
※入賞作品：入選・特選・特別賞

項事絡連ご催主場会村町市区県府道都期会称名展区地月

※※新型コロナウイルスの影響により、予定変更する場合があります。その場合はホームページに掲載いたします。

※地区展開催日の一カ月前頃には、展示される作品の団体宛にお知らせいたします。
※他地域の地区展につきましては、会場会期が決まり次第掲載いたします。

大崎市教育委員会
（公財）美育文化協会

開催時間 １０：００～１７：００

宮城県内の入賞作品展示

福岡佐賀展 １月１5日（金）～１月１９日（火） 福岡県 福岡市 福岡アジア美術館・7階　企画ギャラリーA （公財）美育文化協会

開催時間
１７日（日）１８日（月）９：３０～１８：００
１５日（金）１６日（土）９：３０～２０：００
１９日（火）９：３０～１４：００
最終日は14時で終了
福岡県内･佐賀県内の入賞作品展示

2021年

1月
宮城県展 　　1月９日（土）～１月３１日（日） 宮城県 大崎市 大崎市民ギャラリー・緒

オ

絶
ダエ

の館
ヤカタ

テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間 １０：００～１８：００
【大町市･松本市･安曇野市・松川村・山形村】 の入賞作品展示

長野県展
（岡谷会場）

　１１月１８日（水）～１１月２３日（月・祝） 長野県 岡谷市 イルフプラザ　３階カルチャーセンター
テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間 １０：００～１９：００
【伊那市・茅野市・飯田市、箕輪町】の入賞作品展示

（公財）美育文化協会
開催時間 １０：００～１８：００
最終日は１５時で終了
神奈川県内の入賞作品展示

長野県展

（長野会場）
　　１１月３日（火・祝）～１１月８日（日） 長野県 長野市 ホクト文化ホール展示室

テレビ信州
（公財）美育文化協会

開催時間
３日(火・祝)１３：００～１８：００
４日(水)･５日(木)･６日(金)･７日(土)９：００～１８：００
８日(日)９：００～１６：００
最終日は１６時で終了
【長野市・上田市・小諸市・佐久市・千曲市・軽井沢町・
坂城町・御代田町川上村】 の入賞作品展示

１１月
神奈川県展 　１１月２８日（土）～１１月２９日（日） 神奈川県 横浜市 横浜市民ギャラリー・展示室　３階Ｂ

長野県展
（松本会場）

１１月１１日（水）～１１月１５日（日） 長野県 松本市 かんてんぱぱショップ松本店ギャラリー

（公財）美育文化協会
開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１５時で終了
静岡県内の入賞作品展示

青森県展 　１０月３１日（土）～１１月１日（日） 青森県 青森市 青森市民美術展示館・２階展示室、３階展示室 （公財）美育文化協会
開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
青森県内の入賞作品展示

（公財）美育文化協会
開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１４時で終了
山形県内の入賞作品展示

岡山県展 　１０月１４日（水）～１０月１８日（日） 岡山県 倉敷市 倉敷市立美術館第１展示室 （公財）美育文化協会
開催時間 ９：００～１７：００
最終日は１４時で終了
岡山県内の入賞作品展示

１０月
山形県展 　１０月１０日（土）～１０月１１日（日） 山形県 山形市 山形県芸文美術館（ギャラリー２）

静岡県展 　１０月２４日（土）～１０月２５日（日） 静岡県 静岡市 静岡市民ギャラリー・第４展示室

開催時間 ９：３０～１８：００
最終日は１６時で終了
休館日は9月23日(水)
新潟県内の入賞作品展示

四国展 ９月２６日（土）～９月２７日（日） 愛媛県 松山市 愛媛県美術館　新館2階　特別展示室1,2,3 （公財）美育文化協会

開催時間 ９：４０～１８：００
最終日は１４時で終了
愛媛県内･香川県内･徳島県内･高知県内の
入賞作品展示

新潟県展 　９月１９日（土）～９月２７日（日） 新潟県 新潟市 新潟市美術館 市民ギャラリー
TeNYテレビ新潟
（公財）美育文化協会

開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１５時で終了
山口県内の入賞作品展示

会協化文育美）財公（館術美川梁市達伊市達伊県島福）日祝・火（日２２月９～）木（日７1月９展川梁・島福
開催時間 ９：３０～１７：００
福島市･相馬市･伊達市･二本松市･大玉村の
入賞作品展示

