
黒板-ホワイトボードメーカーの日学株式会社(東京都品川区 代表取締役社長 吉田朋弘)は、2015年から7回目となる、

中高生の皆さんが対象の黒板アートの全国大会、日学・黒板アート甲子園®2021の結果を公開しました。黒板アート部

門のメイン大会(高校生)、ジュニアの部(中学生)の最優秀賞作品は以下の通りです。［白板の部と動画の部の最優秀賞は2枚目］
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日学･黒板アート甲子園®2021 結果発表
メイン大会(黒板アート高校生)の最優秀賞は静岡県立浜松大平台高校が初受賞！

メイン大会の参加生徒数、ジュニアの部の作品数、参加校、参加生徒数が過去最高を更新

①静岡県立浜松大平台おおひらだい高等学校(静岡県) ②大平台高校Ａチーム・7人 ③冬の幾何学

■メイン大会(黒板アート高校生)最優秀賞

＜制作エピソード＞
部活帰りの渡り廊下は肌を貫くような厳冬の風が吹く。私は制服のシャツで眼鏡のレンズを拭いながら、今日は星が綺麗だと思った。

唐突に部活の仲間が星の散る夜空を指し、興奮した様子で声を上げた。私が徐に眼鏡をかけると、そこには・・・

絵のモチーフとして皆で写真を撮りに行きました。部活の結束が強まりました。

＜審査員長 武蔵野美術大学 三澤一実 教授 コメント＞
「部活帰りの渡り廊下は肌を貫くような厳冬の風が吹く。私は制服のシャツで眼鏡のレンズを拭いながら、今日は星が綺麗だと思っ

た。｣という高校生活の一場面から生まれた作品です。メガネを掛けると友達の背中越しに一段とくっきり見える星。そして浮かび上がる

星座の形。太古の昔から人間を引きつけてきた星空は現代を生きる高校生をも強く魅了するでしょう。そのとてつもなく広がる宇宙に指

を指しながら、友達同士どんな言葉が語られているのでしょうか。かけがえのない青春の一場面を見事に描いています。

黒板の黒い地を生かした夜空にきらめく星と天の川。チョークの粉を吹き付け表しているのでしょうか。また、校舎の壁や眼鏡のフレーム

など、それぞれの質感を丁寧に描き分けています。レンズを通して見ているような風景の歪みと水平を斜めに傾け切り取った構図も素晴

らしいです。

①学校名
②チーム名・人数
③作品名

＜制作エピソード＞みんなで、いろいろおしゃべりしながらの制作で、いっぱい笑い合い、いっそう仲良くなれました。

＜審査員 チョークアーティスト 熊沢加奈子先生コメント＞

背景のグラデーションと、木の部分はあえて塗り込みをせず黒板の地を活かして表現し、右側の池（湖？）に映り込む木々の

描きこみも良かったです。タイトルどおり、静寂さを感じる仕上がりで、全体的なバランスも良いです。

■ジュニアの部(黒板アート中学生) 最優秀賞

①熊谷市立富士見中学校(埼玉県)
②1年齋藤組・4人
③夜の静けさ
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今大会はコロナ禍を想定して当初から夏休み後を応募締切日としましたが、当初の応募締切日直前に、一部地域の学

校でのコロナ感染拡大で作品制作ができないことが判明し、応募期間を約ひと月延長し10月11日までとしました。

また今回、大会参加OGが関わった動画コンテンツ

結果として、メイン大会(高校生)は、参加生徒数の2017大会の

817の最高記録を更新し、ジュニアの部(中学生)は、応募数3データ

において、2019大会の最高記録を更新しました。[右表を参照]

(ジュニアの部は2017創設)

昨年同様、各学校が学業と課外活動の両立で苦労される中、メイ

ン大会、ジュニアの部ともに、多くの高校生・中学生の皆さんに応募

いただいたことに感謝いたします。

■2016大会以降データ(応募作品数、参加校数、参加生徒数)

「よく分かる黒板アートの
描き方」最初の動画

作品数 学校数 生徒数 作品数 学校数 生徒数

2016 157 96 817 - - -
2017 110 62 562 16 11 74
2018 107 59 758 36 18 159
2019 145 88 719 43 21 227
2020 101 45 722 27 16 146
2021 135 62 1444 67 39 637

メイン大会 ジュニアの部
 

[主催社 日学株式会社] 設立:1957年9月 代表取締役社長 吉田 朋弘 東京都品川区大井1-49-15 YK－17ビル5階

学校などの教育関連・公共機関・オフィス向けの黒板-ホワイトボード、電子黒板、掲示板などのメーカー。高品質なアルミホーロー表面

材を使用した黒板、壁面ホワイトボードSMW・不燃認証を取得した不燃SMW、プロジェクター付学校ICT関連商品｢ecbo・エクボ｣な

どを製造・販売 ◆コーポレートサイト https://www.nichigaku.co.jp/

日学・黒板アート甲子園の黒板アート部門は、大会創設以降、累計1,000強の応募作品、6,600を超える方々に応募

いただきました。応募作品１点１点、参加いただいた方々は、芸術性・創造性あふれる黒板アートを世の中に広めて大会

の礎を築いた、かけがえのない存在です。

今後ともわたしたちは、大会を通じて、黒板アートの普及、手で書く描く行為の価値を広め、彩り豊かな黒板アートを少しで

も多くの方々に観て共感いただき、若い方たちの活躍の場の拡大・教育-文化の発展に貢献し続けてまいります。

(https://www.youtube.com/watch?v=L9_AhEiQmSc)を、初めて大会サイト

「よく分かる黒板アートの描き方」で公開し、参加中学・高校の約50％の方から「非常に参考に

なった」との評価をいただきました。

これからも大会OBOGに協力いただく機会を創造し、大会のすそ野の拡大、若い方たちの活躍

の場の拡大を図っていきます。

■2021大会 参加生徒数が過去最高数を記録

【リリースに関する問い合わせ】
日学株式会社 東京都品川区大井1-49-15YK-17ビル5F TEL:03ｰ6429ｰ7070、FAX:03-6429-2520

