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第１４回新潟教育アート展作品募集要項

平成２９年１０月

幼稚園・保育園長 様
小・中・高等学校長 様
中等教育学校長 様
特別支援学校長 様

下越美術教育研究会
会長 永井 高志
(新潟市立越前小学校長)

関係各位の皆様方からは，日頃より，当研究会へのご理解とご協力を賜り，心より感謝申し上げます。

さて，図画工作・美術を取り巻く教育環境は，子どもたちに絵の描き方や作品のつくり方を教える「造

形教育」から，つくりだす喜びを味わい，創造力を育て，豊かな情操を養う等，人としての生き方を培う

「造形を通した教育」へと，教育課題を変えてきています。

そこで，当研究会では，この状況に対応すべく，これまで次の３点を特色とする美術展を開催しており

ます。

○ 幼稚園・保育園，小・中学校，特別支援学校から中等教育学校，高等学校まで広く募集対象と

する。

○ 造形遊びや共同制作，学級，クラブ・部活動，児童・生徒会等の団体での造形的な取組を募集

する「活動部門」を設置している。

○ 写真・ＣＧ（コンピュータグラフィック）作品の部門を設け，募集を行っている。

昨年度の第１３回展には，３００あまりの校園より２万点以上の作品を寄せていただきました。また，

会期中には約４,４００人の方々からご鑑賞をいただきました。誠にありがとうございました。

第１４回展におきましても「造形を通した教育」に対応する美術展を志向し，園児・児童・生徒の健や

かな成長と図画工作・美術の発展に寄与していきたいと思います。

趣旨をご理解の上，今年度も多数の応募をお願い申し上げます。

★ 主催 下越美術教育研究会

★ 共催 新潟市新津美術館

★ 後援 新潟県教育委員会，新潟市教育委員会，新潟大学教育学部
新潟日報社，ＮＨＫ新潟放送局，ＢＳＮ新潟放送，Ｎ Ｓ Ｔ
ＴｅＮＹテレビ新潟，ＵＸ新潟テレビ２１，エフエムラジオ新潟
ＦＭ ＰＯＲＴ 79.0，ラジオチャット・エフエム新津
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出 品 規 定 （ 応 募 の き ま り ）

１ 作 品 新潟県内の幼稚園，保育園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校に
在籍する園児，児童，生徒の作品で，未発表のものに限る。作品等は，全て本年度の学年
での出品とする。

２ 出品点数 各部門につき，一人１点。出品総数の上限はなし。
３ 出 品 料 １点２００円。同封した郵便振込用紙で，指定された口座に振り込む。
４ 部門・作品の内容・大きさ・募集（審査）対象・出品方法等

作品の内容・大きさ・募集（審査）対象 出 品 方 法 等

【 内 容 】造形活動の記録 ○ Ⅰ 出品票

※ 造形遊びｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ等につ 作品（表）の右上に順番を明記し，重ねて応募する。最終
いてまとめたもの 紙面の裏面右下に，出品票を貼付する。

【 大きさ 】 ○ まとめ方（別紙参考例参照）
活 団 四つ切（39㎝×54㎝）縦版 ・活動の内容や，園児・児童・生徒の姿から審査する。内容

体 ４枚以内 や姿が伝わるようなまとめ方であれば，園児・児童・生徒
動 ・ 【 募集対象 】 がまとめても，指導者がまとめてもどちらでもよい。

グ 幼・保・小・中・高・中等・特支 ・活動のねらい，園児・児童・生徒の活動の様子と変容，成
部 ル 【 備 考 】 果等を，写真と解説で分かりやすく表す。まとめ方，項目ー

・団体，グループ名で応募する。 の立て方は自由とする。
門 プ ・団体，グループの人数は問 ・展示することを考え，文字や写真の大きさ，量，レイアウ

わない。 ト等を工夫し，見やすいものにする。
・授業以外に，クラブ，部活動， ・四つ切画用紙，４枚以内の大きさでまとめる。

学校行事，児童会・生徒会行 ・タイトル（活動名・題材名），校種，学年・学級（団体・
事等における造形活動も可。 グループ名）を最初に明記する。指導者名は記入しない。

