
令和 4年７月２５日 

同窓生各位 

秋田公立美術大学附属高等学院 

創立 70 周年記念事業実行委員会 

  会 長 赤井 文子（ＰＴＡ会長） 

  副会長 大八木敦彦（校  長） 

  副会長 佐藤  満（同窓会長） 

 

秋田公立美術大学附属高等学院 創立 70周年記念式典のご案内 

 

酷暑の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より、本学院の教育活動にご理解とご協力

を賜りまして誠にありがとうございます。 

さて、本学院は今年で創立 70周年を迎え、別紙のとおり記念式典を開催いたします。本学院の節目を祝

うとともに、更なる発展を祈念して開催いたしますので、是非多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。 

つきましては、出席をご希望される方は、下のＱＲコード又は秋田公立美術大学附属高等学院のホーム

ページから申し込みフォームに進み、必要事項を記入の上、送信してください。 

また、記念作品展への出品、協賛金と同窓会名簿編集についてのお願いも同封いたしました。別紙をご

覧いただき、それぞれ該当するものへの返信等をお願いいたします。 

 

 

送付物 

 

１ 創立７０周年記念式典のご案内（本状） 

２ 創立７０周年記念事業［式典・展覧会］について 

３ 記念作品展出品要項 

４ 同窓会名簿編集と協賛金について（お願い） 

 

※式典会場のあきた芸術劇場には、附属の駐車場があります（194 台駐車可能。最初の 60 分まで 200 円、

以降 60分ごと 100円）。満車の場合は周辺駐車場をご利用ください。 

※当日の座席はブロックを指定させていただきます。ブロック内は自由席といたしますので、ご友人等と

の待ち合わせをお済ませの上、ご着席ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、飲食を伴う祝賀会は開催しませんのでご了承ください。 

※このご案内は、1～60期生の各学年 1名（同窓会事務局からご紹介いただいた方）と、61～70期生の皆

様にお送りしています。直接このご案内が届かなかった他の同窓生の方にもお声掛けくださいますよう

お願いいたします。（お送りしたものと同じ案内が学院ホームページに掲載されておりますので、ご覧い

ただくようお話しください。） 

※出席を希望される方のみＱＲコードを読み取り、９月１５日（木）までにお送りください。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ】            

〒010-1632 秋田市新屋大川町 12-3 

秋田公立美術大学附属高等学院 

 電話 018-828-4127 

 

参加申し込みフォーム 

 



秋田公立美術大学附属高等学院 創立 70周年記念式典 

１ 期日 令和４年１０月２２日（土） 

２ 場所 あきた芸術劇場ミルハス 中ホール 秋田市千秋明徳町2-52 

３ 内容 13:00～受付 

   14:00～14:30 記念式典（ファンファーレ、式辞、祝辞、表彰 等） 

     14:40～15:40 井上涼さん 特別授業「作品ができるまで」 

     15:50～16:20 陸上自衛隊第9音楽隊による記念演奏会 

 

井上涼さん 特別授業「作品ができるまで」 

世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介するＮＨＫ Ｅテレの『びじゅチュー

ン！』で大人気の井上涼さんによる特別授業です。作品の制作秘話や学生時代

にどのようなことに取り組んでいたか、これからの制作などについて伺います。 
 

井上 涼（いのうえ りょう） 

1983 兵庫県生まれ 

2007 金沢美術工芸大学デザイン学科視覚デザイン専攻卒業 

    卒業制作「赤ずきんと健康」がBACA-JA2007佳作受賞 

2012 「テクネ 映像の教室」（ＮＨＫ Ｅテレ）に出演 

    プロジェクションマッピングの作品「小人ピザ」を制作 

2013 「びじゅチューン!」（ＮＨＫ Ｅテレ）放送開始 

 

 

 

©NHK・井上涼2022 

 

 

 