山口県展 ９月１１日（金）～９月１５日（火） 山口県 下松市 スターピアくだまつ・展示ホール （公財）美育文化協会

開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１５時で終了

山梨県展 ９月１９日（土）～９月２１日（月・祝日） 山梨県 韮崎市 韮崎市民交流センターNICORIニコリ （公財）美育文化協会
開催時間 ９：００～１７：００
最終日は１４時で終了
山梨県内の入賞作品展示

高岡市美術館・市民ギャラリー （公財）美育文化協会
 開催時間 ９：３０～１７：００
最終日は１５時で終了
富山県内･石川県内･福井県内の入賞作品展示

富山県 高岡市

9月
愛知・岐阜・三重県展 ９月５日（土）～９月６日（日） 愛知県 安城市 安城市民ギャラリー　展示室Ｄ、Ｅ （公財）美育文化協会

(公財)ふくやま芸術文化財団
ふくやま美術館、
(公財)美育文化協会

開催時間 ９：３０～１７：００
休館日は８月３日（月）
広島県内の入賞作品展示

千葉県展 　８月1８日（火）～８月２３日（日） 千葉県 千葉市 千葉市民ギャラリー・いなげ （公財）美育文化協会
開催時間 ９：００～１７：１５
最終日は１５時で終了
千葉県内の入賞作品展示

８月
広島県展 　８月１日（土）～８月１１日（火） 広島県 福山市 ふくやま美術館

富山・石川・福井県展 　８月２２日（土）～８月２３日（日）

第50回世界児童画展　地区展開催表

開催時間 １０：００～１９：００
【伊那市・茅野市・飯田市、箕輪町】の入賞作品展示

テレビ信州
（公財）美育文化協会

イルイルフフププララザザ ３階３階カカルルチチャーャーセセンタンターー岡谷市岡谷市長野長野県県
長野県展

（岡谷会場）
１１月１８日１１月１８日（（水水））～～１１月２３日１１月２３日（（月月・・祝祝））

長野県展長野県展

（（長野会場）長野会場）

神奈川県神奈川県展展

長野県展
（松本会場）

１１月１１日１１月１１日（（水水））～～１１月１５日１１月１５日（（日日））

青森県青森県展展

岡山県岡山県展展

山形県山形県展展

静岡県静岡県展展

四国展

新潟県展

展川梁・島福

山口県展

山梨県展

愛知・岐阜・三重県展

千葉県展

広島県展

富山・石川・福井県展

開催時間 １０：００～１８：００
【大町市･松本市･安曇野市・松川村・山形村】 の入賞作品展示

テレビ信州
（公財）美育文化協会

かんてんぱぱショップ松本店ギャラリかんてんぱぱショップ松本店ギャラリーー松本松本市市長野長野県県

開催時間開催時間
３日(火・祝)１３：００～１８：００
４日(水)４日(水)･･５日(木)５日(木)･･６日(金)６日(金)･･７日(土)９：００～１８：００７日(土)９：００～１８：００
８日(日)９：００～１６：００
最終日最終日はは１６時で終了１６時で終了
【長野市・上田市・小諸市・佐久市・千曲市・軽井沢町・
坂城町・御代田町川上村】坂城町・御代田町川上村】 の入賞作品展示の入賞作品展示

テレビ信州信州
（公財）美育文化協会

ホクト文化ホール展示室長野市長野県　１１月３日（火・祝）～１１月８日（日）

開催時間 １０：００～１８：００
最終日最終日はは１５時で終了１５時で終了
神奈川県内の入賞作品展示

（（公財公財））美育文化協会美育文化協会横浜市民ギャ横浜市民ギャララリーリー・・展示室 ３階展示室　３階ＢＢ横浜横浜市市神奈川神奈川県県１１月２８日　１１月２８日（（土土））～～１１月２９日１１月２９日（（日日））