・文字については，手書きでもワープロ文字でも構わない。

【 内 容 】平面作品 ○ Ⅰ 出品票

絵画・デザイン・版画 作品には，それぞれ，裏面右下に出品票を貼付する。

平 ○ 出品の仕方等
面 【 大きさ 】 ・コラージュ作品は，貼り付けたものが落ちないようにしっ
作 四つ切（39㎝×54㎝）以内 かりと接着する。搬出入時における破損の責任は負えない。
品 大きさ・厚さ厳守のこと なお，厚さ5mmを超えるものは出品できない。
部 ・四つ切以下の作品は，四つ切大の画用紙（色画用紙）に貼
門 個 【 募集対象 】 付する。

幼，保・小・中・高・中等・特支 ・油彩作品は含めない。
・絵画，デザイン，版画を一括審査する。
・高等学校は全学年を一括して審査する。

写 人 【 内 容 】写真・ＣＧ ○ Ⅰ 出品票

真 ・四つ切版・六つ切版・２Ｌ版 作品には，それぞれ，裏面右下に出品票を貼付する。
・ ・キャビネ ○ 出品の仕方等
Ｃ 【 大きさ 】 ・単体作品で，四つ切大の画用紙（色画用紙）に貼付して出品す
Ｇ 四つ切大の画用紙（色画用紙） る。
部 に貼付 ・カメラ，ＰＣ等の機器を介して出力された作品とする。
門 【 募集対象 】 ・特別支援の募集は，他校種の学年に同じ。

小５年生以上・中・高・中等・特支
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【特別支援学校・特別支援学級在籍児童生徒の作品応募，審査，作品展示について】

・募集対象に「特別支援教育」（以下特支）を設けました。部門全体で１点をグランプリとします。

・特支あるいは小・中・高での審査を選択して応募することができます。「特支」として審査を希望され

る場合，特支作品を紙テープ等でまとめ，学年，「特支希望」を明記してください。また，Ⅰ 出品票の

学年等の欄の「特」に赤で○印を付けてください。審査は学年毎に行います。

・入賞作品は，各部門，各学年部の中で展示します。

【幼稚園・保育園，小・中学校，中等教育学校，高等学校の審査について】

・「幼稚園・保育園」は，３歳児，４歳児，５歳児の学年別で審査を行います。

・「小・中学校」も，それぞれ学年別に審査を行います。「高等学校」は，３学年を一緒に審査します。

５ 搬入について【 ※ 出品の手順については次項参照 】

(1) 作品搬入先

〒956-0846
新潟市秋葉区蒲ケ沢109-1 新潟市新津美術館
新潟教育アート展 会場係 宛 搬入 アトリウム

ＴＥＬ：0250-25-1300 ＦＡＸ：0250-25-1303 受付
（作品搬入・新潟教育アート展全般にかかわるお問い合わせは，
新潟教育アート展事務局 蓮野小 吉田まで FAX:0254-27-3708）

レ ク チ

(2) 搬入期間（郵送，持ち込みともに） ャ ー ル

１１月１８日（土）～２２日（水）＜５日間＞厳守 ーム

※ 直接搬入する場合の時間は，１０：００～１６：３０。
※ 18日（土），19日（日），21日（火），22日（水）は，美術館正面
入口から入館して，レクチャールームに作品を搬入する。

※ 20日（月）は，休館日のため美術館裏通用口より搬入する。

正面入口

６ 審査会・褒賞・入賞作品の発表・展示・表彰

○ １１月２７日（月）新潟市新津美術館において，審査会（関係者のみ）を行う。

○ 出品者全員に，グランプリ，優秀賞，奨励賞，佳作のいずれかの賞を与える。

○ グランプリ，優秀賞，奨励賞の作品は，平成３０年１月４日（木）～１３日（土）に，新潟市新津美術

館２Ｆ展示室で展示する（別紙作品展覧会案内を印刷して保護者に配付いただければ幸いです）。

・下越美術教育研究会ＨＰに，入賞者名簿（グランプリ，優秀賞，奨励賞に入賞した人）を掲載する。

※ 入賞者名簿と，展示される作品に貼られる名前は，常用漢字を用います。ご了承ください。

・審査結果は，１２月上旬に学校・園に郵送で通知する。

○ 平成３０年１月６日（土）１３：３０より新潟市新津美術館において，グランプリ受賞者の表彰式を行

う。

※ １２月上旬の入賞通知とともに，グランプリに入賞された方には，各校園を通して表彰式の案内を

する。

７ 作品の返却

○ 展示後，活動部門，平面作品部門，写真・ＣＧ部門の全ての作品は賞状とともに学校園に返却する。

（平成３０年１月１４日（日）に宅配便等で各学校園宛に返却する。）

※ 会期中は，応募された作品の返却は行わない。
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８ その他

