
●個人情報 取り扱いについて

本美術展にご応募頂いた方 個人情報 、 審査結果一覧 ・ 入選者名簿 ・ 図録 ・ 展示作品 キャプション ・ 団体賞盾 ・ ホームページ等へ 掲載、 テレビ番組などへ 使用、 新聞 ・

雑誌などで 成績発表 ・ 出品作品に関する問い合わせ、 開幕式 ・ 表彰式など 連絡、 作品 返却、 賞状 ・ 賞品 ・ 図録など 発送、 審査結果など 通知と本美術展 開催、 広報、

次回展 ご案内など本美術展 遂行に必要な場合に限って使用させて頂きます。 応募頂いた個人情報を本人 同意無しに業務委託先以外 第三者に開示・提供すること ありません。

（法令などにより開示を求められた場合を除く。） なお、 入選作品 取り扱いも同様と致します で、 出品に際して予めご了承下さい。

●作品送付先 〒333-0816　埼玉県川口市差間 2 - 34 - 2 松下ア−トサ−ビス 『高校生国際美術展』 係
 TEL ： 048 - 298 - 5369　FAX ： 048 - 298 - 6369
 直接搬入は 10:00 ～ 17:00 受付。 学校単位での一括搬入も可。
 作品送料は発送者負担でお願いいたします。

●資料請求・問い合わせ先 （日祝日は休み）
 〒167 - 0053　東京都杉並区西荻南 2-18-9 菱研ビル 2 階
 世界芸術文化振興協会内『高校生国際美術展実行委員会』
 TEL : 03 - 5336 - 3507　FAX : 03 - 5336 - 3509【ホームページ】http://www.ihsaf.net
 （ホームページからも公募規定・手書き出品票等がダウンロードできます）

