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後援団体 一覧表 
 

島根県、鳥取県、浜田市、益田市、江津市、大田市、松江市、出雲市、安

来市、雲南市、美郷町、吉賀町、津和野町、奥出雲町、邑南町、川本町、

飯南町、隠岐の島町、西ノ島町、知夫村、  

 

島根県教育委員会、浜田市教育委員会、益田市教育委員会、江津市教育委

員会、大田市教育委員会、松江市教育委員会、出雲市教育委員会、安来市

教育委員会、雲南市教育委員会、美郷町教育委員会、吉賀町教育委員会、

津和野町教育委員会、奥出雲町教育委員会、邑南町教育委員会、飯南町教

育委員会、隠岐の島町教育委員会、海士町教育委員会  

 

国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、（公財）しまね国際セ

ンター、公益財団法人しまね文化振興財団、公益社団法人 鳥取県人権文化

センター、公益財団法人 鳥取県国際交流財団、  

 

フォーラム平和・人権・環境しまね、連合島根、自治労島根県本部、島根

県高等学校教職員組合、島根県職員労働組合、島根県職員連合労働組合、

島根県教職員組合（日教組島根）、 

 

在日本朝鮮人総聯合会島根県本部、部落解放同盟島根県連合会、島根県隣

保館連絡協議会、島根県人権教育研究協議会、（一財）人間自然科学研究所、

特定非営利活動法人多文化共生と人権文化、在日朝鮮人総聨合会鳥取県本

部、部落解放同盟鳥取県連合会、鳥取県人権教育推進協議会、あと 1 秒、

の会、人権パッチギの会 松江  

 

山陰中央新報社、朝日新聞松江総局、共同通信社松江支局、島根日日新聞

社、中国新聞社、毎日新聞松江支局、読売新聞松江支局、ＮＨＫ松江放送

局、TSK 山陰中央テレビ、日本海テレビ、テレビ朝日松江支局、中海テレビ

放送、ＢＳＳ山陰放送、石見ケーブルビジョン、出雲ケーブルビジョン、

エフエムいずも、エフエム山陰、  

 

 計 ７8 団体 

 

 

 



 

第 44 回在日朝鮮学生美術展 島根浜田展 開催にあたって 

平成 28 年 5月 20 日 

 

「第４４回在日朝鮮学生美術展」浜田展実行委員会 

代表世話役 江角敏和 

世話役 小川稔宏 永田賢治 山本尚樹 

 

この美術展は、朝鮮（民族）学校で学ぶ初級部（小学校）から高級部（高

校）の子ども達の美術作品の展示を通して、民族教育の様子や在日コリア

ンの思いを広く理解してもらおうと『在日朝鮮学生美術展覧会実行委員会』

が全国各地で開催されてきたもので、今年で４４回を迎えます。 

主に、朝鮮（民族）学校がある都道府県で開催されてきましたが、山陰

地方での開催は、朝鮮学校のない鳥取県で 2009年の第 37回からはじまり、

島根県は第 42 回に松江市、前回 43 回は出雲市にて開催されました。 

 

現在、全国の朝鮮民族学校に学ぶこども達の姿やその思いを知ることは、

単に朝鮮学校の姿を知ることではなく、国内に在住する多くの外国にルー

ツを持つ人たちとの多文化共生社会実現の重要な足がかりになると信じて

います。又、こども達の日々の生活を活き活きと描いた美術作品を鑑賞し

あうことは、芸術を通しての文化交流・理解を進めるものです。そして、

県民の外国人問題、とりわけ在日コリアンへの更なる理解と関心を深める

ためにも有意義な機会といえます。 

 

私たちは、開催に向けて、地元浜田市の市民や団体に呼びかけ、島根県、

鳥取県の市民や団体と共に開催実行委員会を結成し、準備を進めてきまし

た。 

その中で、特に開催趣旨にご理解をいただいた山陰両県の行政機関、教

育機関、マスコミ各社、人権・文化団体など 78 団体に、後援団体としてご

支援をいただいたことについて、深く感謝申し上げます。 さらに、こど

も達の創造力を養い、感性を育む趣旨を掲げている「浜田市世界こども美

術館」で開催させていただけることに嬉しく思うと同時に、ご尽力を賜り

ましたことに深く感謝いたします。 

 

この美術展が、浜田市及び島根県民の「国際文化交流」の一助になること

を実行委員一同願っております。 

 

 

 



第 44 回在日朝鮮学生美術展覧会 島根浜田展によせて 

 

朴 一 南（在日朝鮮学生美術展 中央審査委員長） 

 

今回、初めてとなる浜田市世界こども美術館においての在日朝鮮学生美術展

覧会（学美）開催をお祝い申し上げます。 

第 44 回在日朝鮮学生美術展覧会浜田展の開催にあたり、ご協力頂いた美術

館関係者の方々、浜田市議会議員の方々、そして同展の実現に向けご尽力頂い

た「学美山陰地区実行委員会」の皆さま方に深く感謝申し上げます。 

 

