神奈川県美術展 中高生特別企画展
作品応募要項
応募資格
神奈川県に在住または在学している平成 12 年４月２日〜平成 18 年４月１日出生の方
出品料
無料（出品には事前登録が必要です。 ６月 25 日（月）必着）
出品規定
（１） 出品作品は未発表の作品とします。
全ジャンル

※ 未発表の作品とは、公募展、コンクールで入賞・入選をしていない、過去１年以内に制作さ

共通

れた作品
（２） １名につき３点まで出品できます。

ジャンル

規格制限

平面立体

平面 大きさ 100×100cm 以内（額装、組作品も左記サイズ以内。ガラスの額装は不可、アクリル可）
重量

30kg 以内

立体 大きさ 単体で 60×90×120cm 以内に収まるもの、かつ、設置した状態で 120×120×120cm
以内に収まるもの。
重量
工芸

50kg 以内（壁面利用の作品は 30kg 以内）

大きさ 単体で 60×90×120cm 以内に収まるもの、かつ、設置した状態で 120×120×120cm 以内
に収まるもの。
重量

50kg 以内（壁面利用の作品は 30kg 以内）

作品の種類は自由です。（例：陶・ガラス・染織・漆・七宝・金工・木材工・人形・皮革など）
書

以下２サイズのみ（仕上げなし・縦横自由）
大きさ 全紙１/２ 68×70cm（2.25×2.3 尺） 半切 136×35cm（4.5×1.15 尺）

写真

審査用写真の大きさ 四つ切相当サイズ（ワイド、A４可）
デジタル可、単写真または組写真（組写真は２枚以内）
注） 表から見ての位置（上・下・左・右）がわかるように裏面に記載してください。

※ 書・写真の搬入は、郵送のみで受け付けます。詳しくは、「応募作品搬入から搬出までの流れ」を御覧ください。
応募作品搬入から搬出までの流れ
<平面立体・工芸>
（１） 応募作品搬入 日
時：平成 30 年７月 14 日（土）・15 日（日）午前 10 時〜午後４時
搬入場所：神奈川県民ホール ６階 大会議室
（２） 審査結果
７月 23 日（月）以降に結果を通知します。
（３） 選外作品搬出 日
時：平成 30 年７月 29 日（日）・30（月） 午前 10 時〜午後４時
搬出場所：神奈川県民ホールギャラリー
（４） 入選作品搬出 日
時：平成 30 年９月 30 日（日） 午後２時〜５時
搬出場所：神奈川県民ホールギャラリー
<書・写真>
（１） 応募作品搬入 郵送のみで受け付けます。作品が破損しないように梱包し、①事前登録書の受け付け後に送
付する、出品申込書等の書類及び②作品返却のための切手を貼付した返信用封筒を必ず
同封して、次まで送付してください。
※ 書を送付いただく場合、出品申込書と作品をクリップ等で留めることは、作品破損の原因
となりますので、お控えください。
〒231-8588 横浜市中区日本大通 1
神奈川県文化課「神奈川県美術展 中高生特別企画展」 （７月６日（金）必着）

（２）
（３）

（４）

審査結果
７月 23 日（月）以降に応募作品を同封し、結果を通知します。
入選作品搬入 日
時：平成 30 年８月 18 日（土） 午前 10 時〜午後１時
搬出場所：神奈川県民ホール ６階 大会議室
※ 書は、仮巻など展示できる状態で、また、写真は、パネルまたは額装して搬入してください。
御本人が来られない場合は、代理の方でもかまいません。詳しくは、（３）による作品返却
時に御案内いたします。
入選作品搬出 日
時：平成 30 年９月 30 日（日） 午後２時〜５時
搬出場所：神奈川県民ホールギャラリー