開催時間 １０：００～１７：００
最終日最終日はは１４時で終了１４時で終了
青森県内の入賞作品展示

（（公財公財））美育文化協会美育文化協会青森市民美術展示館青森市民美術展示館・・２階展示室 ３階展示２階展示室、３階展示室室青森青森市市青森青森県県１０月３１日１０月３１日（（土土））～１１月１日～１１月１日（（日日））

開催時間 １０：００～１７：００
最終日最終日はは１５時で終了１５時で終了
静岡県内の入賞作品展示

（（公財公財））美育文化協会美育文化協会静岡市民ギャ静岡市民ギャララリーリー・・第第４展示４展示室室静岡静岡市市静岡静岡県県１０月２４日１０月２４日（（土土））～～１０月２５日１０月２５日（（日日））

開催時間 ９：００～１７：００
最終日最終日はは１４時で終了１４時で終了
岡山県内の入賞作品展示

（（公財公財））美育文化協会美育文化協会倉敷市立美術館第１展示倉敷市立美術館第１展示室室倉敷倉敷市市岡山岡山県県１０月１４日　１０月１４日（（水水））～１０月１８日～１０月１８日（（日日））

開催時間 １０：００～１７：００
最終日最終日はは１４時で終了１４時で終了
山形県内の入賞作品展示

（（公財公財））美育文化協会美育文化協会山形県芸文美術館山形県芸文美術館（（ギャギャララリー２リー２））山形市山形市山形山形県県１０月１０日１０月１０日（（土土））～～１０月１１日１０月１１日（（日日））

開催時間 ９：４０～１８：００
最終日は１４時で終了
愛媛県内･香川県内･徳島県内･高知県内の
入賞作品展示

（公財）美育文化協会愛媛県美術館　新館2階　特別展示室1,2,3松山市愛媛県９月２６日（土）～９月２７日（日）

開催時間 ９：３０～１８：００
最終日は１６時で終了
休館日は9月23日(水)
新潟県内の入賞作品展示

TeNYテレビ新潟
（公財）美育文化協会

新潟市美術館 市民ギャラリー新潟市新潟県９月１９日（土）～９月２７日（日）

開催時間 ９：３０～１７：００
福島市･相馬市･伊達市･二本松市･大玉村の
入賞作品展示

会協化文育美）財公（館術美川梁市達伊市達伊県島福）日祝・火（日２２月９～）木（日７1月９

開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１５時で終了
山口県内の入賞作品展示

（公財）美育文化協会スターピアくだまつ・展示ホール下松市山口県９月１１日（金）～９月１５日（火）

開催時間 ９：００～１７：００
最終日は１４時で終了
山梨県内の入賞作品展示

（公財）美育文化協会韮崎市民交流センターNICORIニコリ韮崎市山梨県９月１９日（土）～９月２１日（月・祝日）

開催時間 １０：００～１７：００
最終日は１５時で終了

（公財）美育文化協会安城市民ギャラリー　展示室Ｄ、Ｅ安城市愛知県９月５日（土）～９月６日（日）

 開催時間 ９：３０～１７：００
最終日は１５時で終了
富山県内･石川県内･福井県内の入賞作品展示

（公財）美育文化協会高岡市美術館・市民ギャラリー高岡市富山県　８月２２日（土）～８月２３日（日）

開催時間 ９：００～１７：１５
最終日は１５時で終了
千葉県内の入賞作品展示

（公財）美育文化協会千葉市民ギャラリー・いなげ千葉市千葉県８月1８日（火）～８月２３日（日）

開催時間 ９：３０～１７：００
休館日は８月３日（月）
広島県内の入賞作品展示

(公財)ふくやま芸術文化財団
ふくやま美術館、
(公財)美育文化協会

ふくやま美術館福山市広島県　８月１日（土）～８月１１日（火）


