
令和４年度　山形県高等学校文化連盟　各専門部　事業計画    

専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第20回山形県高等学校演劇春季夏季合同発表会
兼　第49 回山形県高等学校演劇生徒講習会

５月中旬～７月のうち１
～２日

各地区会場 各地区内の高校 未定

第68回山形地区高等学校演劇合同発表会 9月１７日～１８日 山形市民会館 １０校 未定

第71回置賜地区高等学校演劇合同発表会 9月11日 米沢市民文化会館 ３校 未定

第36回庄内地区高等学校演劇合同発表会 9月10日 酒田市総合文化センター ３校 未定

第61回村山 北地区高等学校演劇合同発表会 9月11日 新庄市民文化会館 ５校 未定

第45回山形県高等学校演劇指導者講習会
兼　第28回生徒ﾘｰﾀﾞｰ研修会

2月5日～6日 山形地区 ３０名程度 未定

第46回山形県高等学校総合文化祭演劇部門
　兼　第49回山形県高等学校演劇合同発表会

10月27日～30日 東ソーアリーナ １１～１２校 未定

全国会議派遣
7月31日～８月２日内の
一日（未定）

東京都　なかのゼロホール 全国理事1名派遣

第55回東北地区高等学校演劇発表会
令和５年1月20日～22
日

福島県いわき市いわき芸術文化
交流館

13校（各県2校＋開催県1校）
うち山形からは２校出場

未定

全国会議派遣 令和5年3月下旬 大分県 全国理事1名派遣

強化振興事業
強化指定校研修会（第55回東北地区高等学校演劇
発表会視察）

令和5年1月20日～22
日

福島県いわき市いわき芸術文化
交流館

希望する加盟校の生徒、顧問 未定

山形県高等学校合唱講習会（内陸） 1月 山形西高校 内陸音楽部員100名 未定

山形県高等学校合唱講習会（庄内）
7月、令和4年1月（とも
に予定）

鶴岡北高校 庄内地区音楽部員200名 未定

置賜地区合唱祭 6月第2・3土曜予定 南陽市交流プラザ「蔵楽」 置賜地区音楽部員80名 なし

置賜地区高校合唱祭 12月 伝国の杜「置賜文化ホール」 置賜地区高校音楽部員50名 なし

田川地区合唱祭 12月 鶴岡市中央公民館
田川地区音楽部員約100名、
鶴岡市内中学校合唱部員

なし

山形県声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2月11日 商銀タクト鶴岡
県内音楽部員約150名、中学
校、一般合唱愛好者