陸上自衛隊代第９音楽隊による記念演奏会 

 学院生がロゴマークをデザインさせていただくなど、学院と縁のある自衛隊の皆さんが 70 周年を記念して演奏会（ブ

ラスバンド）を開催してくださいます。 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

秋田公立美術大学10周年・附属高等学院70周年 合同作品展 「美術のきほん」 

１ 会期 令和４年９月８日（木）～２７日（火）10:00～18:50 

２ 会場 フォンテＡＫＩＴＡ 美大サテライトセンター ※入場無料 

３ 内容 美大と附属の基礎造形（デッサン等）の作品を展示します。 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

秋田公立美術大学附属高等学院 創立７０周年記念・KOUGEI EXPOプレ事業 

作品展「秋田公立美術大学附属高等学院 70年のあゆみ」 

１ 会期 令和４年１０月２８日（金）から１０月３１日（月）10:00～18:00 ※初日13時から最終日16時まで 

２ 会場 秋田県立美術館 １階 県民ギャラリー（秋田市中通1丁目4-2） ※入場無料 

３ 内容 卒業生、在校生、職員（現職・ＯＢ）の作品、賛助出品作品を展示します。 



秋田公立美術大学附属高等学院 創立７０周年記念・KOUGEI EXPO プレ事業 

作品展「秋田公立美術大学附属高等学院 70年のあゆみ」 出品要項 

 

 

１ 会期 令和４年１０月２８日（金）から１０月３１日（月）１０時～１８時 

     ※初日は１３時から、最終日は１６時まで 

 

２ 会場 秋田県立美術館 １階 県民ギャラリー（秋田市中通 1丁目 4-2） 

 

３ 展示予定作品 

（１）卒業生の作品 

（２）在校生の作品 

（３）職員（現職・OB）の作品 

（４）賛助出品作品 

 

４ 出品作品の点数・内容・規格・注意点等   

（１）出品点数：お１人１点まで（組作品も 1点と数える。） 

（２）作品の内容：在学中の授業課題や卒業制作、卒業後の進学先での作品、現在の活動が分かる作品 

（３）平面作品の規格等 

  ①サイズ：額縁を含めて一辺が 172㎝以内（令和 4年度秋田県美術展覧会洋画部門の規格に準じています。） 

  ②作品裏に紐を張るなどして、壁面に展示できる状態で搬入してください。（軽量の作品は、作品を傷めな

い粘着性のテープ等で壁面に固定する可能性があります。） 

（４）立体作品の規格等 

   ①サイズ：幅・奥行き・高さの合計が３ｍ以内程度 

②会場が所有するテーブル程度の高さの作品台等に置いて展示します。 

③床に直置きを希望する場合は、床との接触面にフエルトなどを貼るか、薄い作品台等を置くなど、床を傷

つけないよう工夫をしてください。専用の台などを使用する場合は、作品と一緒に搬入してください。 

 （３）その他の注意点 

   ①搬入・搬出や会期中に安全に展示できるものに限る。（鋭利な物、自立しない物、会期中に変質していく

物、臭いや大きな音を発する物、生の動植物を含む物 などは展示できません。） 

   ②設置に関して複雑な作業が発生する場合（配置の仕方に指定がある場合など）は、できるだけ本人が設置

作業を行ってください。どうしても本人による設置ができない場合は展示指示書を同封してください。 

③搬入・搬出の運搬時や会期中の作品の破損や紛失について、主催者側は責任を負いません。必要に応じ

て、各自で保険に加入するなどしてください。 

④搬入・搬出・出品・設置作業に関する費用（運送料、交通費、駐車場代、材料費 等）は、出品者各自で

ご負担ください。 

 

  



５ 搬入 

 以下のいずれかの方法で搬入してください。また、作品の裏面に、出品票を貼ってください。 

 （１）出品者による直接搬入 

   令和４年１０月２８日（金）午前９時 30分に、秋田県立美術館１階県民ギャラリーに作品をお持ちくださ

い。出品者が直接搬出できる場合は、梱包材はお持ち帰りください。 

 （２）運送業者による事前搬入 

令和４年１０月２６日（水）の配達日指定（17 時まで）で、秋田公立美術大学附属高等学院に作品を元払

いでお送りください。（〒010-1632 秋田市新屋大川町 12-3 電話 018-828-0811 70周年展事務局 宛） 

 