学美展は北海道から九州まで日本全国のウリハッキョ（朝鮮学校）６４校に

通う在日朝鮮人 3 世、4 世の児童生徒たち約７５００人の表現の場として、昨

今の厳しい環境においても同胞たちと多くの日本の方々の暖かい声援を受け

ながら毎年開催され、昨年度で４４回目を迎えました。 

ウリハッキョの図工美術教育はマニュアル化した表現技法や描写力を育て

るものではなく、美術を通してこどもたちの心の成長を促す場と考えています。

そこから生まれた作品を展示するこの学美展は彼らの等身大の「心象リアリズ

ム」がより強く表現された作品、決して上手く描こうとも、描かせようともせ

ず、感じたことや言いたいこと、表したいことを枠からはみ出るのも気にせず

元気良く表現することを“よし”としています。 

素朴で明るく時にはユーモア溢れる初級部（小学）の作品から、力強い造形

力で迫る高級部（高校）の美術クラブ生の作品まで、今回特に社会問題を扱っ

た中級部（中学）の作品など、初、中、高それぞれの世界が感じ取れる作品群

は、鑑賞者の心に直接語りかけてくるでしょう。 

平面（絵画）、立体（工作、彫塑、紙や木、鉄による立体作品、インスタレ

ーション）、動画、アニメーション、写真、ゲームソフトなど、表現手段が多

彩な事も学美展の特徴です。また、図工、美術授業での作品と中学、高校の美

術クラブ生の作品を一緒に展示する事により、心の成長を示す表現の発育段階

を鑑賞できるのも特徴の一つです。 

 

今回、全国のウリハッキョから寄せられた１１,８８９点中、初級部、中級

部、高級部の授業作品から選ばれた優秀賞と、中、高級部美術クラブ生の作品

から選ばれた入賞作品（特金、金、銀の一部）を合わせ約５２０点の全国巡回

作品の中から約３００点が展示されています。 

一人でも多くの方が、全国のウリハッキョハッセン（朝鮮学校児童生徒）た

ち一人一人の心が紡ぎだした感性豊かな作品世界に触れて頂くよう願いここ

にご案内申し上げます。 

 

 



「第４４回在日朝鮮学生美術展」浜田展 セレモニー式次第 

 

①  開会セレモニー  

日時：５月２０日（金）午前１０時３０分～ 

＜内容＞ 

   １、挨拶 浜田市長   

久保田 章市さん 

   ２、挨拶 在日朝鮮学生美術展実行委員長・中央審査委員長  

朴 一南さん（パク・イルナム） 

    ３、挨拶 第４４回在日朝鮮学生美術展浜田展実行委員会 

江角敏和さん（浜田展世話役代表） 

    ４、挨拶 在日朝鮮人総聯合会島根県本部委員長 

         梁 在植さん（リャン・ジェシッ） 

 

②  講演会 

日時：５月２０日（金）午前１１時～ 

演題：「学美と「はみだす絵」」 

金 誠民（キム・ソンミン）先生  

神戸朝鮮初中級学校、尼崎朝鮮初中級学校、 

在日朝鮮学生美術展中央審査副委員長 

 

③  展示作品解説 

日時：５月２０日（金）午後１時～ 

 

「作品解説学年担当者」 

・初級部 

   金 明和（キム・ミョンファ）先生 北大阪朝鮮初中級学校、 

大阪福島朝鮮初級学校 

  ・中級部 

   金 誠民（キム・ソンミン）先生 神戸朝鮮初中級学校、 

尼崎朝鮮初中級学校 

・高級部 

   李 康碩（リ・ガンソク）先生 京都朝鮮中高級学校 

 

 



学美と「はみだす絵」 

                               

１．「はみだす絵」と授業（制作） 

２．「はみだす絵」の評価の場（価値付け・審査）について 

３．「はみだす絵」の向かうところ 

 

△「はみだす」とは（何を基準にしているのか？） 

問１―「はみだす」とは？ 

問２―何がはみだしているのか？ 

問３―はみだす作品が生まれる状況は？（授業のアイロニー） 

 

１．「はみだす絵」と授業（制作）の関係 

△初級部の授業～作品から読み取る授業の分類と学生の動き 

―図工、美術の授業で教師が提示（初期設定）する要素は？ 

 

①すらすら作業系（検診系、献身系） 

―キーワード 

―授業の分類 

―授業の性質と学生の動き、作品 

②わくわく体験系 

―キーワード 

―授業の分類 

―授業の性質と学生の動き、作品 

③どきどき冒険系 

―キーワード 

―授業の分類 

―授業の性質と学生の動き、作品 

 

