第９回新県美展（第73回広島県美術展）開催要項
ジュニア部門については別途「ジュニア部門」要項を御覧ください。

１ 趣旨

６ 出品作品について

広く県民から美術作品を公募し，優れた作品を展示するこ
とにより，創作活動を奨励するとともに，鑑賞の機会を提
供し，芸術文化の向上に資する。
また，平成24年度から令和元年度まで，県内の児童・生
徒の美術力（感じる力，考える力，みる・かく・つくる力）の
向上を図ることを目的として開催していた公募展「広島県
ジュニア美術展」を，新県美展ジュニア部門として同時開
催する。

出品作品は，自己の創作した作品で未発表のもの，著作
権・肖像権を侵害しないものに限ります。デザイン系及び
映像系の作品は，共同制作でも構いません。申込みは代
表者１名が行ってください。

※以下，特段の断りのない限り，ジュニア部門以外のものについて記載
しています。ジュニア部門に関する事項については別途の要項を御覧
ください。

※令和２年度に開催した「広島県Ｗｅｂ公募美術展」で出
品した作品についても出品できます。ただし，他展覧会
等で審査を受けた作品や，「９ 種目及び規格」に違反
する作品は出品できません。

７ 公募作品の種目

２ 展覧会の会期，会場

◆絵画系 ◆彫塑系 ◆工芸系 ◆書系 ◆写真系
◆デザイン系 ◆映像系 ◆ジュニア部門(別途の要項を参照)

○中央展
会期／令和３年６月26日（土）～７月11日（日）
開館時間９時～17時（金曜日は20時まで／入場は閉館
の30分前まで／６月26日(土)は10時開場）※会期中無休
会場／広島県立美術館

８ 作品の展示

○巡回展
開催市町
三次市
世羅町
福山市
三原市
庄原市
府中市
江田島市

会 期

会 場

７月21日（水）～
25日（日）
７月28日（水）～
８月１日（日）
８月18日（水）～
22日（日）
８月25日（水）～
29日（日）
９月１日（水）～
５日（日）
９月８日（水）～
12日（日）
11月３日（水）～
７日（日）

美術館あーとあい・きさ
☎0824-43-2231
せら文化センター
☎0847-22-4411
ふくやま美術館
☎084-932-2345
三原リージョンプラザ
☎0848-64-7555
庄原市田園文化センター
☎0824-72-1159
府中市生涯学習センター
☎0847-41-8977
能美市民センター
☎0823-40-2777

※開館時間は会場により異なります。それぞれの会場にお問合
せください。映像作品は三次市，世羅町，福山市，三原市，府
中市の会場を巡回します。

３ 出品資格者
広島県在住者とします。ただし，県内の職場・学校に通
勤・通学する方や，学生・単身赴任等で一時的に広島県を
離れている方等は，県外在住者であっても出品することが
できます。

４ 出品点数
１種目について１人１点まで

５ 出品料
映像作品以外：１作品 ３，０００円
映像作品：１作品 １，０００円

中央展及び巡回展において展示する作品は次のとおりで
す。御了承の上，出品してください。
中央展／入賞作品・入選作品（ジュニア部門含む），招待
作家※１の作品及び第８回(2019年度)広島県ジュニア美術
展大賞作品
巡回展／入賞作品及び地元入選作品 ※２（映像は全入選
作品）及びジュニア部門大賞作品
※1 招待作家は，県内に在勤・在住し，県内の美術教育に詳しく，制作
指導や美術文化の発展に貢献してこられた方々です。詳しくは，広島
県ホームページ又は広島県立美術館ホームページを御覧ください。
※2 巡回展に展示する地元入選作品の対象は，次のとおりです。

開催市町

展示対象市町

開催市町

展示対象市町

三次市

三次市

庄原市

庄原市

世羅町

世羅町

府中市

府中市

福山市

福山市
神石高原町

江田島市

江田島市

三原市

三原市

◆主催
広島県
◆共催
三原市教育委員会／福山市／府中市／三次市教育委員会
／庄原市教育委員会／江田島市教育委員会／世羅町教育
委員会／広島県教育委員会／中国新聞社
◆後援
ＮＨＫ広島放送局／中国放送／広島テレビ／広島ホームテレ
ビ／テレビ新広島／広島エフエム放送／FMちゅーピー
76.6MHz／エフエムふくやま／尾道エフエム放送／FMはつか
いち76.1MHz／リビングひろしま