未定

強化振興事業
強化指定校研修会・全日本合唱コンクール全国
大会視察

10月2８日～30日
青森市リンクステーションホール
青森

羽黒高校 なし

パートリーダー講習会 １１月 会場未定 各校代表生徒 未定

演劇

合唱



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

村山地区　ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ発表会
令和４年１２月１８日
（日）

山形テルサ　テルサホール 400名 5名

村山地区　高等学校合同演奏会 令和５年　３月下旬 山形市民会館　大ホール 400名 なし

北地区　吹奏楽講習会 10月 新庄市 100名 地区吹奏楽担当者

置賜地区　吹奏楽の日コンサートへの参加、及
びコンサートへ向けた練習会

10月
伝国の杜置賜文化ホール、練習
会は地区内各高等学校

200名 地区吹奏楽担当者

置賜地区　高等学校吹奏楽合同演奏会 令和５年　３月 未定 200名 地区吹奏楽担当者

庄内地区　庄内地区高等学校吹奏楽合奏講
習会（田川地区）

9月、10月、11月、1月 未定 約1５0名 地区吹奏楽担当者

庄内地区　アートフォーラム展１６ 12月12日 未定 100名 地区吹奏楽担当者

庄内地区　中町演奏会２０２２（飽海地区） 9月 中町モール 約70名 なし

庄内地区　管楽器技術向上講習会(飽海地区） １０月 酒田光陵高等学校 約70名 未定

庄内地区　Welcomeコンサート2023（飽海地区） 3月下旬 酒田市希望ホール 約７０名 地区吹奏楽担当者

顧問会並びに楽曲研究 ４月末 web会議 専門部加盟校顧問

マンドリン生徒合同講習会 2回 マンドリン部門所属校等 山形東高、山形北高、山辺高 外部講師招聘

マンドリン生徒合同練習会 2回 マンドリン部門所属校等 山形東高、山形北高、山辺高

管弦楽（弦楽器）生徒合同講習会 2回 天童市民文化会館等
米沢東高、山形城北高、新庄
北高、酒田西高、酒田光陵高

弦楽器講師5名を招聘(2回）、合奏講師1名を招
聘（1回）

管弦楽生徒合同練習会 2回 天童市民文化会館等
米沢東高、山形城北高、新庄
北高、酒田西高、酒田光陵高

器楽・管弦楽専門部合同演奏会 11月 未定
山形東高、山形北高、山辺高、米沢
東高、山形城北高、新庄北高、酒田
西高、酒田光陵高

合同演奏技法講習会 12月10日（土） 山形西高校
山形西高筝曲部員、上山明
新館高邦楽部員、酒田南高
筝曲部員

山田流　安達　薫綾氏（山形西高校講師）

山形県高総文祭参加 10月8日（土） 酒田南高等学校 酒田南高等学校筝曲部員

地区事業 年間 山形西高校、上山明新館高校、酒
山形西高筝曲部員、上山明
新館高邦楽部員、酒田南高
筝曲部員

山田流　安達　薫綾氏（山形西高校講師）
生田流　竹田　亮介氏（上山明新館高校講師）
　　　　阿部　裕美氏（上山明新館高校講師）
生田流　伊藤　良子氏（酒田南高校講師）

