平成 30 年度 美術部・イラスト研究会
～ 部活動 ３ ～
{ 全国大会出場の報告 }


第 27 回全国高等学校漫画選手権大会
まんが甲子園 2018
＜西高ブ－スにて＞



全国高校生ペン児たちが難関の第一次予選を勝ち

＜一次競技「ＡＩ」制作風景＞

抜き、高知県高知市文化ホ－ルかるぽ－と、高知
城歴史博物館会場に８／４日（土）～５日（日）
２日間にわたって熱戦を繰り広げました。


まんが甲子園は、
「絵が上手く描けるかどうか」
ではなく、出題テ－マから課題やモチ－フに対し
て「何を感じそれをどのように表現したかった
か」が問われます。西高５人チ－ムは、一次競技
突破を目標に、出題テ－マに仲間たちと互いに高

＜一次競技の熱戦を終えて完成＞

め合って制作に努めました。そして、限られた制
作時間内に全力で作品と向き合い力を注ぎまし
た。描ききり終えた時に感じたことは、
「楽しか
ったぁ」という素直な気持ちでした。
※大会結果
予選応募校数、272 校のうち本選出場 33 校（海
外３校含む）。一次競技「出題テ－マ．ＡＩ」
、敗
者復活戦「出題テ－マ．ラスボス」敗退。

＜敗者復活戦「ラスボス」制作風景＞

＜敗者復活戦会場・審査委員の講評風景＞
＜本選大会の会場正面より＞



皆さん大会を終えてお疲れでした。



第 18 回全国高等学校ファッションデザイン
選手権大会 ファッション甲子園 2018



「高校生らしい瑞々しい感性」をテ－マに難関の
デザイン画第一次審査を勝ち抜き、青森県弘前市
民会館８／２５日（土）～２６日（日）
、ファッシ
ョンショ－形式の公開最終審査会に西高３人チ
－ムが山形県代表として出場しました。



２５日オリエンテ－ションでは、コンテストリハ
－サルやウォ－キングなどを中心に説明会が行
われ、全国高校生たちの斬新な創作衣装・色彩感
覚・素材など様々な手作り作品に圧倒されました。

＜会場ブ－スにて＞

西高３人チ－ムも美術部員たちで創り上げた創
作衣装を身に着けて、「イメ－ジした創作衣装の
魅力が人に伝わるようにするウォ－キング表現
や作品紹介にこだわりポイントを読み上げる」な
ど魅せ方にも工夫しました。


２６日ファッションコンテスト最終審査では、西
高「作品テ－マ 楽園」自然に良いコンデション
で作品紹介やウォ－キング表現力も楽しくパフ
ォ－マンスが上手くできました。
全国 36 都道府県 130 校 3,136 点デザイン画、
第一次審査応募作品から 24 都道府県 32 校 35
点が出場。
「作品テ－マ 楽園（入選）
」。

＜開会式＞

＜デザイン画 ～ 創作衣装＞

平成 30 年度 美術部・イラスト研究会
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＜夜は肝試しぃ～＞

{ 部活動の報告 }


校外活動／作品鑑賞会
第 71 回示現会山形展（東京国立美術館で開催
後の巡回展）、第１回山形一水会展（東京公募展
一水会展に出品している山形県内グル－プ）
。

＜野外制作・作品批評会＞

「表現とは何か?」 生の油彩画から様々な絵作
りの魅力を探り個性的な世界観に触れました。

＜外でバ－ベ－キュ－＞


校外夏期合宿／野外制作
恒例の野外油彩制作８／８日（水）～１１日（土）
３泊４日。西蔵王の自然空間の中で心地よい風や
鮮やかな色彩に囲まれそれぞれのテ－マを探り
ながらの制作活動を行いました。

◇ペンションログハウス三百坊
オオヤマ桜で有名な西蔵王の場所にあります。自
然に囲まれ静かな環境で、夜になると夜景や星空
がとても綺麗で近くには、放牧場・三本木沼・西
蔵王公園・野草園などがあります。ログハウスは、
木の丸太を使った手作りでのんびりと自由な時
間を過ごせます。
＜人物クロッキ－会＞

＜1,2 年部員＞



第 73 回山形県総合美術展覧会（県美展）
山形展 9／1 日（土）～17 日（月）山形美術館



3 年最後の作品 S50 号油彩を制作し、県美展洋
画部門に挑戦しました。初出品・初入選・初受賞
した力作品を紹介します。
＜会場風景＞
県美展

～制作を経て～

今回の作品は 2 年間の部活動の集
大成として制作したものです。高
校最後の作品ということもあり、
エスキ－ス作りにもかなり悩んだ
のをよく覚えています。飼い猫の
可愛さを表現したかったので、毛

「うちのねこ」



校外

夏景油彩画&イラスト作品展

並みや顔立ち、身体の丸みなど一

9／3 日(月)～14 日(金)

つひとつ丁寧に描き上げました。

山形県村山総合支庁ミニギャラリ－

S50 油彩 ＊奨励賞

＜会場展示風景＞

「ランチタイム」S50 油彩
＊入選（賞候補）

「波頭」S50 油彩
＊入選

「かぞく」S50 油彩
＊入選（賞候補）

「ピクニック」S50 油彩
＊入選

＜全国高校まんが甲子園出場再現作品＞

「東雲」S50 油彩
＊入選

静物・人物・風景の油彩作品・イラスト作品を展
示しました。多くの方にご鑑賞いただきそして、
心温まるご批評や感想ありがとうございました。
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{ 部活動の報告 }


校外活動／芋煮会



鍋を囲んで笑顔いっぱいの親睦会、楽しいそうで

＜西高展示ブ－ス＞

すねぇ～。

＜共同制作 F40 アクリル＞

「羽化」油彩 F80
＊奨励賞

＜1,2 年部員＞


第４２回山形県高等学校総合文化祭(村山大会)
展示部門／美術工芸
第６６回山形県高等学校美術展



10/12 日(金)～14 日(日) 山形県体育館

10/23 日(火)～28 日(日)




第 51 回山形市民美術展
山形県芸文美術館

洋画部門 5 点デザイン部門に 7 点出品しました。

山形県内高等学校、48 校の

絵は楽しんで描くことが一番大事ですが「どう表

美術作品［絵画・彫刻・デザ

現したらそれが人に伝わるだろうか・・?」作品発

イン・工芸］総数 277 点を

表では問われる大切なことです。

展示しました。

「空想」F6 油彩
＊山形美術連盟賞

「伽藍堂」
油彩 F80
＊入選

「抑止」油彩 F80
＊入選



＜会場展示風景＞





「静かな胎動」油彩 F80
＊入選

「劣等」油彩 F80
＊入選

校外「1,2 年西美展」のお知らせ

山形県芸文美術館ギャラリ－1，２

第 63 回東北現代美術協会 公募展

31 年 2／15 日（金）～17 日（日）

第 66 回東北現代美術協会 会員会友展

10:00～17:00、最終日は 13:00

11/7 日(水)～11 日(日)山形美術館 2 階展示室

30 年度部活動において、制作した作品の中から

公募展絵画部門に 4 点挑戦し、初出品初入選

部員たちが選んだ力作の油彩やイラストを展示

しました。

します。そして、全国大会に出場した作品等や何
か企画作品も考えているようで・・・・。
部員 22 名による作品約１００点の発表です。
油彩やイラスト新作もお楽しみに！


16 日（土）10:00～12:00 は、部員たちによる
ギャラリ－ト－クを予定しています。

＜会場展示風景＞

どんな内容を発表するのか？ 乞うご期待！

