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会印 

  平成２９年 ６月１２日   

  

 様 

 

全国美術高等学校協議会会長  

大阪府立港南造形高等学校 

校 長  山 名  正 志  

 

第４８回全国美術高等学校協議会（大阪大会）大会資料冊子への 

 広告掲載並びに情報交換会へのご参加について 

 

 入梅の候、皆さまにおかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、このたび標記の大会を本校およびホテル京阪天満橋・大阪迎賓館(大阪城西の丸庭園)

を会場に、平成２９年１１月１６日・１７日の２日間にかけて開催することとなりました。 

全国美術高等学校協議会は、昭和４４年の結成以来、全国の美術科・美術コースを有す

る高等学校が加盟し、美術教育のさらなる発展に向けて協議を重ねてまいりました。一昨

年度の埼玉大会、昨年度の臨時愛知大会に続き、全国５５校の加盟校から多くの美術教員

が集まり、充実した協議ができるように大阪大会の企画を進めています。 

 より実のある充実した大会とするべく、ご来賓・参加者・加盟校に配付いたします大会

資料冊子への広告掲載を皆様方にお願いし、その掲載料を経費の一助としたいと考えてお

ります。 

誠に恐縮ではございますが､ 別紙２の「広告掲載と情報交換会参加の費用について」を

ご覧の上､何卒ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

また、この大会中に、全国の美術系大学・専門学校・予備校及び各美術関連会社のご担

当者様と、大会に参加します全国の美術・工芸系の学科、コースの教員とが一堂に会する

情報交換の場を設けさせていただきたいと考えております。（別紙１ 大会日程 第1日目(３)）  

ご多用とは存じますが、ご出席賜りますれば幸甚に存じます。 

 

 



 別紙１ 

第４８回全国美術高等学校協議会 大阪大会 

1 趣 旨  

  美術高等学校における教育実践並びに教育課程に関して、取組の情報共有及

び意見交換を行い、美術教育に関する情報を集め、美術科及びコースを置く高

等学校の振興を図る。 

2 主 催 全国美術高等学校協議会 

3 共 催 全国芸術高等学校校長会 

４ 開催校 大阪府立港南造形高等学校 

５ 大会日程 平成２９年１１月１６日(木)・１７日(金) 

        第１日目 １１月１６日（木） 

（１） 理事校研究協議会(11:00〜) 

 会場：ホテル京阪天満橋 

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町 1-2-10 06-6945-0321 

（２） 総会・研究協議Ⅰ 

 会場：大阪城西の丸庭園「大阪迎賓館」 

  〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城 2 0120-075-390 

（３） 情報交換 

 会場：大阪城西の丸庭園「大阪迎賓館」 

（４） 宿泊:ホテル京阪天満橋 

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町 1-2-10 06-6945-0321 

第２日目 １１月１７日（金） 

（１） 公開授業・施設見学・研究協議Ⅱ・閉会行事 

 会場：大阪府立港南造形高等学校 

  〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東 2-5-72 06-6613-1000  

（２） 近畿高等学校総合文化祭美術・工芸部門作品鑑賞 

 会場：大阪市立美術館 

  〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 1-82 06-6771-4874 

 

（お問合せ先） 

       平成２９年度大会事務局校 大阪府立港南造形高等学校 

       〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東２丁目５番７２号 

       TEL 06-6613-1000   FAX 06-6613-6752 

       総合造形科 羽鹿 守（ハジカ マモル） 

       E-mail  T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp 本校ホームページ URL:www.konan-zokei.jp 

mailto:T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp


 

別紙２ 

広告掲載と情報交換会参加の費用について 
Ⅰ 広告掲載料   A4全ページ 40,000円 または A4の半ページ 20,000円  

 

・掲載へのご協力について、７月７日（金）までに別紙３のご回答書をＦＡＸまたは郵送にてお送り下さい。 

・ご協力いただける場合は下記の指定の大きさの原稿データをご準備いただき、CDR またはメールにて 

データを下記宛てに８月４日（金）までにお送り下さい。 

（※ 印刷業者との校正はありません。完全版下での入稿をお願いします） 

・原稿データ及び広告掲載料のご入金につきましては、８月３１日（木）までに下記口座へお振り込み下さ 

い。また、領収書が必要な場合はその旨をご記入下さい。 

郵 送  〒559-0031 大阪市住之江区南港東２－５－７２ 

 大阪府立港南造形高等学校   羽鹿 守 宛           

F A X   ０６-６６１３-６７５２（宛先は上記と同様） 

振 込 先   【店名】四〇八   【店番】４０８  【預金種目】普通預金 

         【口座番号】５６１２３２３ 

         全国美術高等学校協議会   ゆうちょ銀行  総合口座通帳 

 ■原稿サイズ   1ページの場合  横170mm×縦250mm  (40,000円) 

 1/2ページの場合  横170mm×縦120mm  (20,000円) 

・枠線の扱いは自由です。 

・グレースケールでの原稿でお願いいたします。 

・解像度やデータの作成方法は一般的なものであれば対応できます。 

       （不具合があれば別途ご連絡申し上げます） 

・プリント見本をおつけください。 

・完全版下原稿の扱いでお願いいたします。（印刷業者との校正作業はありません） 

 

Ⅱ 情報交換会への会費は１名につき 7,000円です。 

情報交換会にご参加いただける場合は、あらためてご案内書を発送させていただきます。例年、大会

当日の情報交換会では、加盟校同士の情報交換にとどまらず、美術系大学・専門学校関係者の方々と

も進路相談などができる有意義な機会となっております。本加盟校の多くの卒業生が美術系大学・専門

学校等に進学している状況から、様々な問題や課題点を互いに共有し、有意義な会にしたいと考えて

おりますので、ご参加の程よろしくお願い申し上げます。 

なお、勝手ではございますが、会場の都合により、ご参加は一団体あたり、２名様までとさせていただ

きます。 

問合せ（広告掲載・情報交換会） 

大阪府立港南造形高等学校  羽鹿 守（ハジカ マモル） 

TEL 06-6613-1000   FAX 06-6613-6752  E-mail  T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp 