き
書
手

票
品
出

ｂ
ｅ
Ｗ

 票
品
出

●出品要項

●注意事項  
・「出品票」を、作品裏面左下(別紙「出品票 貼り方」をご参照下さい)に必ず貼って下さい。

・作品に 落款 揮亳をお願いします。臨書 場合 、「臨」とお書き添え下さい。

・落款印を押す場合 、自用印をご使用下さい。

※自用印の有無に関わらず、学校印の使用はお避け下さい。当美術展では学校印を落款印として認めておりません。

・美術館 規定により、床面や壁面を破損・汚損する恐れ ある作品 展示できません。悪臭又 腐敗する恐れ ある作品、

火・水・土壌・砂利・砂・油・植物・刃物・食物等を用いた作品 こ 規定に抵触します でご注意下さい。

条幅（半切） 　35cm×135cm 　縦・横可

半紙 　24cm×33.3cm　縦 み可

●募集内容
作品寸法 

但し、かな・篆刻で規定寸法未満 作品 、規定寸法 紙にでんぷん糊(化学糊使用不可)で遊びを

持たせ、表装・裏打ちせず軽く貼って出品して下さい。詳細 別紙を参照願います。

※化学糊 表装 際に支障をきたします で、でんぷん糊 使用をお願いいたします。

・「出品票」 コピーしてお使い頂いても結構です。また、当美術展 ホームページからダウンロードできます。

  高校生国際美術展　URL http://www.ihsaf.net 　（「こうこうび」で検索できます。）

・出品する時 、条幅、半紙それぞれ、できるかぎり一包みにしてお送り下さい。

＊出品点数 1人1点です。条幅（半切）と半紙 両方を出品すること できません。

＊出品者 国内に在住する高校生(定時制、通信制、特別支援学校高等部を含む、2015年4月在籍者)および

   2015年3月卒業者。卒業者に関して 、2015年3月28日までに出品して下さい。

＊出品作品 未発表 も に限ります。

＊入賞以上 作品 主催者側 制作する図録、テレビ番組、Ustream、YouTube、チラシ、ポスター、ホームページ及び、

作品募集 ため 告知広告資料 （チラシ・ポスター・雑誌・新聞掲載など）等に無償で使用できるも とします。

＊搬出入に不都合を生じるも 、会場 現状を変更せざるを得ないも 、他人に危害を加えたり、不快感を与えるも など、

   主催者側で展示不可と判断したも お断りすることがございます。

＊作品に対して 十分注意して取り扱いますが、不慮 事故について そ 責任を負いか ます。

・Webエントリー 出品票を簡単に作成するため も です。「書道Webエントリー出品（新方式） 流れ」をよくお読み

頂き、積極的にご活用頂きますようお願いします。

・エントリー 当美術展 ホームページからおこなえます。高校生国際美術展　URL http://www.ihsaf.net

・5月７日までにエントリー受付を済ませ、出品票を作成しておいて下さい。

・Webエントリーが済みましたら、生成されたWebエントリー出品票をプリントアウトし、作品に貼付して下さい。

・出品する時 、条幅、半紙それぞれ、できるかぎり一包みにしてお送り下さい。

第 16 回

※「手書き出品票」と「Webエントリー出品票」とでは、作品受付日が異なるのでご注意下さい。

手書き出品票とWebエントリー出品票の混入はくれぐれも避け、それぞれの出品日に送って下さい。

※Ｗｅｂエントリーだけで 作品受付 完了しません。作品到着にて受付完了といたします。

※2015年3月卒 出品者 方 、全て「Ｗｅｂエントリー出品票」をご利用下さい。

※Webエントリー出品票について 別紙 要項をよくお読みください。

※直接搬入 10:00～17:00 受付。 学校単位で 一括搬入も可。作品送料 発送者負担でお願いいたします。

●作品受付日 
エントリー

期　間

2015年3月12日(木)
～3月26日(木)

作品受付

作品受付

エントリー

期　間

2015年4月24日(金)
～5月7日(木)

