第 44 回全国高等学校総合文化祭

写真部門参加要領
１ 日時
展示 令和２年８月２日（日）～８月６日（木）
行事 令和２年８月３日（月）開会式・講演会・交流会
８月４日（火）撮影会
８月５日（水）講評会・閉会式

９：00～17：00（最終日は 13：00 まで）
11：00～16：00
９：00～15：00
９：00～12：00

２ 会場
会場名

新ロイヤルホテル四万十

所在地

〒787-0029 高知県四万十市中村小姓町 26 番地

連絡先

TEL：0880-35-1000

展示会場
Web ページ

式典等会場

会場名

四万十市立文化センター

所在地

〒787-0002 高知県四万十市中村桜町２番地１

連絡先

TEL・FAX：0880-35-4887

Web ページ

交流会会場

http://www.40010tmo.com/bunkacenter.html

会場名

高知県立中村高等学校（集合場所）

所在地

〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内 24

連絡先

TEL：0880-34-2141

Web ページ

諸会議会場

https://www.nrh-shimanto.co.jp/

FAX：0880-35-6333

https://www.kochinet.ed.jp/kennakamura-jh/

会場名

四万十市立文化センター

所在地

〒787-0002 高知県四万十市中村桜町２番地１

連絡先

TEL・FAX：0880-35-4887

Web ページ

http://www.40010tmo.com/bunkacenter.html

３ 参加資格
全国高等学校総合文化祭開催基準規程第 10 条に基づき、参加資格を有する者とします。
４ 参加負担金
(1) １作品につき 1,000 円とします。出品者以外で撮影会等の部門行事へ参加する者は、現地での
入場料金・交通費等として１人につき 1,000 円徴収いたします。
(2) 納入金は都道府県ごとに一括して納入することとしております。詳細は各都道府県高等学校（芸
術）文化連盟にお問い合わせください。
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５ 著作権等について
(1) 著作権に関する権利者の許諾が必要な場合は、出演団体で所定の手続きを行い、参加申込時に
許諾書のコピーを提出してください。
(2) 作品等にかかる著作隣接権は全国高等学校文化連盟に帰属するものとします。
(3) 参加者の肖像等が、記録集や DVD ディスク又は Blu-ray ディスク等映像記録媒体の作成に使用
されること、大会公式 Web ページ、SNS、報道機関等において公開されることがありますので、あ
らかじめご了承ください。
６ 規格及び出品点数
(1) 規格
ア 単写真または組写真とします。
イ 単写真の写真サイズは、長辺を 440mm 以上 560mm 以下とします。
ウ 組写真の枚数及び構成、それぞれの写真サイズは自由とします。ただし、１枚のパネルに納
めてください。共同制作は不可とします。
エ 作品は木製パネル貼り（水貼りまたは木製マットパネル貼り）とします。なお、差替え式マ
ットパネルは不可とします。
（バックシートの脱落で他の作品を傷つけるおそれがあるため。
）
背面に吊り下げ用のひもは不要です。額の使用は不可とします。
オ 単写真・組写真ともパネルの仕上がりサイズは、最大 550mm×660mm、最小 360mm×510mm と
します。
カ デジタル写真の場合、過度な加工は不可とします。
キ 出品は１人１作品とします。撮影は出品者本人であること、制作の過程も出品者が行うこと
を原則とします。
ク 既に公表された作品、および他のコンテストで入選した作品は出品を認めません。また、出
品後（各県の予選）に他のコンテストに応募することも認めません。ただし、校内の文化祭、
各都道府県高等学校総合文化祭などへの出品はこの限りではありません。
ケ 審査の結果、規格外の作品は展示されないことがあります。
(2) 出品点数
点 数

区 分

10 点以内

北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・兵庫・福岡

８点以内

宮城・福島・茨城・新潟・長野・京都・岡山・広島

５点以内

その他の府県

備 考

組写真は１組を１点とします。

７ 審査・表彰
審査の結果により、表彰を行います。
＊最優秀賞 ３点（内訳 文部科学大臣賞１点 文化庁長官賞２点）
＊優秀賞
７点（朝日新聞社賞１点、読売新聞社賞１点を含む）
＊奨励賞
20 点
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８ 参加申込
参加校は、提出文書の様式データファイル(出品申込 Web システムと詳細な使用法を含む)は第
44 回全国高等学校総合文化祭大会公式 Web ページ（https://www.2020kochisoubun.com/）からダウ
ンロードしてご使用ください。
(1) 参加校から都道府県高等学校(芸術)文化連盟に提出する書類
提出期限については、各都道府県高等学校(芸術)文化連盟からの指示に従ってください。
提出書類

送付方法

「参加申込書」

様式１

「参加部門に関する基本調査」

様式２

郵送

「出品票・写真票」
様式３
（原本及び写し 2 部）
(2) 各都道府県高等学校(芸術)文化連盟から開催県（高知県）実行委員会事務局への参加申込〆切
は、令和２年５月７日（木）必着です。
(3) 参加校から、各都道府県高等学校(芸術)文化連盟写真専門部事務局へ提出する書類
提出期限については、各都道府県高等学校(芸術)文化連盟及び写真専門部事務局等の指示
に従ってください。
提出書類