○ 作品の応募に当たっては，ＨＰ上の氏名公開も含めて，本人，保護者の同意を得ること。
○ いずれの作品も，積み重ね及び垂直展示に耐えられ，他の作品を傷付けないものに限る。

○ 作品展示の際，上下左右１㎝ずつくらい展示用ケースに隠れる。ケースに入らないような作品は，審査

の対象外となる場合もある。

※ 作品の梱包については，返却時の賞状等のスペースを十分に確保してください。

※ 著作権法に触れない作品であること。毎年，挿絵やキャラクターをそのまま描く作品が見られ，対応に

苦慮する場合がありますので，出品前に十分に確認してください。

※ 展示作品の著作及び使用に関しては，下越美術教育研究会に帰属します。研究会にかかわる事項（職員

研修，出版物及びＷＥＢへの掲示）以外には，使用いたしません。

※ 個人情報の取扱については，各市町村の条例に従います。本展覧会にかかわる個人情報は，新潟教育ア

ート展にかかわる一連の事項以外には使用いたしません。

※ 出品料については，主に新潟教育アート展の運営費に充てる他，児童作品集製作費等の美術教育振興費
として使用いたします。

出 品 の 手 順 に つ い て

① Ⅰ出品票の記入。作品数コピーし，必要事項を記入後，作品裏面に貼付する。

・本人作品，天地の確認をし出品票を貼付後,確認印またはサインをする。

② 作品は，部門別，学年別に紙テープ等でまとめる。ビニール袋等には入れない。

・紙テープ等に，学校番号（別紙一覧表参照），学年，部門を明記する。
・「特支」での審査希望の作品は，学年をまたがって「特」作品でまとめ，紙テープ等に「特支」と記入
する。

③ Ⅱ出品者名簿（同封したものを必要数コピーして使用）を記入する。（１部ずつコピーし学校保管）

・部門別，学年別（幼稚園は３・４・５歳児，小・中学校，中等教育学校，高等学校，特別支援学校は学
年別）に作成する。「特」での審査希望の作品は，学年をまたがって，「特支」作品のみで一枚出品者名
簿を作成する。（学年の記載の詳細は出品者名簿を参照のこと）

Ⅰ～Ⅲは下越美術教育研究会のＨＰか
④ Ⅲ出品目録を記入する（１部コピーし学校保管）。 らダウンロードも可能

http://kabiken.org/

⑤ 搬入の包装は平包みにする。審査，作品展示終了後，賞状・賞品と全作品とを同じ包みを使って返送す

るので，白ボール紙等を使って余裕をもたせながらしっかりとした包みを作る。
ただし，作品数が多い場合，箱でもよい。

⑥ 校園名の入った封筒等に，Ⅱ出品者名簿，Ⅲ出品目録を入れ，作品とともに梱包する。

⑦ 郵送等（送料は出品者が負担）か，直接持ち込みのいずれかの方法で搬入する。

⑧ 同封した郵便振込用紙で，最寄りの郵便局から出品料を振り込む。

口座記号番号 ００５２０－６－１０１２３５
加入者名 新潟教育アート展 会計

振込期日 １１月１６日（木）まで

振込用紙に学校番号を記載する。
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★作品包装の要領
【表】

学 校 番 号 指定された校園種記号，学校園番号
を黒マジックで大きく記入する。

郵送する場合，この位置に，宛先を
記入したりラベルを貼ったりする。

※ 白ボール紙等を使って平包みに
し，周囲をガムテープでしっかり
とめる（場合により箱）。

【内】

作品は部門別に，出品者名簿の順で，
学年別にまとめる。

校名入封筒 出品者名簿，出品目録，を封筒に入れ，
梱包する。

（Ⅱ出品者名簿
Ⅲ出品目録）

★ 新潟教育アート展に関する問い合わせは FAX でお願いします。
〒957-0124 北蒲原郡聖籠町大字蓮野1687番地

聖籠町立蓮野小学校 吉田 直彦
FAX ０２５４（２７）３７０８ （TEL 0254(27)2508）
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第１４回新潟教育アート展