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
より，本要項記載内容を急きょ変更する場合が
ございます。予め御了承ください。
変更が生じた場合は随時，広島県ホームページ
等でお知らせいたします。

９ 種目及び規格

絵画系（Ａ日本画 Ｂ油彩画 Ｃその他（水彩画，パステル，版画，水墨画等））
Ｍ15号(65.2㎝×65.2㎝)以上，Ｓ50号(116.7㎝×116.7㎝)以内
・額ぶちは必ず付けてください。
・額ぶちの幅はマットを含め７㎝以内の細ぶちで，厚さは７㎝以内
（版画作品については，マット幅の制限はありませんが，額ぶちの幅を７㎝以内の細ぶちとしてください）。
・展示した際は額ぶちを含めて，縦横とも130.7㎝以内になるようにしてください。

彫塑系
作品の重量は500㎏以内。サイズは縦・横・高さの合計が350㎝以内。組作品は２個までとします。

工芸系
対象となる作品は，陶芸，染織（染め，織り，刺繍，パッチワーク，編み物，刺し子等），金工，漆芸，木竹工，人形，
ガラス，七宝，皮革等です。組作品は10個までとします。
平面作品／Ｓ50号（116.7㎝×116.7㎝）以内。額をつける場合は，幅・厚さ共に７㎝以内の細ぶちとしてください。
立体作品／縦・横・高さの合計が150㎝以内。着物については，縦・横の最大幅200㎝以内とします。
※付属物（額装を除く）を付けないでください。ただし，タペストリー状の場合は，吊るための棒を付けてください。

書系（Ａ 漢字 Ｂ 仮名 Ｃ 前衛）
作品搬入時に出典・釈文を提出してください。用紙はこの要項にあります。
額装又は帖装形式としてください。巻物・屏風形式は出品できません。
制限サイズ～額装・帖装の外寸～
Ⅰ型（額装作品） 122㎝×122㎝以内 （縦・横の向きは自由）
Ⅱ型（額装作品） 61㎝×182㎝以内 （縦・横の向きは自由）
Ⅲ型（帖装作品） 40㎝×400㎝以内 （見開き60㎝以内）
篆刻作品は，印影だけを出品することとし，１顆を１点とします。印材は出品できません。

写真系
プリント作品をパネル張り又は額装としてください。
規定内の大きさであれば，組作品も出品できます。
パネル張り／サイズは半切（43.2㎝×35.6㎝）以上，全倍（100㎝×80㎝）以内
・材質は堅牢で展示用金具が取付可能なものとします（裏面周縁に木枠のある木製パネルが望ましい）。
・画面保護のため，できるだけマット装としてください（マグネット式マットは不可）。
額装／サイズは半切（43.2㎝×35.6㎝）以上，全倍（100㎝×80㎝）以内
・マット幅の制限はありませんが，額ぶちの幅・厚さ共に７㎝以内としてください。
・展示した際は額ぶちを含めて，107㎝×87㎝以内になるようにしてください。

デザイン系
平面作品（ポスター，イラストレーション等）／Ｂ全判（103.0㎝×72.8㎝）のパネル張りとします。厚さは10㎝以内
・パネルは堅牢な材質で展示用金具が取付可能なものとします（裏面周縁に木枠のある木製パネルが望ましい）。
・パネル作品には必ず表面にビニールを張ってください（アクリルボックス，ラミネート加工も可）。
立体作品（環境・建築・インダストリアルデザイン，パッケージデザイン等）／縦・横・高さの合計が300㎝以内
※共同制作も出品できます。申込みは代表者１名が行ってください。