２．「はみだす絵」の評価の場～学生美術展中央審査（価値付け・審査）について 

△審査とはどんな場であるか 

△審査をする人（集団）とその方法 

―コミュニケーションと美的価値の創造、共有 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．「はみだす絵」の向かうところ 

△高級部「美術クラブ活動と作品」について 

 

１）美術部の活動について 

△課外活動の空間 

―プログラム（Program) 

―クラブ活動を始めた動機 

 

△表現者をプロディュースする(Producing)人、美術指導教師の役割 

―志向性の発掘 

―そびえあがる構成力 

―開かれた態度、コリトゥギ（距離をおくこと） 

 

２）作品の特徴 

△表現媒体の多様化（造形活動の傾向性） 

△作品から見えてくる幾つかの命題 

①マージナリティーの自覚(Marginality)、客観性 

②特異な社会的自我の表出 

③湧き上がるエイジェンシー(Agency) 

―チョゴリとエイジェンシー 

―自立的エイジェンシーの発掘 

―権力作用の視覚化 

④人を描く、人間を造る、 

⑤開かれた構造のリアリズム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.5.20   浜田展 

学生美術展・審査委員・金誠民  

 

                              



 

在日朝鮮学生美術展 出品統計 

 

回数 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 

年度 1970 年 1971 年 1972 年 1973 年 1975 年 1977 年 1978 年 1979 年 1980 年 

応募 1,153 620 1,564 1,546 1,547 1,039 1,680 2,218 3,100 

入選 171 119 269 308 305 335 442 368 540 

入賞 59 32 74 72 68 59 87 63 97 

 

 

回数 第 10 回 第 11 回 第 12回 第 13回 第 14回 第 15回 第 16回 第 17回 第 18回 

年度 1981 年 1982 年 1983 年 1984 年 1985 年 1986 年 1987 年 1988 年 1989 年 

応募 5,789 5,789 4,183 5,935 6,598 7,168 8,069 6,762 6,127 

入選 478 494 546 454 648 813 673 552 501 

入賞 81 84 98 94 131 144 124 104 111 

 

 

回数 第 19 回 第 20 回 第 21回 第 22回 第 23回 第 24回 第 25回 第 26回 第 27回 

年度 1990 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 

応募 6,758 6,960 7,615 8,098 8,115 7,579 8,486 8,698 9,489 

入選 557 593 692 745 774 862 1,015 992 1,103 

入賞 106 102 113 145 115 158 195 209 260 

 

 

回数 第 28 回 第 29 回 第30回 第31回 第 32 回 第33回 第34回 第 35 回 第 36 回 

年度 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

応募 8,581 9,235 8,844 9,249 10,507 9,869 9,501 11,177 12,067 

入選 1,254 1,643 2,605 1,645 3,218 3,051 2,925 3,302 3,698 

入賞 215 239 276 241 310 305 407 376 605 

 

 

回数 第 37回 第 38回 第 39回 第 40回 第 41回 第 42回 第 43回 第 44回 第 45回 

年度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年  

応募 12,930 12,697 12，860 12，314 12,799 12,652 12,151 11,889  

入選 4,103 3,952 4，324 4，886 4, 375 4,080  4,196 4,342  

入賞 752 763 750 634 729 803 828  715  

 

 



票数 学校名 級別 学年 題  名
10 東京第五 初級 4 幸せな結婚式
9 京都 高級 2 360人360色
8 埼玉 中級 1 心の花
7 神戸 高級 3 デモ
7 東北 初級 4 マーブルアリとキャンディー
6 愛知 高級 3 新しい世界
6 神戸 高級 3 表現
6 大阪 高級 3 召し上がれ
5 神戸 高級 3 がむしゃら
5 京都 高級 2 時代の衝突
5 九州 中級 3 嫉妬
5 東京第一 中級 2 タンシンチュル
4 名古屋 初級 5 木と花の運動会
4 ⻄播 中級 1 心配する蛙
4 九州 中級 2 人類
4 栃木 初級 3 テェサに幽霊が来た
4 大阪福島 初級 2 雪と雨
3 広島 初級 5 アニキのげんこつ
3 九州 中級 1 一寸の虫にも五分の魂
3 神奈川 高級 2 消えゆく笑顔と増し行く泣顔
3 東京第六 初級 1 せんすいかん
3 東京第四 初級 1 たこと魚
3 大阪福島 初級 2 にじのかたつむり
3 京都 高級 2 復讐
3 大阪 高級 3 見上げる先を
3 東北 初級 3 雪の中の馬
3 大阪 高級 3 良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ
3 大阪 高級 2 私が目を凝らしたとき
3 南武 初級 5 ⼦を守るお⺟さんキツネ
2 京都 高級 1 ありのままの自分