送付方法

「参加部門に関する基本調査」

様式２

「出品票・写真票」

様式３

「
（参加校用）参加申込書」

様式４

メール添付

(4) 各都道府県高等学校(芸術)文化連盟写真専門部事務局から開催県（高知県）写真部門委員会事
務局（13 お問い合わせ先）へ提出する書類
ア 各都道府県高等学校(芸術)文化連盟写真専門部事務局は、参加校から提出された様式４のデ
ータをもとに、下記の書類を作成してください。
イ 提出〆切は、令和２年５月７日（木）です。
提出書類
都道府県高等学校(芸術)文化連盟写真専門部事務局用
「参加申込書 行事参加一覧」
都道府県高等学校(芸術)文化連盟写真専門部事務局用
「参加申込書 出品作品一覧」

送付方法
様式５
メール添付
様式６

９ 搬入・搬出
(1) 作品は破損しないように梱包し、
各都道府県で一括して送付してください。搬入先については、
各都道府県高等学校(芸術)文化連盟事務局に連絡します。
(2) 受付期間を過ぎての搬入作品は、審査の対象から外すことがあります。
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(3) 搬入日時は以下の通りです
搬入日

地 域

令和２年６月１日（月）
９：00 ～ 13：00

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

令和２年６月２日（火）
９：00 ～ 13：00

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川

令和２年６月３日（水）
９：00 ～ 13：00

新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知

令和２年６月４日（木）
９：00 ～ 13：00

三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、
岡山、広島、山口

令和２年６月５日（金）
９：00 ～ 13：00

徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

(4) 搬出について
令和２年８月７日（金）以降に、高知県実行委員会事務局から各都道府県の高等学校(芸術)文
化連盟の指定する宛先に、料金着払いで送付します。
ただし、受賞作品 30 点は優秀作品展を開催するため、優秀作品展後の 10 月中旬に高等学校文
化連盟全国写真専門部事務局から出品者の所属高校に返却します。
10 諸行事
内 容

日 程

時 間

会 場

写真展

令和２年８月２日（日）
～８月６日（木）

９：00 ～ 17：00
（最終日は 13：00 まで）

新ロイヤルホテル四万十

開会式

11：00 ～ 11：30
四万十市立文化センター

講演会

令和２年８月３日（月）

交流会

11：30 ～ 13：00
14：00 ～ 16：00

高知県立中村高等学校

撮影会

令和２年８月４日（火）

９：00 ～ 15：00

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

四万十川流域
足摺岬周辺
竜串海岸
入野海岸

表彰式
講評会
閉会式

令和２年８月５日（水）

９：00 ～ 12：00

四万十市立文化センター
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11 諸会議
内 容

日 程

時 間

顧問会議

会 場

14：00 ～ 15：30
令和２年８月３日（月）

常任理事会
理事会

16：30 ～ 18：30
令和２年８月４日（火）

四万十市立文化センター

16：00 ～ 18：00

12 その他
(1) 大会の詳細については、部門別の「実施要領」等でご確認ください。
「実施要領」は、令和２年
６月に大会公式 Web ページにて公表の予定です。
(2) 撮影会への参加については、第 1 希望を優先させる予定ですが、参加申込後、開催県（高知県）
写真部門委員会事務局にて調整する場合があります。なお、希望に添えない場合は、開催県（高
知県）写真部門委員会事務局より連絡します。
(3) 作品の取り扱いについては細心の注意を払いますが、破損については責任を負いかねますので、
ご了承ください。なお、出品から展示まで長期間保管する関係上、貼付のはがれ等が生じたとき
は、開催県（高知県）写真部門委員会事務局で補修します。
(4) 参加申し込みの状況により、各会場が狭いという特殊事情のため各行事等への参加人数に制限
を設ける場合があります。ご了承ください。
13 問い合わせ先
所在地

名 称

写真部門委員会事務局
〒788-0783
高知県宿毛市平田町戸内 2272-２
高知県立宿毛工業高等学校内
第 44 回全国高等学校総合文化祭
写真部門委員会 部門代表委員
やました

のぶお

山下 順生

連絡先

その他

実行委員会事務局
〒780-0870 高知市本町４丁目１-35
高知県自治会館 4F
高知県教育委員会事務局 高等学校課
全国高等学校総合文化祭推進室
第 44 回全国高等学校総合文化祭
高知県実行委員会事務局

TEL 0880-66-0346
TEL 088-821-2201
FAX 0880-66-1016
FAX 088-872-6636
E-mail
E-mail
nobuo_yamashita@kt3.kochinet.ed.jp
2020kochisoubun@ken.pref.kochi.lg.jp
大会公式 Web ページ https://www.2020kochisoubun.com/に情報を掲載しますの
で、定期的にご確認ください。
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