映像系
10分以内の映像作品とします。
テーマは自由です。実写・アニメーション，ドラマ・ドキュメンタリー等ジャンルを問いません。
フォーマット：mp4ファイルのみ
※再生環境の音声は2chです。
※映像スタート前の２秒間に作品名と作者名のクレジットを入れてください。
※受賞作品は広島国際映画祭2021（主催：広島国際映画祭実行委員会）でも上映される予定です。この場合，受
賞者の連絡先を広島国際映画祭2021事務局へ提供します。
※共同制作も出品できます。申込みは代表者１名が行ってください。
出品方法／無料のファイル転送サービス（GigaFile便，FileMail等）を使って出品してください。
ファイル転送サービスによる出品ができない方は，mp4データを外部記憶装置（ＣＤ-Ｒ，ＣＤ-ＲＷ，ＤＶＤ-Ｒ，ＤＶ
Ｄ-ＲＷ，ＵＳＢフラッシュメモリー等）に保存して郵送で出品してください。提出された外部記憶装置はお返しでき
ませんので，御注意ください。作品の映像をキャプチャしたスチール写真(静止画像データjpg，pngに限る。)も併
せて提出してください。

◇データ送信での出品の場合
無料のファイル転送サービスを利用し，mp4データ及びスチール写真のデータ，「出品申込書（映像データ送信
用）」を送信してください。「出品申込書（映像データ送信用）」は広島県ホームページに掲載していますので，ダ
ウンロードして入力してください（「15 問合せ先」の広島県ホームページＵＲＬを参照してください）。
その後，「出品者名」及び「作品名」を記入した用紙（任意様式）とともに1,000円の郵便為替，84円切手を貼った
返信用封筒を同封し，郵送してください(領収書や受付票（控）は後日，返信用封筒を使用して郵送します)。
○データ送信先：kanbunka@pref.hiroshima.lg.jp
○郵便為替送付先：〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局文化芸術課
○締切日：令和３年６月４日（金）必着
◇外部記憶装置での出品の場合 （※映像系の搬入は実施しません。郵送のみ受け付けます）
出品申込書，外部記憶装置，スチール写真(作品とともに外部記憶装置に保存でも可。)とともに1,000円分の
郵便為替，84円切手を貼った返信用封筒を同封し，郵送してください（領収書や受付票（控）は後日，返信用
封筒を使用して郵送します）。
○宛先：広島県環境県民局文化芸術課 〒730-8511 広島市中区基町10-52
○締切日：令和３年６月４日（金）必着
※著作権，肖像権等について次の点に配慮すること！
・作品に使用する写真，映像及び音楽等の素材に，制作者以外の著作権や肖像権等が発生する場合は，出品者の責任において使用する
権利を予め得ること。
・ＪＡＳＲＡＣ（日本音楽著作権協会）等の著作権処理，レコード会社等の著作隣接権処理が必要な場合は，許諾を得ること。
・著作権使用料等を出品者が支払った場合は，その証明書を添付すること（著作権，肖像権の使用について原権利者に確認を求める場合，
本美術展は入場有料であり，入場無料の場合とは権利使用の条件が異なることに注意すること）。
・音楽の著作権に関する詳しい問合せについては，一般社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）まで。
☎03-3481-2172（複製部 ビデオグラム課）ホームページ：http://www.jasrac.or.jp/

出品上の注意事項（必ずお読みください）
・実在の商品名や会社名を表現した作品は出品できません。
・額にはガラスを付けないでください(ビニール又はアクリル張りは可)。
・額と作品との固定は厳重にし，額裏に展示用の釘，ヒートンや紐等の突起物は付けないでください。なお，
金属額縁の裏に付属している吊り金具は外さないでください。
・総重量が50㎏を超える作品や取扱いが困難な作品は，広島県立美術館に直接搬入してください。
・搬入，搬出の荷造費・運搬費・資料送付費など，出品に係る全ての経費は出品者の負担とします。
・出品作品は慎重に取り扱いますが，事故について主催者はその責任を負いません。必要に応じ，各自で保険
に加入してください。
・出品作品は，所定の出品申込書に出品料を添えて，作者本人又は責任ある代理人が搬入してください。
・入選作品は広報目的で使用したり，主催者が編集する印刷物やホームページ等に掲載する場合があります。
・開催要項の内容に御了承の上，出品してください。

10 審査について
日時及び種目／６月８日(火)