浜田展 来場者が選んだ「印象に残った作品」



票数 学校名 級別 学年 題  名

浜田展 来場者が選んだ「印象に残った作品」

2 東京第一 初級 6 いかの世界
2 北九州 初級 2 宇宙
2 東京第一 中級 2 階段
2 千葉 中級 2 階段下
2 生野 初級 3 カタツムリ
2 尼崎 中級 3 学校から見える風景
2 四日市 中級 3 偽善者
2 京都 初級 5 恐⻯時代
2 東京 中級 3 巨人になった私
2 四国 初級 6 孔雀
2 東京第一 初級 4 くもの巣
2 京都第二 初級 6 小人ホテル
2 東京第一 初級 6 白ぎつね
2 九州 高級 3 世界中からの脱点
2 神奈川 中級 3 その日に
2 京都 高級 2 悩む人
2 九州 中級 1 人間
2 東京第五 初級 2 プール
2 大阪 高級 3 ふみにじられる声
2 四日市 初級 5 変装する魚3
2 ⻄播 中級 3 僕が好きな数学
2 東京 高級 1 雄大なる自然



東京第五 初級部 4 年 

幸せな結婚式 

感 想 集 
 

１０歳代 浜田市 

めったに聞けないお話や、説明が楽しかったです。 

ボールペンでの表現が多くて、驚きました。絵の具の表現も個性的で、好きな作

品がたくさんありました。日本だけでなく韓国朝鮮の在日の方の絵を見ることはめ

ったにないので、とても貴重な時間でした。説明をしてくださった朴一南さんはと

てもおもしろかったです。ジュースもおごってもらって、とても楽しい美術展でし

た。またこのような描いた絵があったら見たいです。 

 

 

８歳 県内 

どれもすてきな作品ばかりで

した。楽しかったです。 

 

 

７０歳代 浜田市 

日本人とは、感性とか生活と

か問題意識とか違うかと思う作

品が多かったと思う。 

 

 

４０歳代 浜田市 

色鮮やかな作品、ダークな色

あいの作品など、小学生から高

校生まで巾広い年齢の子どもた

ちの作品にふれることができま

した。 

高校生の作品は特に……日本

人として考えさせられるものも

ありました。全作品を通して子

どもたちの豊かな発想に感動し

ました。 

ありがとうございました。 

  

 

５０歳代 県外 

３点にしぼりこめないほど、すごい作品が多かった。 

 



京都 高級部 2 年 

360 人 360 色 

 

１０歳代 浜田市 

様々なジャンルの絵があり、見ていてとても楽しかったです。 

 

 

１０歳代 浜田市 

・日本人が描くものとは違って、自由な考えで描いているのがとても良かったで

す。 

・自分の心や思っていることを描いた作品が私はおもしろいと思いました。 

 

 

未記入  未記入 

学年ごとに成長している様子もうかがえる。 

自由に表現できているのが日本の子供の絵とちがうように思う。 

 

 

１０歳代 浜田市 

線の１本や点の１つ１つがとてもていねいにかいてあって、とてもレベルの高い

作品ばかりでした。とくにキムスギョムさんのかいた、時代の衝突が一番すごい

と思います。全てボールペンでかいてあって、いまにも動きだしそうなくらいで、

自分もこんな絵がかけるようにがんばりたいと思います。 

 

 

３０歳代 県内 

美術部の作品は胸にささるものがありました。 

初等部・中等部・高等部の作品はかわいらしく、変わらないなと思いました。 

 



埼玉 中級部 1 年 

心の花 

 

４０歳代 県内 

毎年、展示会を開くにあたり、努力なされている先生、スタッフのみなさんに感

謝します。 

本年も良い作品をありがとうございました。 

特に、子供（小学生）に、勢いを感じた次第です。 

こうした感性がもっと伸びると良いですね。 

版画（エッチング？）等、いろんな表現を子供のころから試させていらっしゃる

のが分かりました。 

来年もどうぞ宜しく。 

 

 

５０歳代 浜田市 

どの作品も独創的で力に

満ちていて、すばらしいと

思いました。 

 

 

１０歳代 浜田市 

今までに見たことない作

品だらけで、日本だったら

あんまりいないのかな。と

思った。自由に表現してい

てかっこよかった。自分に

しかない感じ方を大切にし

て、人と違うことをやろう

と思った。絵を描く機会は

もうあまりないかもしれな

いと思っていたけど、自分

がやろうと思ったらできる

んだ。と変わった。最初自

分たちでみているときは

（カラフルだな。）ぐらいし

か思わなかったけど、説明

をしてもらって色んなこと

がみえるようになった。す

ごくおもしろかったです。 

自分にしかないものを初めから探すのは少し不安だけど、ちょっとの勇気を出し

て、新しいことをしようと思います。そして、楽しく好きなことを表現します。 

 



神戸 高級部 3 年 

デモ 

 