ヨンゼロハチ  

ゼンコクビジュツコウトウガッコウキョウギカイ 

mailto:T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp


別紙３ 

ご 回 答 書 
 

第４８回全国美術高等学校協議会  

大阪大会 事務局  羽鹿 守 宛 

 

１ 広告掲載についての回答  （ □にレを入れてください ） 

□ A4全面の広告掲載をする 

40,000円 

□ A4半面の広告掲載をする 

20,000円 

□ 広告掲載はしません 

領収書の要・不要 □必要    ・    □不要  

後日、本校より広告掲載料のお見積りと請求書を郵送させていただきます。 

広告掲載料は、指定口座に８月３１日（木）までにお振込みください。 

広告原稿データを CDR またはメールにて８月４日（金）までにお送り下さい。 

（※ 印刷業者との校正はありません。完全版下での入稿をお願いします） 

 

 

２ 情報交換会参加についての回答  （ □にレを入れてください ） 

□ 情報交換会に参加します 

１名様  7,000円 

□ 情報交換会に参加しません 

 

情報交換会に参加していただく方のお名前をご記入ください ※会場の都合で一団体あたり２名様まででお願いします。 

ご役職名 

 

 

お名前 

 

 

様 

ご役職名 

 

 

お名前 

 

 

様 

FAX番号 ０６－６６１３－６７５２     ご協力ありがとうございます 

お問合せ先  平成２９年度大会事務局校  大阪府立港南造形高等学校 

        〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東２丁目５番７２号 

           TEL 06-6613-1000       FAX 06-6613-6752 

        総合造形科 羽鹿 守（ハジカ マモル） 

E-mail  T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp 本校ホームページ URL:www.konan-zokei.jp 

貴大学名・貴社名  

 

ご担当者様 お名前  

 

住    所 〒    － 

 

 

連 絡 先 TEL 

 

FAX 

mailto:T-HajikaM@medu.pref.osaka.jp
www.konan-zokei.jp


 

全国美術高等学校協議会加盟校一覧 
 

 

平成 29年 7月 8日時点、「神奈川県立上矢部高等学校」の新規加盟で、加盟校は５６校となりました。 

 
学校名 科・コース  学校名 科・コース 

1 札幌大谷高等学校 美術科 29 東邦高等学校 美術科 

2 北海道札幌平岸高等学校 デザインアートコース 30 滋賀県立栗東高等学校 美術科 

3 八戸工業大学第二高等学校 美術コース 31 京都市立銅駝美術工芸高等学校 美術工芸科 

4 岩手県立不来方高等学校 美術・工芸コース 32 京都府立亀岡高等学校 普通科 Ⅲ類 芸術系 

5 宮城県立宮城野高等学校 美術科 33 京都芸術高等学校 美術科 

6 東北生活文化大学高等学校 美術コース 34 大阪市立工芸高等学校 美術科 他デザイン系５科 

7 秋田公立美術大学附属高等学院 工芸美術・デザイン科 35 大阪府立港南造形高等学校 総合造形科 

8 郡山女子大学附属高等学校 美術科 36 夙川学院高等学校 美術科 

9 茨城県立取手松陽高等学校 美術科 37 兵庫県立明石高等学校 美術科 

10 茨城県立笠間高等学校 美術科 38 橿原学院高等学校 美術科 

11 作新学院高等学校 情報科学部美術デザイン科 39 和歌山県立和歌山高等学校 デザイン表現科 

12 群馬県立西邑楽高等学校 芸術科 美術コース 40 広島市立基町高等学校 創造表現コース 

13 埼玉県立大宮光陵高等学校 美術科 41 徳島県立名西高等学校 芸術科 美術コース 

14 埼玉県立芸術総合高等学校 美術科 42 済美高等学校 美術科 

15 東京都立片倉高等学校 造形美術コース 43 福岡県立太宰府高等学校 芸術科 美術専攻 

16 東京都立総合芸術高等学校 美術科 44 真颯館高等学校 美術デザイン科 

17 神奈川県立白山高等学校 芸術科 美術専攻 45 福岡県立八幡中央高等学校 芸術コース 

18 神奈川県立弥栄高等学校 芸術科 美術専攻 46 佐賀県立佐賀北高等学校 芸術コース 美術科 

19 富山県立小杉高等学校 総合学科 技能系列 47 長崎日本大学高等学校 デザイン美術科 

20 石川県立金沢辰巳丘高等学校 芸術コース 美術専攻 48 熊本県立第二高等学校 美術科 

21 エクセラン高等学校 美術科 49 熊本県立岱志高等学校 美術科 

22 岐阜県立加納高等学校 美術科 50 熊本県立大津高等学校 美術コース 

23 常葉学園菊川高等学校 美術・デザイン科 51 ルーテル学院高等学校 芸術コース 美術専攻 

24 藤枝順心高等学校 美術造形デザイン科 52 熊本市立必由館高等学校 芸術コース 美術系 

25 静岡県立清水南高等学校 芸術科 美術専攻 53 大分県立芸術緑丘高等学校 美術科 

26 静岡県立浜松江之島高等学校 芸術科 美術専攻 54 鹿児島県立松陽高等学校 美術科 

27 浜松学芸高等学校 芸術科 美術課程 55 沖縄県立開邦高等学校 芸術科 美術コース 

28 愛知県立旭丘高等学校 美術科    