注意事項
（１） 事前登録書、出品申込書及び出品作品の郵送について、普通郵便を利用された場合の事故等による不着
の責任は負いかねます。
（２） 危険物や異臭・腐敗する恐れのある材料による作品は出品できません。例）生き物、植物、用土等
（３） 画材、粘土、その他材料等が乾いていない作品は出品できません。
（４） 応募作品の肖像権・著作権については、主催者は責任を負いません。
（５） 平面立体及び工芸は、展示できる状態で搬入してください。
（６） 梱包材はお預かりできません。また、梱包材の用意はございませんので、御自身で御用意ください。
（７） 作品の構成、展示方法により出品を受付できない場合があります。展示場所や方法について疑義のある場合
は必ず事前にお問い合わせください。なお、壁面利用の場合は、壁等構造物に釘は打てません。
（８） 展示場所等は主催者に一任させていただきます。
（９） 搬入受付から搬出までの期間については、作品の取り扱いには十分注意しますが、自然転倒、災害等による
破損等については、主催者は責任を負いません。ただし、主催者の過失により破損等が生じた場合のみ、保
険金額内（上限３万円）で補償します（補償には所定の手続きが必要です。額縁等作品の付属物は対象外）。
（１０） 指定の搬入・搬出日の時間内に、確実に作品を搬入・搬出できること（作品設置・解体の時間を含む）が応募
の条件です。御本人が搬入・搬出に来られない場合は、代理の方が必ずお越しください。
（１１） 審査の結果、受賞者数が変動することがあります。
（１２） 作品搬入・搬出の際、車で御来館の方は、駐車スペースに限りがあるため、手続きや作業終了後速やかにお
帰りください。
（１３） 審査結果は郵送でお伝えします。なお、応募状況の詳細や審査の内容に関するお問い合わせには、お答え
しかねます。
（１４） 業者に依頼して搬入・搬出を行う場合、方法や待ち合わせ時間などのすべての連絡調整は、御自身で行って
ください。主催者は一切関与しません。
入賞・入選作品展覧会
（１） 会 場 神奈川県民ホールギャラリー（入場無料）
（２） 会 期 平成 30 年９月５日（水）〜９月 30 日（日）（ただし、９月 17 日（月）・18 日（火）は休み）
（３） 表彰式 平成 30 年９月８日（土） PM（予定）
※ 表彰式の詳細は受賞者に別途御連絡します。表彰式への参加は受賞者及び関係者のみとなります。
審査員
福士 朋子（美術家、女子美術大学教授） 川口 淳（陶芸家）
西村 東軒（読売書法会（漢字）） 関次 和子（東京都写真美術館学芸員）
長門 佐季（神奈川県立近代美術館主任学芸員）
賞
神山財団賞 ５名、有隣堂賞 ５名、美術奨学会記念賞 ５名（いずれも賞状及び副賞（図書カード）を贈呈します。）
ゴールデン文具賞 ３名（書部門のみ対象。賞状及び副賞（商品券）を贈呈します。）
個人情報の取り扱いについて
事前登録書及び出品申込書に御記入いただいた個人情報は、応募資格判定、審査や御連絡等、当美術展の運営
管理の目的にのみ使用し、他業務には一切使用いたしません。
入賞・入選者の氏名（雅号を含む）、年齢、作品名、作品写真、お住まい等の市町村名、在籍校名、学年等は、記
者発表、ホームページ、展覧会目録、作品キャプション、広報用冊子等で使用いたします。

申込方法
出品には事前登録が必要です。以下の方法で御登録ください。
事前登録締切 ６月 25 日（月）必着
（１） インターネットによる事前登録
神奈川県ホームページよりお申し込みください。（中高生特別企画展で検索してください）
（２） ファックスによる事前登録
「事前登録書」に御記入の上、045-210-8840 まで送信してください。
（３） 郵送による事前登録
「事前登録書」に御記入の上、次まで郵送してください。
〒231-8588
横浜市中区日本大通 1
神奈川県文化課「神奈川県美術展 中高生特別企画展」
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
切り取らずにこのまま送信してください。
ファックス送信先
神奈川県県民局くらし県民部文化課
FAX

045-210-8840
神奈川県美術展 中高生特別企画展 事前登録書

ふりがな
氏

※受付番号
（何も記入しないでください）

年齢（Ｈ30．４．１時点）

名

歳
ふりがな
〒

連

絡 先

自宅 ・ 学校
（○で囲む）

学校名等

※連絡先が学校の場合、担当教員名を御記入ください。
TEL （

）

―

E-mail

FAX （

）

―

携帯電話 （

）

学校名 ：

出品資格照合欄 （○で囲む）
ジャンル （○で囲む）

―
学年：

神奈川県に

在住

・

年生

在学

平面立体 ・ 工芸 ・ 書 ・ 写真

１ 事前登録書は楷書で丁寧に記入してください。
２ 事前登録書の受付後、作品の搬入とあわせて御提出いただく出品申込書等の書類を送付いたしますので、事
前に御記入いただき、搬入時に御持参ください。