６０歳代 県内 

これまで在日朝鮮学生美術展のビラを見たことがありますが、展示を見たのは初

めてです。小学生でもレベルの高い作品がありました。 

朝鮮学校のことを多くの人に知ってもらうためにも、たくさんの人に見てもらい

たいですね。 

 

 

２０歳代 浜田市 

どれも切り絵、鉛筆のみ、ボールペンのみ、マジックを使ったもの、はん画等個

性あふれる作品が多く、伝わってくるものがある。とても大人にはない発想のもの

が多く、みりょうするものがあった。特に笑顔の人の顔を題材にした作品を見ると、

絵に国境がないことを改めて考えさせられる。仕事で人権に関することをしている

が、このような作品を拝見させてもらったのは初めて。このような機会があればま

たぜひ参加したい。 

 

 

３３歳代 県内 

全てオリジナリティのあるすごい作品ばかりでした。 

 

 

６０歳代 浜田市 

「３６０人３６０色」の作品を見て、高校生がこれほどまでの様々な人（生物）

の思考、行動を意識していることに驚きと感銘を受けました。絵の細やかな描写、

いつまでも見続けていた思いにもなりました。 

特に高級学校の生徒さんには、どれも強い主張があることに、感動すると共にと

りまく環境の厳しさゆえの思いなのだと、心痛む思いもしました。 

「私にできることは何？」と自分に問い返してみたいと思います。 

 



東北 初級部 4 年 

マーブルアリとキャンディー 

 

１０歳代 浜田市 

じゃくちのかき方がすごく上手で、まねしてかいてみたいです。 

中級部３学年の「タンシンチュル」の花の色がとてもステキでした。階段のかき

方・点字ブロックが本物そっくりにかけていて、すごかったです。色つきもていね

いにかけているし、すごく上手です。 

 

 

４０歳代 浜田市 

娘の学校の展示や賞をもらった時にみに来たが今回のようにバラエティに富ん

だ絵画展は初めてでとても楽しかったです。 

タイトルのつけ方も面白いなあと思いました。 

日本の絵の教え方ももっと自由を認めてほしいなと思いました。 

 

 

１０歳代 浜田市 

わたしが目を凝らしたときとゆう作品でくらいところで手が見えたのがすごか

ったです。神戸朝鮮高級学校の３年生の作品の表現とゆう作品でビニールに絵がか

いてあって、そんなこともできることがわかってべんきょうになりました。 

 

 

１０歳代 浜田市 

この美術展を見て、絵は自由に書くものだと改めて実感しました。この表現を、

市美展にいかせるように、頑張りたいです。 

 

 

７０歳代 浜田市 

子供達はすばらしい発想力をもっ

ています。 

国境を越え“ウーン”とうならせら

れます。 

今日は絵画教室の帰り道に拝見さ

せてもらいました。さっきまで、ダラ

ダラとすごしていたのが悔やまれま

す。私にも努力すれば良い作品が出来

るかしら？ 

この展覧会に参加している多くの

子供達に力をもらいました。ありがとう！！ 

 



愛知 高級部 3 年 

新しい世界 

 

１０歳代 浜田市 

げんこつをみました。たのしかったけどできました。しまかいもあいちもみまし

た。あとひろしまもみました。たのしかったけどとてもたのしかったです。うれ

しかったです。おもしろかったです。できました。たのしかったです。とてもう

れしかったです。 

 

 

１０歳代 浜田市 

５ねん生の리가혛さんの絵がすごかったです。高級部の리종후さんのとりの絵が、

すごいです。高級部금선긜さんの絵すごいうまいです。 

 

 

４０歳代 県内 

すべての作品が独特の視点で描かれていました。 

発想がすばらしいと思いました。 

さすがに特別賞をとった作品は、緻密な上に、丁寧さを感じました。近くでみて

も、遠くからみても、すばらしいものでした。 

ありがとうございまし

た。 

 

 

５０歳代 浜田市 

初級部の児童の作品は、の

びのびとした構図の作品

が多くありました。子ども

らしい物の見方を上手に

表現できているとおもい

ました。 

中級・高級部の生徒の作

品は、本当にていねいに描

いている作品が多く、作品

制作に取り組む姿勢の素

晴らしさに感心しました。 

 

 

４０歳代 浜田市 

朝鮮学生さんの絵（美術）を見させてもらってはじめてでしたがテーマが独走、

独創的で良かったです。 子供の考え方が「伝わりました」心の声。 

 



神戸 高級部 3 年 

表現 

 

５２歳 県内 

優秀の基準が良くわからない。 

絵の裏側に意味がないと賞にならないのあなぁ～ 

私にはこの様な絵はとても書けません 

基本的に絵という物は楽しくないとつまらないと思います（日本人的な考えです

か？） 

 

 

３８歳 県外（岡山県） 

主催の方々のおもいを今まで深く考えた事がなかったのですが、たまたま作品展

を見させて頂いた今日をきっかけに、少し勉強してみよう、してみなければいけな

いと思いました。 

久々の美術館でのすばらしい作品の数々。楽しませて頂きました。   

 