吹奏楽

器楽・
管弦楽

日本音楽



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

上山太鼓囃子鼓流講習会（和太鼓）
4月、5月、6月、8月、9
月、10月、12月

山形明正高校体育館 山形明正高校 上山太鼓囃子鼓流　松本 佳子　氏

地域郷土芸能講習会（和太鼓） 4月、7月、8月、9月、10月 佐藤民謡一家練習場 米沢工業高校 上杉太鼓、盆太鼓指導者　山吉 広一氏

伝承部門講習会
4月、5月、6月、7月、8
月、9月、10月

新庄神室産業高校フェンガー記
念館

新庄神室産業高校 地域文化保存会伝承者　明石 博　氏

伝承部門講習会
4月、5月、6月、7月、8
月、9月、10月、11月

村山産業高校耕道会館 村山産業高校 むらやま徳内まつり振興会　西山 力氏他3名

地域和太鼓講習会（和太鼓）
5月、6月、7月、8月、9
月、10月

温海ふれあいセンター、金峰少年
自然の家、有田町赤坂体育館他

鶴岡中央高校 元鼠ヶ関辨天太鼓　阿部 進氏

ダンス講習会 4月～11月 山本学園高校体育館 山本学園高校ダンスドリル部 未定

マーチング実技講習会 12月 鶴岡東高校 鶴岡東高校吹奏楽部 未定

美術・工芸専門部総会及び指導者実技講習会 ６月初旬 未定 各高校美術部顧問25名 未定

各地区実技講習会

　　飽海：飽海地区高校美術部実技講習会 未定 酒田市総合文化センター 顧問および生徒 各校顧問

　　田川：田川地区高校美術部研修会 １１月 未定 顧問および生徒 未定

　　 北： 北地区高校美術部実技研修会 11月 未定 顧問および生徒 未定

　　村山:村山地区美術部生徒実技講習会 未定 未定 顧問および生徒 地区高校美術部顧問

　　置賜:置賜地区高等学校美術生徒実技研修会 ７月１７～１８日 置賜総合文化センター 顧問および生徒１２０名程度 地区高校美術部顧問

地区美術展

　　飽海：飽海地区高等学校美術展 未定 酒田市総合文化センター 顧問および生徒 未定

　　田川：高校生アートフォーラム展１６ １２月 鶴岡アートフォーラム 顧問および生徒 なし

　　 北： 北地区高等学校文化部作品展 12月 未定 顧問および生徒 未定

　　村山：各校実施 ５月～２月 各校で確保 顧問および生徒 なし

　　置賜：置賜地区高等学校美術展 ８月 米沢市民ギャラリーナセBA
地区高校美術部顧問生徒約
１３０名

総評未定

県展覧会・全国展覧会

　第4６回全国高等学校総合文化祭大会 ７月３１日(日)～８月4日(木) 東京大会 7名

　第４６回県高総文祭
　第70回山形県高等学校美術展 （県高美連共催）

１０月7日から9日 庄内地区　酒田西高校（定）体育館県内高等学校美術部員参加

第３回高校生秀作展 3月 山形県芸文美術館

郷土芸能

ﾏｰﾁﾝｸﾞ
ﾊﾞﾝﾄﾞ･

ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ

美術・工芸



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

書道専門部総会 ６月 未定

全国高等学校総合文化祭東京大会参加 ７月３１日～８月４日 東京都美術館
山形南高校、山形西高校、新
庄南高校

　村山地区高等学校書道展 未定 未定

　村山地区生徒･顧問講習会 未定 未定

　村山地区リーダー研修会 未定 未定

　 北地区高等学校文化部作品展 未定 未定

　 北地区リーダー研修会 未定 未定

　 北地区講習会 未定 未定

　置賜地区講習会 未定 未定

　置賜地区リーダー研修会 未定 未定

　田川地区講習会 未定 未定

　高校生アートフォーラム展１５ 未定 未定

　田川地区書き初め展 未定 未定

　飽海・田川地区リーダー研修会 未定 未定

　飽海地区高等学校実技講習会 未定 未定

　飽海地区高等学校書道部展 未定 未定

第1回理事会 ６月 寒河江高校

第2回理事会 ２月 寒河江高校

第４６回山形県高等学校総合文化祭庄内大会 １０月７日～９日 鶴岡アートフォーラム

強化振興事業　全国レベルの人材育成 ６月１０日 山形県体育館 生徒約150名 大東文化大学　藤森大節氏

書道

各地区講習会・発表会



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

写真技術講習会 7月上旬 東北芸術工科大学（山形市） 写真部関係顧問・生徒 東北芸術工科大学　准教授　屋代敏博　氏

読売新聞山形支局と共催事業
　高校生写真教室

５月下旬　予定 山形市、酒田市　分散開催の予定 顧問および生徒 読売新聞東京本社

読売新聞山形支局と共催事業
　山形県高校生フォトコン2022

１２月中旬 山形県芸文美術館（山形市） 顧問および生徒 読売新聞山形支局と共催事業

第22回山形県写真専門部フォトコンテスト ７月上旬 鶴岡工業高校 審査委員 外部審査委員（1名）

第46回全国高総文祭東京大会参加 ８月２日～４日 東京都
日大山形３、東桜学館１、鶴岡
中央１

なし

活動記録誌制作 年度末

地区事業補助 年度内

第４６回県高総文祭　写真技術講習会 １０月８日（土） 鶴岡市勤労者会館 顧問および生徒 外部講師（1名）

第４６回県高総文祭
兼　第2７回写真作品展

１０月７日（金）～９日
（日）

鶴岡市勤労者会館 顧問および生徒 外部審査委員

第1回「高校生のための放送講座」 5月 未定
各高校の放送部員、放送委
員会等の生徒および顧問

民放アナウンサー・東北芸術工科大学教員　他

第52回山形県高校放送コンテスト 6月2日
山形県生涯学習センター「遊学
館」

各高校の放送部員、放送委
員会等の生徒および顧問

NHK山形放送局アナウンサー・ディレクター　他

第69回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト 7月25日～28日
国立オリンピック記念青少年総合
センター・片柳アリーナ（東京都）
【データ審査】

約50名（県内高校放送コンテ
スト入賞者）

NHK職員、全国各校顧問他

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会 8月3日・4日 東京都 約15名 プロのｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ等の専門家