「活動部門」のまとめ方について

１ 活動の内容や，園児・児童・生徒の姿から審査する。内容や姿が伝

わるようなまとめ方であれば，園児・児童・生徒がまとめても，指導者

がまとめてもよい。

２ 活動のねらい，園児・児童・生徒の活動の様子と変容，成果等を写真

と解説で分かりやすく表す。まとめ方，項目の立て方は自由とする。

３ 展示することを考え，文字や写真の大きさや量，レイアウトを工夫

し，見やすいものにする。

４ ４つ切りで４枚程度までの大きさとする（４つ切り画用紙を使用す

る場合は，４枚以内でまとめ，右上に番号を明記する）。

５ タイトル（活動名や題材名），校種，学年・学級（グループ名，団体

名）を最初に明記する。指導者名は，記入しない。

６ 文字については，手書きでも，ワープロ文字でも構わない。

７ 展示例については，下記と裏面を参照。

＊展示例（展示数により異なります） ＜４つ切り大の画用紙，４枚の場合＞

① ②

４つ切り

画 用 紙

＜縦＞

③ ④

※ 搬入の際は４枚つなげずに重ねて梱包に入れてください。
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例１ 幼稚園
① ②

③ ④
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例２ 小学校
① ②

③ ④
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例３ 中学校
① ②

③ ④



新潟教育アート展 Q&A 

第１３回展で各学校園からお問い合わせの多かったことについてまとめました。第１４回展出品のご参考にして

ください。

項目 質問内容・返答

要項について  

 

 

出品票について  

作品の搬入につ

いて

 

 

出品料の振り込

みについて

 

 

作品の展示につ

いて

 

 

表彰式について
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Q：指定学校園の番号がないのですが，どうすればいいのでしょうか？

 →　A：下越地区の学校園と以前出品された学校園に番号が付いております。

 　　　 中越地区，上越地区の学校園で出品を希望する場合は，事務局まで FAX に

てご連絡ください。

 　　　 （事務局：聖籠町立蓮野小学校　FAX：0254 － 27―3708） 
Q：校園名は、ゴム印でもいいのでしょうか？

 →　A ：校園名は、ゴム印でもかまいませんが、間違いを防ぐため、大きめのも

のをお使いください。

Q １ ：搬入時間中に新津美術館に直接搬入したいのですが，１６：３０に間に合い

ません。どうすればいいですか？

 →　A １ ：時間内での搬入をお願いします。もし期間中の搬入時間に間に合わな

いようであれば，直接搬入されるのではなく作品をご郵送ください。

Q ２：搬入期間・時間を過ぎても作品を受け取ってもらえるのでしょうか？

 →　A ２：原則，受け取ることはできません。 
Q １：指定の期日に振り込まなければなりませんか？

 →　A ：指定の期日にお振り込みください。各学校園からの作品の出品数と振り

込まれた出品料の整合がとれているか事務局で確認しますので，指定の期

日までのお振り込みをお願いします。

Q ２：振り込み金額を間違えて振り込んだのですが，どうすればいいでしょうか？  

 →　A ：事務手続きの都合で，過払い分をお戻しすることはできません。また，

不足分につきましては，郵便局の払込取扱票に必要事項をご記入の上，不

足分をご入金ください。

 　　　　口座記号番号　００５２０－６－１０１２３５

 　　　　加入者名　　　新潟教育アート展　会計

Q：佳作の作品は展示されないのでしょうか？

 →　A：展示スペースの都合で展示されません。保護者への周知をお願いします。 

Q ：表彰式に出席するのは，グランプリ受賞者だけでなく，優秀賞，奨励賞に入賞し

た児童・生徒も出席するのですか？

 →　A ：表彰式はグランプリ受賞者のみの出席です。ただし，表彰式を見たいと

いう方に制限はありません。



作品の搬出につ

いて

 

 

 

 

 

造形部門の出品

について

 

 

 

賞状について  

入賞者名簿，作品

に貼られる名前に

ついて
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Q １：早めに作品を取りに行くことは可能ですか？

