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賞 Award 学校名 School 題名 Title

大賞 熊本県立第二高等学校 工藤 絵花 美の記憶

大賞 岡山県立総社南高等学校 三谷原 悠真 自分にとって芸術とは

大賞 秋田県立秋田高等学校 富田 春菜 「伝わらない」ことを楽しむ

優秀賞 つくば開成国際高等学校 柏分校 遠藤 綾乃 子どもの無限の創造力

優秀賞 N高等学校 早嵜 瑚夏 解放するアート；人間の生命を維持する技術としてのアート

優秀賞 安田女子高等学校 川口 楓加 私が創る絵

優秀賞 熊本県立第二高等学校 北野 さくら 経験を積み重ねることで見えてくる将来

優秀賞 埼玉県立芸術総合高等学校 是安 遥 「わかるよ」なんかじゃ救えない心

優秀賞 筑波大学附属高等学校 神代 亜子 コンセプトアートで図る共通理解

優秀賞 法政大学国際高等学校 葛間 みゆ 美しさを超えて

優秀賞 青森県立八戸東高等学校 松本 怜 当然なことに、衝撃を

優秀賞 岐阜県立岐阜高等学校 宮嶋 立樹 絵と僕と兄と

優秀賞 熊本県立第二高等学校 野田 薫 母へ贈る想い

優秀賞 岐阜県立岐阜高等学校 太田 愛子 「日常」をちょっと変える

優秀賞 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 櫻井 舞華 繋がりの形

優秀賞 南山高等学校女子部 清水 実有 川を描く

優秀賞 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 寺岡 なずな 物語の世界を越えるデザイン

優秀賞 熊本県立第二高等学校 浦野 朝羽 錆色の旅館

優秀賞 大阪明星高等学校 柳岡 昇吾 自分の本質を知る

優秀賞 筑波大学附属高等学校 安井 和佳菜 脊髄に響く

入選 静岡県立浜松江之島高等学校 安藤　　 ひより 描くこと

入選 東京都立工芸高等学校 荒木 こもも 文字が生きている！

入選 静岡県立清水南高等学校 渥美　 まりん 絵とは第二の「喉」である

入選 熊本県立第二高等学校 張 佳明 壊すための枠

著者名 Author

第9回高校生アートライター大賞日本語エッセイ部門　選考結果
2022年1月25日　筑波大学　高校生アートライター大賞選考委員会
（筑波大学教員）藤田直子　福満正志郎　林みちこ　程塚敏明　仏山輝美　池田真利子　石﨑和宏　伊藤弘　鄭然ギョン　菅野智明
川島史也　李昇姫　宮坂慎司　水野裕史　直江俊雄　長田年弘　尾川明穂　小野裕子　大友邦子　齋藤敏寿　下田一太　菅野佳祐
武田一文　渡和由　山田博之　山本浩之　吉田正人　吉田奈穂子　ならびに筑波大学学生選考委員
4か国より応募総数531編　大賞3編、優秀賞17編、入選30編　学校賞5校　（アルファベット順）

Award Winners in the 9th Art Writer Award for High School Students, Essays in Japanese
January 25, 2022. Selection Committee of the Art Writer Award for High School Students, University of Tsukuba
Five hundred thirty-one essays from four countries. Grand Prize (three entries), Award for Excellence (seventeen entries), Winning
Entries (thirty entries). Alphabetical order.
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入選 東京朝鮮中高級学校 鄭 大悟 環境と好きなものに対する考察

入選 大阪府立港南造形高等学校 江川 俊翔 描く哲学

入選 埼玉県立芸術総合高等学校 萩原 汐音 No title

入選 第一学院高等学校 畑 すみれ 新型コロナウィルスで芸術も死んだ、、、

入選 岐阜県立岐阜高等学校 細野 雄輝 見栄を張る鑑賞

入選 埼玉県立芸術総合高等学校 川原井 卓恩 画質の時代

入選 東京朝鮮中高級学校 金 秀龍 自分の「好きなもの」に正直になる

入選 東京朝鮮中高級学校 高 翠蓮 青色論

入選 熊本県立第二高等学校 宮島 歩花 無意識が持つもの

入選 岐阜県立岐阜高等学校 水野 結衣 図書館と人と

入選 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 中戸 結子 白と黒の境で

入選 東京都立工芸高等学校 野村 佳央 2

入選 千葉県立八千代高等学校 大石 彩加 VR美術館で対話ができたら

入選 St Nicholas Girls' School (Singapore) Ong Xin PinBellari 人生の幸せ

入選 秋田県立秋田高等学校 大庭 陽希 「見えないもの」を描く

入選 東京朝鮮中高級学校 李 知郷 感情表現

入選 鹿児島県立鶴丸高等学校 下山 遼 記号論とタイトルの拘束性について

入選 東京都立工芸高等学校 坂本 桃夏 みる、とは。

入選 青森県立八戸東高等学校 坂本 悠真 叢

入選 滋賀県立膳所高等学校 佐藤 瑠乃 明日への一歩

入選 AICJ高等学校 清水 野乃子 私たちには草間彌生が必要だ

入選 東京都立国際高等学校 髙木 伸太郎 国旗はアートだ

入選 愛知県立岩倉総合高等学校 戸川　 葉月　 絵を描くということ

入選 静岡県立清水南高等学校 矢部　 和 じっとしていても強いもの

入選 大阪府立三島高等学校 山口 真穂 自分の作品の一番のファンは自分

入選 済美高等学校 山内 心 封印は解かれたり

学校賞 岐阜県立岐阜高等学校

学校賞 熊本県立第二高等学校

学校賞 埼玉県立芸術総合高等学校

学校賞 静岡県立清水南高等学校

学校賞 東京都立工芸高等学校