第２回「高校生のための放送講座」 9月 東北芸術工科大学（山形市）
各高校の放送部員、放送委
員会等の生徒および顧問

民放アナウンサー・東北芸術工科大学教員　他

第29回山形県高等学校放送コンテスト新人大会 11月2日
山形県生涯学習センター「遊学
館」

各高校の放送部員、放送委
員会等の生徒および顧問

県内各校放送部顧問

第26回東北高等学校放送コンテスト 2月下旬 青森県
各高校の放送部員、放送委
員会等の生徒および顧問

プロのｱﾅｳﾝｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ等の専門家および東北
地区各校顧問

強化育成事業
　アナウンス・朗読強化講習会

6月 未定
県高校放送コンテスト・前年度
県高校放送コンテスト新人大
会入賞者

NHK山形放送局アナウンサー

強化育成事業
　高校放送指導者講座

12月 千代田放送会館 (東京都) 放送専門部参加各校顧問
全国高校放送コンテストの審査員や役員を務め
た専門家他

写真

放送



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第４6回全国高総文祭 囲碁大会県予選会
兼 第４6回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手
権大会

5月21日 山形南高校 県内３校20名程度 日本棋院山形支部

囲碁強化合宿 ７月９日～１０日（予定） 蔵王山麓予定 県内３校２０名程度 日本棋院本院 ・日本棋院山形支部

第４６回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 ８月３日～５日 東京都日本棋院市ヶ谷会館 県内３校 8名程度 なし

第４６回全国高総文祭 囲碁大会 ８月１日～２日 日本棋院東京本院 県内３校 5名程度 なし

第４６回県高総文祭囲碁専門部大会
兼 県高校囲碁新人大会

10月9日(日)or10日(月) 山形南高校 県内8校31名程度 なし

第３６回東北地区高校囲碁選手権大会 11月11日～12日 山形テルサ　大会議室 県内３校６名 日本棋院山形支部

県高校囲碁特別研修会 2月4日(土) 山形南高校 県内4校15名程度 日本棋院山形支部

第44回山形県高等学校将棋選手権大会 5月14日（土） 上山明新館高校
男子団体戦　 ６チーム程度
男子個人戦　 30名程度
女子個人戦　 5名程度

　
日本将棋連盟山形県支部連合会

第35回山形県高等学校将棋竜王戦大会 6月11日（土） 上山明新館高校 個人戦　40名程度 日本将棋連盟山形県支部連合会

第46回全国高校総合文化祭将棋部門 8月３日～８月4日 東京都
男女団体(各1校3名）　男女個人
戦(各2名）

日本将棋連盟

第35回全国高等学校将棋竜王戦 8月 不明 個人戦　１名 日本将棋連盟

第46回山形県高等学校総合文化祭将棋部門
第31回山形県高等学校将棋新人大会

10月8日（土） 上山明新館高校
男子個人戦　35名程度
女子個人戦　3名程度

日本将棋連盟山形県支部連合会

第23回東北地区高等学校将棋新人大会 12月 仙台市 男女個人戦(各2名） 日本将棋連盟

第31回全国高等学校文化連盟将棋新人大会 未定 未定 男女個人戦(各2名） 日本将棋連盟

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会 8月1日（月）～3日（水） 文京学院大学　仁愛ホール 参加者2名 なし

第46回山形県高等学校総合文化祭庄内大会 10月8日（土） 酒田市民会館「希望ホール」 4名程度 審査員3名、弁論専門部部長

令和４年度高等学校文化連盟全国弁論専門部
会（会議）

8月1日（月） 文京学院大学S棟601教室 副部長

囲碁

将棋

弁論



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第46回全国高総文祭東京大会出場選手選考
大会兼第4４回全国高等学校小倉百人一首かる
た選手権山形県大会