作品受付

 2015年3月
 27日(金)･28日(土)着日指定・必着

 2015年5月
 8日(金)･9日(土)着日指定・必着

2015年3月に卒業する
Web出品票の出品者のみ

2015年4月現
在高校に在籍
する出品者

 2015年5月1日(金)･2日(土)着日指定・必着手書出品票

Web出品票

●会　　場 国立新美術館 2階展示室2A（東京都港区六本木7丁目22-2）

●主　　催 NPO法人 世界芸術文化振興協会

●出  品  料 無　料

●表  装  料 無　料（入賞作品 み、当委員会 費用負担で表装いたします。）

●展　　示 奨励賞以上 作品を展示（佳作 展示されません。）

●入賞証明書 申請があれ 、大学推薦入学識験などで必要な『入賞入選証明書』を発行します。

●発　　表 審査結果 2015年6月4日頃、当委員会ホームページ（ＵＲＬ http://www.ihsaf.net）にて発表予

定。（「こうこうび」で検索できます。）

審査結果 送付をご希望 方 、氏名（指導者 方 場合 そ 旨明記して下さい）、学校名及

び、書また 美術 別、指定送付宛先、連絡先電話番号を、ハガキまた FAXで当委員会までお知

らせ下さい。

●　  賞 ・内閣総理大臣賞　・文部科学大臣賞　・外務大臣賞　・東京都知事賞　他

・成績優秀校に団体賞を授与

○入選者全員に賞状授与　　○入賞者及び指導者に後日図録を贈呈

●作品返却 ・入選作品（入賞・佳作） 主催者 送料負担で返却します。選外作品 返却しません。

＊入選作品 返却日時 問合せ、早期 返却希望に 応じか ます で、予めご了承頂きますよう

お願いいたします。

●目　　的 高校生 豊かな才能を見出し、生涯芸術を愛する豊かな心を育むこと、次世代 芸術を担う人材や

国際貢献できる人材を育成することを目的として、応募 入賞作品と海外作品とを同時展示して国

際交流を図る。

●会　　期 2015年（平成27 年） 6月24日（水）～7月5日（日）　　10:00～18:00 最終入場時間 17:30

※ただし 6月30日（火） 休館日となります。

（開催日程が若干前後にずれる場合があります で、必ず事前にご確認 上ご来場下さい。）

●後　　援 文化庁、外務省、東京都教育委員会、各国大使館、新聞各社、

全国書道高等学校協議会、全日本高等学校芸術教育協議会書道部会、高等学校文化連盟全国書

道専門部、全日本高等学校書道教育研究会、全国高等学校美術工芸教育研究会　他



●個人情報 取り扱いについて
本美術展にご応募頂いた方 個人情報 、 審査結果一覧 ・入選者名簿 ・図録 ・展示作品 キャプション ・ 団体賞盾 ・ ホームページ等へ 掲載、 テレビ番組などへ 使用、 新聞 ・
雑誌などで 成績発表・出品作品に関する問い合わせ、 開幕式・表彰式など 連絡、 作品 返却、 賞状・賞品・図録など 発送、 審査結果など 通知と本美術展 開催、 広報、
次回展 ご案内など本美術展 遂行に必要な場合に限って使用させて頂きます。応募頂いた個人情報を本人 同意無しに業務委託先以外 第三者に開示・提供すること ありません。
（法令などにより開示を求められた場合を除く。） なお、 入選作品 取り扱いも同様と致します で、 出品に際して予めご了承下さい。

●作品送付先 〒333-0816　埼玉県川口市差間 2 - 34 - 2 松下ア−トサ−ビス 『高校生国際美術展』 係
 TEL ： 048 - 298 - 5369　FAX ： 048 - 298 - 6369
 直接搬入は 10:00 ～ 17:00 受付。 学校単位での一括搬入も可。
 作品送料は発送者負担でお願いいたします。

●資料請求・問い合わせ先 （日祝日は休み）
 〒167 - 0053　東京都杉並区西荻南 2-18-9 菱研ビル 2 階
 世界芸術文化振興協会内『高校生国際美術展実行委員会』
 TEL : 03 - 5336 - 3507　FAX : 03 - 5336 - 3509【ホームページ】http://www.ihsaf.net
 （ホームページからも公募規定、立体・平面出品票等がダウンロードできます）

　①30 号（額装外寸100cm×100cm）以内

　②キャンバスボード Ｆ１０号（53.0㎝×45.5㎝）

　③Ｂ１ パネル（103cm×73cm）以内

　④ イラストボード Ｂ３（51.5cm×36.4㎝）
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●出品要項

●出  品  料 無　料

●　賞 ・内閣総理大臣賞　・文部科学大臣賞　・外務大臣賞　・東京都知事賞　他

・成績優秀校に団体賞を授与

○入選者全員に賞状授与　　○入賞者及び指導者に後日図録を贈呈
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●作品受付日 

・美術館 規定により、床面や壁面を破損・汚損する恐れ ある作品 展示できません。悪臭又 腐敗する恐れ ある作品、

  火・水・土壌・砂利・砂・油・植物・刃物・食物等を用いた作品 こ 規定に抵触します でご注意下さい。

・各「出品票」 コピーしてお使い頂いても結構です。また、当美術展 ホームページからダウンロードできます。

　高校生国際美術展　URL http://www.ihsaf.net （「こうこうび」で検索できます。）

・団体出品する時 、各部門ごとにまとめてお送り下さい。

・作品 床置き、壁掛け、吊り下げいずれも可です。但し吊り下げ作品 ヒートンなど吊り下げ金具を装着して下さい。

・立体出品票に、必要な内容を記入し、任意 ３方向から 写真を「立体作品写真貼付票」に貼りお送り下さい。詳しく

別紙「立体１次写真審査出品方法」また ホームページをご覧ください。

・１次審査結果 ５月１日（金）ホームページで発表します。１次通過された方に 出品票をお送りします で、

  それを作品に同封し、５月11日（月）までに作品を送付して下さい。（着日指定・必着）

・陶芸作品など壊れやすい立体作品 、発送 際、壊れないように十分梱包にご配慮下さい。

●注意事項  

立
体

 H 150cm×W 80cm×D 80cm以内　20kg以内

※立体 写真によって１次審査を行います。１次審査合格者に そ 旨通知いたし

ます で、２次審査受付日までに、作品現物をお送り下さい。

※規定寸法 必ずお守り下さい。規定外 作品 、審査 対象となりません。

●募集内容

＊出品点数 1人1点です。（個人制作と共同制作 重複出品 できません。)