担当：経営企画室 広報PR 下村 尚明 E-mail：shimomura.n@nichigaku.co.jp

◆大会Instagram https://www.instagram.com/nkokubanartkoshien/

■白板(ホワイトボード)の部・動画の部 最優秀賞作品

①静岡県立浜松大平台高等学校(静岡県)
②まじかる☆ついんてぇる・5人
③Alice is in battle now ～只今アリスは戦闘中！～

“白板の部 最優秀賞作品”

“動画の部 最優秀賞作品”

①宮城県立古川黎明高等学校(宮城県)
②古川黎明美術部・26人 ③Tea Time
動画URL https://www.youtube.com/watch?v=4y3A9TaZdMY

［①学校名、②チーム名・人数、③作品名］

黒板アートと合わせ、大会史上初の2冠達成

https://www.nichigaku.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=L9_AhEiQmSc
https://www.instagram.com/nkokubanartkoshien/
https://www.youtube.com/watch?v=4y3A9TaZdMY
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全部門の入賞作品の詳細(作品の写真や講評)、大会総評などは大会サイトでご確認ください。

http://kokubanart.nichigaku.co.jp/result/2021/index.html

■黒板アート甲子園®2021 各部門 最優秀賞以外の入賞作品一覧

メイン大会
(黒板アート高校生) 

学校名 都道府県 チーム名 人数 作品名 入賞名

好文学園女子高等学校 大阪府 好文学園女子高等学校Aチーム 13 春は短し描けよ乙女 優秀賞
福島県立会津学鳳高等学校 福島県 会津学鳳高校美術部 11 ふくしまが溢れて『百喜夜行』♪ 優秀賞
埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県 サワークリームオニオン 3 雲外蒼天 優秀賞
福島県立福島西高等学校 福島県 デザカ組 9 パラレルワールド 入賞
福岡県立八幡中央高等学校 福岡県 くじら 4 海底列車 入賞
北海道帯広南商業高等学校 北海道 帯南商　美術部　2021 8 Dead or Alive 北海道・東北エリア賞

埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県 洗濯者 4 真夜中のコインランドリー 関東エリア賞

静岡県立富士宮東高等学校 静岡県 好奇心 5 ＃マヂメにかいぎちゅ～ 東海・北陸・甲信越エリア賞

京都府立福知山高等学校 京都府 福知山高校美術部 14 仲間がいるから大丈夫 近畿エリア賞

島根県立江津高等学校 島根県 江津高校美術部 5 寄り添い合っておやすみ 四国・中国エリア賞

熊本県立大津高等学校 熊本県 キドカラーズ 9 アフターコロナ 九州・沖縄エリア賞

埼玉県立新座総合技術高等学校 埼玉県 シン・縄文土器 4 Shall we？ 日学特別賞

埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県 きりたんぽ 3 Hungry!!!!! 日学特別賞

埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県 牛脂 4 窮鼠猫を噛む 日学特別賞

香川県立善通寺第一高等学校 香川県 オ・レいちご 5 変わらない夏休み 審査員特別賞 三澤

静岡県立富士宮東高等学校 静岡県 りむちゃ 5 Hungry high school girl 審査員特別賞 熊沢

潤徳女子高等学校 東京都 初日の出 2 長い時間の中で 審査員特別賞 西村

埼玉県立大宮光陵高等学校 埼玉県 阿番我琉怒もヨロシク 5 鳥って耳どこにあんの アイディア賞

静岡県立富士宮東高等学校 静岡県 個性つよつよ 5 FJKだから許してよ!! ユーモア賞

旭川龍谷高校 北海道 旭川龍谷1年B組NO.1 7 蒼 日本白墨工業賞

ジュニアの部
(黒板アート中学生)

学校名 都道府県 チーム名 人数 作品名 入賞名

川崎市立金程中学校 神奈川県 サカナノメ 5 ときのぼり 入賞

松田町立松田中学校 神奈川県 松田中学校美術部 13 ＃青春は爆発だ！ 入賞

みよし市立南中学校 愛知県 ごにんしまい 5 HOPE 入賞

学校名 都道府県 チーム名 人数 作品名 入賞名
静岡県立浜松大平台高等学校 静岡県 深海ズ 5 百奇夜海 入賞

専修学校クラーク高等学院

天王寺校(連携クラーク記念国際高

等学校)

大阪府 Colorsfish 3 Travel of jellyfish 入賞

白板の部
(ホワイトボード)

動画の部

※奨励賞の南山高等学校女子部の「雨」は、審査会での審査員の協議で、今大会限定で奨励賞に選出

学校名 都道府県 チーム名 人数 作品名 入賞名
大阪府立港南造形高等学校 大阪府 港南造形1年2組 40 高校生の私達よ　コロナに負けるな 入賞
和歌山信愛高等学校 和歌山県 めがね 2 想ひ出。 入賞
南山高等学校女子部 愛知県 南山高校女子部　美術部 8 『雨』 奨励賞

※入賞3作品目のみよし市立南中学校の作品「HOPE」は、審査会での審査員の協議で、今大会限定で特別に選出

http://kokubanart.nichigaku.co.jp/result/2021/index.html