5月7日～8日 置賜総合文化センター 生徒20名程度、顧問5名程度
専門部長、審判長小杉貴子氏（県専門部コー
チ）

強化振興事業
　山形県選抜チーム強化練習会兼各校合同練習会

7月上旬 置賜総合文化センター 生徒15名程度、顧問5名程度
小杉貴子氏（県専門部コーチ）、外部講師5名
（県かるた会）

強化振興事業
　山形県選抜チーム強化練習会兼各校合同練習会

11月上旬 置賜総合文化センター 生徒15名程度、顧問５名程度
小杉貴子氏（県専門部コーチ）、外部講師6名
（県かるた会）

強化振興事業
　東北・北海道地区高校生合同かるた講習会派遣

1月上旬
八戸市文化教養センター（南部
会館）

生徒８名程度、顧問２名程度
外部講師３名程度（一般社団法人全日本かる
た協会）

専門部コーチ等による巡回指導 随時
高校かるた部員または地域のかるた
会に所属している生徒がいるところ

生徒１０名程度、顧問２名程度 小杉貴子氏（県専門部コーチ）

第46回県高総文祭庄内大会 10月7日～9日 置賜総合文化センター 生徒15名程度、顧問5名程度 審判長　小杉貴子氏（県専門部コーチ）

新聞専門部総会並びに前期新聞講習会 7月上～中旬 山形市 90名程度 未定

後期新聞編集技術講習会 11月上～中旬 山形市 90名程度 未定

県高等学校新聞コンクール
10月上～中旬　審査会
11月上～中旬　表彰式

大手門パルス
山形メディアタワー

未定 審査員　4名委嘱

高校新聞縮刷版発行 2月末 登録加盟校

全国高等学校総合文化祭東京大会派遣 8月3日～6日 東京都
寒河江高校　山形西高校　鶴
岡北高校　東桜学館高校 生徒
各2名

全国高等学校総合文化祭東京大会取材派遣 東京都 鶴岡南高校　生徒2名

県高総文祭庄内大会参加 10月7日～9日 庄内地区 速報新聞作り

小倉百人一
首かるた

新聞



専門部 事業名 期日 会場 参加者 講師等

生徒講習会「サイエンスジャンボリー」 9月 山大理学部（オンラインも検討） 登録加盟校 講演会・分科会形式による実験研修

高等学校科学系部（クラブ）研究発表会県大会 12月17日
山形ビッグウィング（山形市）また
はオンライン

登録加盟校
参集の場合は，県探究型学習課題研究発表会
と共催。

強化振興事業
　高等学校科学系部（クラブ）研究展

8月 県産業科学館（霞城セントラル内） 登録加盟校
「青少年のための科学の祭典in山形」と共催予定。実
施が難しい場合は12月までに研究必需品購入事業
に切り替え