 →　A １：作品の管理上，搬出日より前に作品をお返しすることはできません。

Q ２：いつ頃作品が返却されるのですか？

 →　A ２：今年度は平成３０年１月１４日（日）が搬出作業日となっております。

 　　　　 １４日に運送業者の方に運んでもらいますので，各学校園には１月１５日

（日）～１９日（金）までには届くはずです。もし１月２２日（月）を過

ぎても作品が届かない場合は，事務局まで FAX にてご連絡ください。

 　　　　　　　　　（事務局：聖籠町立蓮野小学校　FAX：0254 － 27―3708） 
Q １：活動部門は，今年度のものでなければならないですか。

 →　A １：今年度活動のものとします。

Q ２ ：これから完成する活動や，活動途中のもので昨年度の写真等を入れてもよい

ですか。

 →　A ２：写真等，記録に必要があれば，今年度の資料でなくてもよいです。 
Q １：賞状を書き損じてしまいました。予備の賞状をいただけないでしょうか？

 → 　書き損じにつきましては対応しておりません。そのために，佳作の賞状の予

備を入れております。それでも賞状が必要な場合は，着払い等でできる限り対

応したいと思います。

Q ：名前の漢字がワープロでは出ない難しい文字ですが，入賞者名簿や作品に貼られ

る名前はどうなりますか？

 →　一般的に使用される常用漢字で表記します。



第１4回　新潟教育アート展　指定学校園番号一覧表（幼・保・こども園・小学校　①）
【幼・保・こども園】　園記号　Ａ　 【小学校】　学校記号　Ｂ

公立園（新潟市）１００１～ 私立園（新潟地区）続き　 新潟市　１１０１～

Ａ１００１ 新潟県立幼稚園 Ａ３０３２ 明美ヶ丘幼稚園 Ｂ１１０１ 松浜小学校 Ｂ１５０５ 結小学校

Ａ１００２ 沼 垂 幼稚園 Ａ３０３３ 栄　光　幼稚園 Ｂ１１０２ 南浜小学校 Ｂ１５０６ 荻川小学校

Ａ１００３ 牡丹山幼稚園 Ａ３０３４ 京  王  幼稚園 Ｂ１１０３ 太夫浜小学校 Ｂ１５０７ 小合東小学校

Ａ１００４ 西 幼稚園 Ａ３０３５ 和　光　幼稚園 Ｂ１１０４ 濁川小学校 Ｂ１５０８ 小合小学校

Ａ１００５ 新津第一幼稚園 Ａ３０３６ 新津カトリック幼稚園 Ｂ１１０５ 葛塚小学校 Ｂ１５０９ 金津小学校

Ａ１００６ 新津第二幼稚園 Ａ３０３７ 白根カトリック幼稚園 Ｂ１１０６ 葛塚東小学校 Ｂ１５１０ 阿賀小学校

Ａ１００７ 新津第三幼稚園 Ａ３０３８ ゆたか幼稚園 Ｂ１１０７ 太田小学校 Ｂ１５１１ 新関小学校

Ａ１００８ 結幼稚園 Ａ３０３９ 豊栄マリア幼稚園 Ｂ１１０８ 木崎小学校 Ｂ１５１２ 小須戸小学校

Ａ１００９ 市之瀬幼稚園 Ａ３０４０ 豊栄幼稚園 Ｂ１１０９ 笹山小学校 Ｂ１５１３ 矢代田小学校

Ａ１０１０ 小合東幼稚園 Ａ３０４１ 早通みずほ幼稚園 Ｂ１１１０ 早通南小学校 Ｂ１６０１ 新飯田小学校

Ａ１０１１ 小須戸幼稚園 Ａ３０４２ 亀田カトリック幼稚園 Ｂ１１１１ 岡方第一小学校 Ｂ１６０２ 茨曾根小学校