＊出品者 国内に在住する高校生(定時制、通信制、特別支援学校高等部を含む、2015年4月在籍者)および

   2015年3月卒業者。卒業者に関して 、2015年3月28日までに出品して下さい。

＊出品作品 未発表 も に限ります。

＊入賞以上 作品 主催者側 制作する図録、テレビ番組、Ustream、YouTube、チラシ、ポスター、ホームページ及び、

作品募集 ため 告知広告資料 （チラシ・ポスター・雑誌・新聞掲載など）等に無償で使用できるも とします。

＊搬出入に不都合を生じるも 、会場 現状を変更せざるを得ないも 、他人に危害を加えたり、不快感を与えるも な

ど、主催者側で展示不可と判断したも お断りすることがございます。

＊作品に対して 十分注意して取り扱いますが、不慮 事故について そ 責任を負いか ます。

・平面作品 平面作品出品票を裏面左上に貼付して下さい。尚、出品票に制作意図を簡単に記入下さい。

・平面作品 額装、ひも掛け展示できる状態で出品して下さい。キャンバスボード（Ｆ１０号）とイラストボード（Ｂ３） 額装

  なしでも出品できます。(入選した作品について 、後日あらためて額をご用意下さい)

・ガラス板付き 額 、破損する恐れがある で、画面保護をする場合 、アクリルでお願いします。

第 16 回

平面  2015年5月5日(火)･6日(水)･7日(木) 着日指定・必着

１次審査（写真郵送）　2015年4月24日(金)  当日消印有効

２次審査（1次合格者）　2015年5月11日(月)  作品現物必着

2015年3月に卒業する出品者のみ

立体

2015年4月現在
高校に在籍する出品者

※直接搬入 10:00～17:00 受付。 学校単位で 一括搬入も可。作品送料 発送者負担でお願いいたします。

 2015年3月27日(金)･28日(土)着日指定・必着

●会　　場 国立新美術館 2階展示室2A（東京都港区六本木7丁目22-2）

●主　　催 NPO法人 世界芸術文化振興協会

●展　　示 奨励賞以上 作品を展示（佳作 展示されません。）

●入賞証明書 申請があれ 、大学推薦入学識験などで必要な『入賞入選証明書』を発行します。

●発　　表 審査結果 2014年6月3日頃、当委員会ホームページ（ＵＲＬ http://www.ihsaf.net）にて発表予定。

（「こうこうび」でも検索できます）

審査結果 送付をご希望 方 、氏名（指導者 方 場合 そ 旨明記して下さい）、学校名及び、

書また 美術 別、指定送付宛先、連絡先電話番号を、ハガキまた FAXで当委員会までお知らせ

下さい。

●作品返却 ・作品 すべて返却いたします。

入賞作品 主催者 送料負担で８月末までをめどに返却致します。

・佳作及び選外作品 、送料着払い（受取人負担）で返却いたします。但し、立体 佳作作品につい

て 、主催者 送料負担とします。

＊作品 返却日時や着払い運賃 問合せ、早期 返却希望に 応じか ます。

●目　　的 高校生 豊かな才能を見出し、生涯芸術を愛する豊かな心を育むこと、次世代 芸術を担う人材や国

際貢献できる人材を育成することを目的として、応募 入賞作品と海外作品とを同時展示して国際交

流を図る。

●会　　期 2015年（平成27 年） 6月24日（水）～7月5日（日）　　10:00～18:00 最終入場時間 17:30

※ただし 6月30日（火） 休館日となります。

（開催日程が若干前後にずれる場合があります で、必ず事前にご確認 上ご来場下さい。）

●後　　援 文化庁、外務省、東京都教育委員会、各国大使館、新聞各社、

全国書道高等学校協議会、全日本高等学校芸術教育協議会書道部会、高等学校文化連盟全国書

道専門部、全日本高等学校書道教育研究会、全国高等学校美術工芸教育研究会　他


