 10月12～14日 山形県郷土館「文翔館」 県内高校華道部員

平成30年度　山形県高等学校文化連盟　各地区高文連　事業計画（案）
地区 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第1回理事会　兼　第42回山形県高等学校総合文化祭第
3回準備委員会

6月中旬 外部施設 地区高文連役員　40名程度

第2回理事会　兼　第42回山形県高等学校総合文化祭第
4回準備委員会

8月下旬 外部施設 地区高文連役員　40名程度

第3回理事会　兼　第42回山形県高等学校総合文化祭第
5回準備委員会

11月下旬 山形工業高校 地区高文連役員　40名程度

第４回理事会 2月上旬 山形工業高校 地区高文連役員　40名程度

第42回山形県高等学校総合文化祭村山大会 10月12日～14日
やまぎんホール、山形県体育館、山形県芸文美
術館等

県内の高等学校

特別支援校補助 6月～2月

第1回理事会 6月 新庄南高校 各校代表理事、各専門部理事

第2回理事会 2月 新庄南高校 各校代表理事、各専門部理事

最北地区高文連作品展2018 12月18日～21日 新庄駅ゆめりあ　花と緑の交流広場 約60人

第1回理事会 5月下旬 長井高校 各校代表理事、各専門部理事

第2回理事会 12月中旬 長井高校 各校代表理事、各専門部理事

第3回理事会 2月下旬 長井高校 各校代表理事、各専門部理事

第1回理事会 6月 酒田光陵高等学校 50名

第2回理事会 2月 酒田光陵高等学校 50名

第1７回高校生チャリティー茶会・写真部作品展 12月中旬 マリーン5清水屋

高校生アートフォーラム展１2 12月 鶴岡アートフォーラム

庄内地区

茶道

村山地区

最北地区

置賜地区

華道

最北地区活動

育成事業

村山地区活動

飽海地区活動

置賜地区活動

田川地区活動