 

５０歳代 浜田市 

朝鮮学校の子どもさんの作品には、ウリナラ・ウリハッキョという事柄が取り入

れられることは当然のことでもあると思いますが、そういうことに私自身が意識し

すぎていたかもしれません。 

子どもさんたちはそれぞれ成長の過程の中で、感じたことや考えていることを感

情豊かに表現されています。特に高校生の作品にはアイデンティティを問うような

鋭いものが強く感じられました。 

 

 

５０歳代 県外 

非常に１人１人の個性が表われていて良った。 

来て良った。日本での生活がもっと生活の中で考えて、皆さんの未来が見える形

になればいいと感じた。 

定期的に開催されるのにもおどろきました。頑張って続けていただきたい。 

 



 

６０歳代 浜田市 

色の美しさ、感動。 

発想の自由さに……。 

素材、色画用紙、使途方法が豊かですてき。 

ご指導の方々の思いを感じたり、子らの思いの伝わる展示でした。 

 

 

２０歳代 浜田市 

絵を描いた子が、どんなことを考えながら、思っているのかとかが、とても気に

なりました。 

きっと、すごく必死で、ぼっとうしている人だろうなと、描いている姿を想像し

ます。 

普遍、考えていることも、ユニークな人だろうなあ、と思います。楽しかったで

す。ありがとうございました。 

 

 

６６歳 県内 

写真を撮っていますが――さすが高級部美術部の作品はすごい。参考にさせてい

ただきます。 

大人の感じる事とちがいますね。若さはいいですね。 

美術部の作品はすべてすばらしい。 

 

 

６０歳代 浜田市 

「あり」の絵が好きです。 

みんなとてもじょうずで素敵でした。 

「おもしろかったおいもほり」も良かったです。 

 

大阪 高級部 3 年 

召し上がれ 



神戸 高級部 3 年 

がむしゃら 

１０歳代 浜田市 

色の使い方がきれいで近くで見て分からない所も遠くから見たらライトがあた

って影ができるなどといった工夫がしてありいいと思いました。個性的な絵がたく

さんあり、自由に絵を描くことも大切だと改めて思いました。 

 

 

１０歳代 浜田市 

１年生～高校生まで、絵のこまかさをくふうしていたので良いなと思いました。 

色がとてもきれいで、それぞれ色をくふうしていたので、良いなと思いました。

自分のかきたい絵をかいたり、くふうしたり表現したりなどしていて、自分らしい

絵をかいているなと思いました。 

みんなそれぞれちがう絵をかいていていいなと思いました。 

 

 

６０歳代 浜田市 

色の美しさに感動しまし

た。 

幼い人に見てほしい。 

表現の自由さに見る側も

幸せになれます。 

芯があり思いを表現し、伝

わってきます。 

 

 

５０歳代 県外 

みなさん大変お上手でし

た。 

 

 

１１歳 県外 

じょうず（上手）だった。 

 

 

３０歳代 県外（広島市） 

どの作品も非常に上手い。 

 

 

８歳 浜田市 

どれもリアルだったので、自分もかいてみたいです。 

 



京都 高級部 2 年 

時代の衝突 

 

３０歳代 県外 

どの絵ものびのび描かれていて、とてもすばらしかったです。 

 

 

７歳 浜田市 

わたしは「ふしぎなしろ」と「きょうりゅうのじだい」と「木と花のうんどうか

い」がぜんぶすごいさくひんだとおもいました。 

 

 

７０歳代 県内（益田市） 

在日朝鮮美術については３０年前頃に、最初は山陰朝鮮学校で拝見し、そのすば

らしさに感動したこと記憶している。さらに広島朝鮮学校を訪問した時に屋体に展

示された美術作品に出会った時は、その美術作品に圧倒されたこと思い出す。 

今回浜田市で開催された美術展に参加して三たびすばらしい作品に出会った。思

うに、在日朝鮮学生の感性のするどさは、「在日学生」であるが故にとぎすまされ

たものにあるように思う。私は一人の「日本人」はこれがわからないのであるが異

った文化にふれることからすなおに評価でき自然に心をかよわすことができる主

催者になりたい。 

そのためにも交流・進行の場を広げていきたいけど…… 

 

 

３０歳代 浜田市 

とても迫力のある作品ばかりでした。 

 



九州 中級部 3 年 

嫉妬 

 

３０歳代 県内 

久々にすてきな作品を見ることができました。 

 

 

３０歳代 浜田市 

子ども達と来ていてあまりゆっくりみられませんでしたが、「心の花」という絵

に癒やされました。 

色彩が明るくてとても好きです。 

日々の忙しさを束の間、忘れることができました。 

ありがとうございます。 

 

 