第4６回県高総文祭庄内大会
展示：10月7日（金）～9日（日）
ポスターセッション：10月8日（土） 鶴岡市勤労者会館 登録加盟校

実施が難しい場合は令和2年度と同様のポス
ター掲示。オンライン交流の導入も検討。

全国高等学校総合文化祭東京大会自然科学
部門派遣

8月2日（火）～4日（木） 東京都

【研究発表の部】各校２名まで
物理：山形中央高校、化学：山形
東高校、生物：加茂水産山形高
校、地学：山形中央高校
【ポスター発表の部】鶴岡南高校
２名まで

全国会議派遣 8月2日（火）～4日（木） 東京都 １名（副専門部長） ※ポスター部門（化学）審査員依頼

第２１回山形県高校文芸コンクール
8月応募締切、審査会
9月発表

未定 審査員：専門部長・各地区専門部理事

　村山地区 未定 未定 村山地区各高校文芸部生徒

　置賜地区 未定 未定 置賜地区各高校文芸部生徒

　 北地区 未定 未定 北地区各高校文芸部生徒

　庄内地区 未定 未定 庄内地区各高校文芸部生徒

『山形高校文芸』第２５号発行 2月完成 県内各高校文芸部生徒

第４６回全国高総文祭東京総文　生徒派遣 7月3１日～８月４日 東京都
【散文】酒田東、【詩】山形南、【短
歌】米沢興譲館、【俳句】山形南、
【文芸部誌】山形南

第３７回全国高等学校文芸コンクール 9月応募締切

第４６回県高総文祭文芸専門部大会 10月7・8日 未定 県内各高校文芸部生徒

強化振興事業
　第３６回全国高等学校文芸コンクール入賞者表彰式

１２月
国立オリンピック記念青少年総合
センター（東京都）

県内各高校文芸部生徒入賞
者

第２４回全国高文連北海道・東北文芸大会（秋
田大会）

10月20日・21日 秋田県
昨年度県コンクール入賞者、
入賞校

全国会議派遣 8月、10月、12月、2月
8月和歌山、10月青森、12月東京、
2月仙台

科学

文芸

地区研修会



専門部 事業名 期日 会場 参加者

　村山地区研修会 未定 未定 未定

  高校生とやまがた工芸の会会員によるお茶会 未定 未定 未定

北地区活動

  北村山地区合同研修会 未定 未定 未定

  北地区合同研修会 未定 未定 未定

青少年健全育成ふれあい茶会 未定 日和山公園 未定

第37回学校茶道合同茶会（飽海・田川合同） 未定 出羽遊心館 未定

第20回高校生チャリティー茶会・写真部作品展 12月

ひな祭り茶会 3月 さかた街なかキャンパス 未定

　置賜地区茶道専門部研修会 未定 未定 置賜地区高等学校茶道部

　茶道専門部研修会 未定 未定 田川地区高校茶道部

   第37回学校茶道合同茶会（飽海・田川合同） 未定 出羽遊心館 未定

　高校生アートフォーラム展茶会 12月 高校生アートフォーラム展 未定

地域貢献活動 未定 未定 未定

県高等学校総合文化祭参加 10月 未定 未定

　村山地区第１回リーダー研修会 7月 未定 地区高校華道部員、顧問

　村山地区第２回リーダー研修会 12月 未定 地区高校華道部員、顧問

　置賜地区リーダー研修会 11月 未定 地区高校華道部員、顧問

　庄内地区リーダー研修会 ９月 未定 地区高校華道部員、顧問

　村山地区研修会 7月 未定 地区高校華道部員、顧問

　村山地区異世代交流事業 12月 未定 地区高校華道部員、顧問

　置賜地区研修会 12月 未定 地区高校華道部員、顧問

　高校生アートフォーラム展 １２月 未定 地区高校華道部員、顧問

強化振興事業　第1回指導者講習会 6月 寒河江高校 県内高校華道部顧問

強化振興事業　第2回指導者講習会 11月 寒河江高校 県内高校華道部顧問

県高校総合文化祭参加
10月7～9日　（準備・生け
込み10月6日）

庄内地区　鶴岡アートフォーラム 県内高校華道部員、顧問

茶道

村山地区活動

飽海地区活動

置賜地区活動

田川地区活動

華道

育成事業



令和4年度　山形県高等学校文化連盟　各地区高文連　事業計画

地区 事業名 期日 会場 参加者 講師等

第1回理事会 6月下旬 天童高校 地区高文連役員　40名程度

第2回理事会 2月下旬 天童高校 地区高文連役員　40名程度

北地区 第１回理事会 6月7日 村山産業高校 各校代表理事、各専門部理事

第２回理事会 2月下旬 書面会議 各校代表理事、各専門部理事

北地区高等学校文化部作品展2022 12月中旬 村山市民会館
地区内高等学校の
美術・書道・写真・科学部生
徒、顧問

第1回理事会 5月24日 米沢工業高校会議室 地区高文連役員40名

第１回準備委員会(置賜大会) 9月 米沢工業高校会議室 実行委員約20名

第２回準備委員会(置賜大会) 12月 米沢工業高校会議室 実行委員約20名

第2回理事会(拡大理事会) 1月 米沢工業高校会議室 地区高文連役員・実行委員 テーマ決定

第3回理事会(拡大理事会) 2月 米沢工業高校会議室 地区高文連役員・実行委員 ポスター決定

第3回準備委員会(置賜大会) 2月 米沢工業高校会議室 実行委員約20名

第1回理事会兼第46回山形県高等学校総合文
化祭第1回実行委員会

6月 鶴岡中央高校 約50名

第46回山形県高等学校総合文化祭第２回実行
委員会

9月 鶴岡中央高校 約50名

第46回山形県高等学校総合文化祭第３回実行
委員会

11月 鶴岡中央高校 約50名

第2回理事会 2月 鶴岡中央高校 約30名

第20回高校生チャリティー茶会・写真部作品展 12月中旬 未定 茶道、写真（飽海地区）

高校生アートフォーラム展１６ 12月1０日～１８日 鶴岡アートフォーラム

演劇、華道、書道、写真、美術・
工芸、新聞、合唱、文芸、茶
道、吹奏楽、郷土芸能、科学
（田川地区）

村山地区

置賜地区

庄内地区