６ 搬出  

 以下のいずれかの方法で搬出してください 

 （１）出品者による直接搬出 

 令和４年１０月３１日（月）午後４時～18 時の間に作品を梱包し搬出できるよう、直接会場にお越しくだ

さい。また、梱包用のテープなどの資材は、各自でお持ちください。 

 （２）運送業者による代理搬出 

   会期終了後、着払いで作品を返送いたしますので、搬入時に記入済みの着払い伝票をご提出ください。 

①直接搬入の場合：搬入時に会場で着払い伝票（送り状）をご提出ください。 

②運送業者による事前搬入の場合：搬入時、着払い伝票（送り状）を作品に同梱してください。 

 

７ 会期中の受付け当番の募集について 

   出品者の中から、会期中の受付け当番を行っていただける方を募集しています。出品申し込みと同時に受付

当番の可否や都合の良い日時をお伺いし、決定した日程を後日改めてメールでご連絡差上げます。ご協力よろ

しくお願いいたします。 

 

８ 出品申し込み方法 

出品する方は、ＱＲコードを読み込み、フォームに必要事項を記入して送信してください。 

※期限：令和 4年９月１５日（木）まで 

 

 

 

 

 

 

  

９ お問い合せ 

  秋田公立美術大学附属高等学院 創立７０周年記念作品展 事務局   電話 018-828-4127 

 

 

------------------------キリトリ-------------------------- 

出品票（作品の背面に貼り付けてください。平面の場合は天地が分かるように貼ってください。）   天↑ 

氏名 

 

 作品名 

 

 

種別 

○を付ける 
在学中作品 ・ 進学先での作品 ・ 現在の作品 

搬出方法 

○を付ける 
出品者による直接搬出 ・ 運送業者による代理搬出 

 



令和 4年７月２５日 

同窓生各位 

秋田公立美術大学附属高等学院  同窓会 

会 長  佐 藤  満 

 （創立 70周年記念事業実行委員会副会長） 

 

 

同窓会名簿編集と協賛金について（お願い） 

 

酷暑の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より、同窓会の活動にご理解とご

協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

さて、母校の創立 70周年を記念して、同窓会も実行委員会の一員として記念事業の準備を進めている

ところですが、同窓会名簿の編集と協賛金について、以下の通りお知らせいたします。趣旨をご理解いた

だき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

１ 同窓会名簿編集について 

同窓会名簿は、個人情報の取扱の観点から、創立 50 周年の際に協賛金をいただいた方にお配りしたのを

最後に、それ以降、配布を行っておりません。（60 周年の際は名簿の編集は行いまし

たが、完成した名簿は同窓会事務局で管理するのみとしました。） 

70 周年に際しても同窓会名簿の配布は行いませんが、古くなっている同窓会名簿の

情報を新しく正しい内容に更新する作業を行います。 

つきましては、右のＱＲコードを読み取り、現住所などの名簿に記載する内容を入

力し、送信してくださいますよう、お願いいたします。 

 

 

２ 協賛金について 

   創立 70 周年記念事業の実施に際し、同窓会から実行委員会に出資し、主に記念作品展の運営費として

活用していただいております。つきましては、同窓生の皆様より協賛金を募り、記念事業及び今後の同窓

会の運営に役立てたいと考えております。ご賛同いただける方は、下記の要領でお支払いください。 

 （１）協賛金 １口 2,000 円 

 （２）お支払い方法 下記の①②のいずれかの方法でお支払いください。 

    ①70周年記念作品展会場（県立美術館）でのお支払い：作品展会期中に会場でお支払いください（現

金のみ） ※搬入・搬出作業中のお支払いはご遠慮ください。 

②金融機関での振り込み：下記口座にお振り込みください。振り込みのお名前は、同窓生ご本人にな

るようにお願いします。振込手数料は各自でご負担くださいますようお願いいたします。 

※振り込み期限：令和４年１０月３１日（月）まで 

 ※振り込み先：北都銀行 新屋支店（店番２５３） 口座番号 １１３３６８０     
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