５０歳代 浜田市 

小さな子供達から高校生という大人の領域に足をふみ入れた人達までのさまざ

まな思いが、作品１つ１つにあふれていました。 

私達、日本人とはまた違った人生を生きている、また違った思いがある。それを

気づかせてくれた作品群でした。 

何より、表現力。「伝えたい」という気持ちがかなでる音楽のような作品に感動

しました。 

また、こども美術館で待っています。ぜひ、また、見せて下さい。 

 

 

２０歳代 県内 

朝鮮学校について知識があまりなく、この美術展をみにきました。 



九州 中級部 3 年 

タンシンチュル 

子どもたちの絵をみたり、説明をきいたりする中で、日本にある朝鮮学校につい

てもっと知りたいという気持ちになりました。 

 

 

３０歳代 県内 

すてきな絵がたくさんありました。 

朝鮮学校についてあまり知らないなあと感じ、考えさせられました。 

 

 

７歳 県内 益田市 

「にじのかたつむり」がほ

んとにいたらつかまえたいで

す。 

「パンダの三兄だい」がど

うぶつえんにいたら、ぜひい

っしょにしゃしんをとりたい

です。 

「ちゅんと楽しいなかま」

のやぎがとてもかわいかった

です。わたしもあんなえが書

けたらいいなとおもいました。 

 

 

３０歳代 県内 

すばらしかったです。学生

の可能性を先生方も上手にく

みとってあげているのも感じ

ました。 

 

 

３０歳代 浜田市 

日本の学校の絵とは違い、

独特な世界観だった。細やか

な表現が印象的だった。 

 

 

４０歳代 県内 

どこでもそうだが、中高校生クラスの絵が基本的に心理的な闇を書いている物が

多く、見ると暗い気分になり、見たくなくなる。 

中高生が将来や現状を悲観的に思っているのか、学校やクラブの活動でそういう



大阪南武 初級部 5 年 

子を守るお母さんキツネ 

部分を表現しないと浅い作品と思われる風潮があるのかは知らないが、個人的には

自分の子供がその様な作品を作るのであれば、精神的な疾患があるのではないかと

心配になる。 

 

 

４０歳代 未記入 

色々な色を使ってカラフルな絵が多かったです。 

くもの巣の絵がシンプルで印象に残りました。 

 

 

未記入 浜田市 

タイトル、絵も希望を感じ、明るい絵が多く、メッセージを感じる。国を大事に

している事も伝わりました。 

 

 

５０歳代 浜田市 

社会の中で疎外され虐げられ

ている人達の絶望感ははかりし

れない。 

優れた芸術は絶望の淵から生

まれる。しかし負の芸術は終わ

りにしなければいけない。 

私達はこの歴史を変えてゆけ

るのだろうか？ 

ありがとうございました。 

 

 

３０歳代 浜田市 

大人の私はなんとなく毎日の

生活を送っているだけなのに、

子供たちの絵からとてつもない

パワーをもらいました。 

表現や絵から伝わってくるも

のがすごく、私の言葉ではどう

表していいかわかりませんが、

とても刺激を受けました。 

今一度、自分の身近な小さなことから考え直し

てみようという気にさせられました。ありがとう

ございます。 

 



福岡 初級部 6 年 

お酒を飲んだおじさん 

 

６０歳代 県内 

初めてスタッフとして参加し、作品を鑑賞しました。 

小学生から高校生までの作品を見て、表現の多様性と自由さに驚きました。素朴

に感じたままを描いたものから、自分の内面に向き合って葛藤しながら心象を描い

たものまで、多様な表現世界に接することができました。日本の児童生徒たちには、

美術でこれだけの自己表現をすることは難しいのではないかと思います。とてもよ

い出会いと学びの場をいただいたことに感謝します。日本の生徒たちの作品と朝鮮

学校の生徒たちの作品の交流展示ができれば、互いの異文化理解交流にもつながっ

ていくのではないかと思います。今回の美術展の様子や感じたことを、ヘイト・ス

ピーチに関することとともに、ぜひ高校生たちに伝えようと思っています。 

ありがとうございました。 

 

 

５０歳代 浜田市 

とても自由に、でもこまかいとこ

ろもあると思いました。 

 

 

９歳 浜田市 

私はかわいいのが好きだから、そ

れをえらんで、「しぜんとちょうわ」

は、とてもすてきだと思いました。

すてきな絵がたくさんあったので、

少しえらびずらかったです。すご

くすてきな、てんじ会だと思いま

した。おねいちゃんは、「めしあが

れ」のやつが好きだといっていた

けど、ちょっとこわかったです。 

 

 

１８歳 浜田市 

小学生以来に来ましたが、世界子

ども美術館さんの世界観には、今だに魅了されま

す。 

私は、とても絵が大好きで、色々な作品をみま

したが、どれもすごくすばらしかったです。 

高級部になると独創的な世界観にひかれました。 

どんどん、このような機会をもっと作っていただけたらと思います。 

 