12 入館者投票について

９時30分～
13時00分～
６月９日(水) ９時30分～
13時00分～
６月10日(木) ９時30分～

絵画系
彫塑系
工芸系
書系，映像系

審査員／絵画系 川野裕一郎(東亜大学教授)
吉原慎介(尾道市立大学教授)
槇原慶喜(作家・元八千代の丘美術館館長)
彫塑系 青木寛明(井原市立田中美術館主任)
伊東敏光(広島市立大学教授)
工芸系 不動美里(姫路市立美術館副館長)
大塚智嗣(広島市立大学教授)
書 系 鈴木慶子(長崎大学教授)
(安田女子大学教授)
写真系 竹葉 丈(名古屋市立美術館学芸員)
藤岡亜弥(写真家)
デザイン系 吉原直彦(岡山県立大学教授)
彌中敏和(株式会社ＧＫデザイン総研
広島代表取締役社長)
映像系 部谷京子(映画美術監督)
岡川卓詩(広島国際学院大学講師)
※令和３年３月１日現在

会 場／広島県立美術館（広島市中区上幟町2-22）
※審査は公開します （見学を希望される方は，下記「審査の
見学について」を参照の上，お申し込みください）。
※審査員は，都合により変更になる場合があります。
※この「第９回新県美展（第73回広島県美術展）開催要項」に
違反する作品は，審査の対象としません。また，審査後に
違反の事実が判明した場合は，入賞・入選を取り消すこと
があります。
※審査結果について出品者が異議を申し述べることはできま
せん。

入賞・入選作品については，中央展の会場において，入
館者による人気投票を行います。
投票期間：６月26日（土）～７月８日（木）
※入館者投票の結果は，７月10日（土）までに広島県ホームペー
ジ上に掲載するとともに，受賞者に電話で連絡します。結果に
関する問合せにはお答えできません。

13 表彰について
入選作品のうち，優秀な作品に対して，次のとおり賞を授
与します。
大 賞・・・・・・・・・・・賞状及び副賞（５万円）
優秀賞・・・・・・・・・・・賞状及び副賞（１万円）
奨励賞・・・・・・・・・・・賞状
入館者人気大賞・・・賞状
表彰式は，６月26日(土)10時30分から，広島県立美術館
地階講堂で行います。
※新型コロナウイルス感染症の状況により，急きょ表彰式等を
中止とする場合があります。

14 個人情報の取扱いについて
「第９回新県美展（第73回広島県美術展）出品申込書」に
記載されている個人情報は，「広島県個人情報保護条例」
に基づき厳正に管理し，同展の実施とそれに付随した入
選者等の新聞発表・目録作成のために使用します。入賞
者については，名前・住所（市区町名まで）・電話番号・年
齢・性別・作品名を報道機関に提供し，名前・住所（市区
町名まで）・作品名を広島県ホームページ等に掲載します。
また，同展実施に係る業務を業者に委託する場合は，委
託先に対しても，「広島県個人情報保護条例」に基づく管
理を義務付けます。

15 問合せ先
審査の見学について
予約制。申込みが多い場合は，抽選とします。
※新型コロナウイルス感染症の状況により，急きょ審査の
見学を中止とする場合があります。
申込方法／往復はがき（１人，種目ごとに１枚）に次の事項
を記入し，郵送してください。
往信裏面：①見学したい種目 ②名前・住所・電話番号
返信表面：③名前・住所・郵便番号
審査の期日／上記「10 審査について」を参照してください。
申込受付期間／４月５日（月）～５月21日（金）必着
申込先／広島県環境県民局文化芸術課
〒730-8511 広島市中区基町10-52

11 審査結果の発表
審査結果は入選者に通知します（選外者には通知しませ
んので，御了承ください）。
入選者の一覧は，６月12日（土）に広島県ホームページ上
に掲載するほか，中国新聞紙面にも掲載します。電話等
による問合せにはお答えできません。
◆広島県ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/40/dai9kaisinkenbiten.h
tml（トップページ > 組織でさがす > 環境県民局 > 文化芸術課）

《新県美展全般のことについて》
広島県環境県民局文化芸術課
〒730-8511 広島市中区基町10-52 ☎082-513-2722
受付時間：平日８時30分～17時15分
《作品の規格について》
広島県立美術館
〒730-0014 広島市中区上幟町2-22 ☎082-221-6246
受付時間：平日８時30分～17時15分
《詳細は，下記ホームページをご覧ください》
広島県ホームページ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/40/dai9
kaisinkenbiten.html
（トップページ > 組織でさがす >
環境県民局 > 文化芸術課）

ＱＲコード
※この「第９回新県美展（第73回広島県美術展）開催要
項」を遵守しない場合は，次回から出品をお断りするこ
とがあります。御注意ください。
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