大阪 高級部 3 年 

良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ 

 

未記入 浜田市 

同じ日本で育っているのに感性が違うと思いました。 

そのまま商品になりそうなものも多く、大人としてびっくりしています。 

みんな紙全体を使ってダイナミックに書くように感じました。 

 

 

５０歳代 県内 

初めて「在日朝鮮学生美術展」をみせて頂きました。 

ほほえましい作品、すてきな作品、考えさせられる作品、ちょっと怖くなる作品

…… 

又、次回、どこかで見せて頂きたいと思います。 

 

 

６２歳 浜田市 

版画、切り絵、クレヨン、水彩、ｅｔｃ…… 

描き方も様々で、色彩が美しく、何より自由でのびのびした作品で、すばらしい

と思いました。 

 

 

 

 

 

 



浜田展浜田展浜田展浜田展    スナップ写真スナップ写真スナップ写真スナップ写真 

５月１９日（木）設営５月１９日（木）設営５月１９日（木）設営５月１９日（木）設営状況状況状況状況 

 

 

 

 

     



 
 

設営班設営班設営班設営班    集合写真集合写真集合写真集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

懇親会―「もらんぼん」浜田駅前店に懇親会―「もらんぼん」浜田駅前店に懇親会―「もらんぼん」浜田駅前店に懇親会―「もらんぼん」浜田駅前店にてててて 



５月２０日（金）開会セレモニー５月２０日（金）開会セレモニー５月２０日（金）開会セレモニー５月２０日（金）開会セレモニー 

    久保田久保田久保田久保田浜田市長からの祝辞浜田市長からの祝辞浜田市長からの祝辞浜田市長からの祝辞                      朴朴朴朴 学美学美学美学美中央審査委員長中央審査委員長中央審査委員長中央審査委員長 

 

江角江角江角江角 代表世話役代表世話役代表世話役代表世話役                                            梁梁梁梁 総聯総聯総聯総聯島根県本部委員長島根県本部委員長島根県本部委員長島根県本部委員長 

 

  

講演会講演会講演会講演会 

学美と「はみだす絵」学美と「はみだす絵」学美と「はみだす絵」学美と「はみだす絵」 

 

講師：講師：講師：講師：金金金金 誠民先生誠民先生誠民先生誠民先生 

（キム・ソンミン）（キム・ソンミン）（キム・ソンミン）（キム・ソンミン） 

 

 

 

 

 

 

 



 

展示作品解説展示作品解説展示作品解説展示作品解説 

初級部初級部初級部初級部    担当担当担当担当 

金金金金 明和先生明和先生明和先生明和先生 

（キム・ミョンファ）（キム・ミョンファ）（キム・ミョンファ）（キム・ミョンファ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展示作品解説展示作品解説展示作品解説展示作品解説 

高高高高級部級部級部級部    担当担当担当担当 

李李李李  康碩康碩康碩康碩 先生先生先生先生 

（リ・ガンソク）（リ・ガンソク）（リ・ガンソク）（リ・ガンソク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展示作品解説展示作品解説展示作品解説展示作品解説 

長田さん（飛び入り）長田さん（飛び入り）長田さん（飛び入り）長田さん（飛び入り） 

 

 

 

 

 

 

 



５月２１日（土）５月２１日（土）５月２１日（土）５月２１日（土） 

 

浜田市浜田市浜田市浜田市東中学校美術部の生徒さん東中学校美術部の生徒さん東中学校美術部の生徒さん東中学校美術部の生徒さん達です達です達です達です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５月２２日（日）５月２２日（日）５月２２日（日）５月２２日（日） 

 

 
片付け班片付け班片付け班片付け班    集合写真集合写真集合写真集合写真 

最後の片付けはウルトラマンも駆けつけてくれました最後の片付けはウルトラマンも駆けつけてくれました最後の片付けはウルトラマンも駆けつけてくれました最後の片付けはウルトラマンも駆けつけてくれました。。。。 

 

今回も今回も今回も今回も朝鮮学校の生徒たちの作品からたくさんの大切なものを頂きました。朝鮮学校の生徒たちの作品からたくさんの大切なものを頂きました。朝鮮学校の生徒たちの作品からたくさんの大切なものを頂きました。朝鮮学校の生徒たちの作品からたくさんの大切なものを頂きました。 

次回の学美山陰展は次回の学美山陰展は次回の学美山陰展は次回の学美山陰展は 2017 年年年年 2 月月月月 24 日～日～日～日～26 日鳥取市です。日鳥取市です。日鳥取市です。日鳥取市です。 

鳥取で鳥取で鳥取で鳥取でももももお会いできるのを楽しみにしています。お会いできるのを楽しみにしています。お会いできるのを楽しみにしています。お会いできるのを楽しみにしています。 