Ａ１０１２ 中之口幼稚園 Ａ３０４３ ひのまる幼稚園 Ｂ１１１２ 岡方第二小学校 Ｂ１６０３ 庄瀬小学校

Ａ３０４４ 海星幼稚園 Ｂ１１１３ 豊栄南小学校 Ｂ１６０４ 小林小学校

公立園（下越地区）　２００１～ Ａ３０４５ 新潟あゆみ幼稚園 Ｂ１２０１ 山の下小学校 Ｂ１６０５ 白根小学校

Ａ２００２ 新発田市立西園幼稚園 Ａ３０４６ 松浜あゆみ幼稚園 Ｂ１２０２ 大形小学校 Ｂ１６０６ 臼井小学校

Ａ２００３ 新発田市立御免町幼稚園 Ａ３０４７ 新潟南保育園 Ｂ１２０３ 中野山小学校 Ｂ１６０７ 大鷲小学校

Ａ２００４ 新発田市立加治川幼稚園 Ｂ１２０４ 木戸小学校 Ｂ１６０８ 根岸小学校

Ａ２２０１ 五泉市立第一幼稚園 私立園（下越地区）４００１～ Ｂ１２０５ 東山の下小学校 Ｂ１６０９ 大通小学校

Ａ２２０２ 五泉市立村松幼稚園 Ａ４００１ 新発田聖母幼稚園 Ｂ１２０６ 桃山小学校 Ｂ１６１０ 味方小学校

Ａ２３０１ 阿賀野市立安田幼稚園 Ａ４００２ 東幼稚園 Ｂ１２０７ 下山小学校 Ｂ１６１１ 月潟小学校

Ａ２３０２ 阿賀野市立京ヶ瀬幼稚園 Ａ４００３ わかば幼稚園 Ｂ１２０８ 牡丹山小学校 Ｂ１７０１ 小針小学校

Ａ２４０１ 佐渡市立さわた幼稚園 Ａ４００４ あやめこども園 Ｂ１２０９ 東中野山小学校 Ｂ１７０２ 新通小学校

Ａ２４０２ 佐渡市立小木幼稚園 Ａ４００５ 五泉いずみこども園 Ｂ１２１０ 竹尾小学校 Ｂ１７０３ 内野小学校

Ａ２４０３ 佐渡市立あいかわ幼稚園 Ａ４００６ エービーシー幼稚園 Ｂ１２１１ 南中野山小学校 Ｂ１７０４ 木山小学校

Ａ２５０１ 胎内市立中条すこやかこども園 Ａ４００７ 村上幼稚園 Ｂ１２１２ 江南小学校 Ｂ１７０５ 赤塚小学校

Ａ２６０１ 蓮野こども園 Ａ４００８ 村上いずみ幼稚園 Ｂ１３０１ 浜浦小学校 Ｂ１７０６ 小瀬小学校

Ａ２６０２ 蓮潟こども園 Ａ４００９ 日章幼稚園 Ｂ１３０２ 関屋小学校 Ｂ１７０７ 笠木小学校

Ａ２６０３ 亀代こども園 Ａ４０１０ ひまわり幼稚園 Ｂ１３０３ 鏡淵小学校 Ｂ１７０８ 青山小学校

Ａ４０１１ 聖心こども園 Ｂ１３０４ 白山小学校 Ｂ１７０９ 真砂小学校

私立園（新潟市）　３００１～ Ａ４０１２ あらかわ幼稚園 Ｂ１３０５ 新潟小学校 Ｂ１７１０ 五十嵐小学校

Ａ３００１ 二葉幼稚園 Ａ４０１３ 真保育園 Ｂ１３０６ 日和山小学校 Ｂ１７１１ 坂井輪小学校

Ａ３００２ みどり幼稚園 Ａ４０１４ 加茂葵幼稚園 Ｂ１３１０ 万代長嶺小学校 Ｂ１７１２ 坂井東小学校

Ａ３００４ 神 宮 幼稚園 Ｂ１３１１ 沼垂小学校 Ｂ１７１３ 西内野小学校

Ａ３００５ 新潟中央幼稚園 【上中越　幼・保・こども園】　 Ｂ１３１２ 山潟小学校 Ｂ１７１４ 東青山小学校

Ａ３００６ あさひ幼稚園 Ｂ１３１３ 上所小学校 Ｂ１７１５ 大野小学校

Ａ３００７ 蒲原幼稚園 燕市園　５１０１～ Ｂ１３１４ 鳥屋野小学校 Ｂ１７１６ 黒埼南小学校

Ａ３００９ 藤見幼稚園 Ａ５１０１ 燕市立燕東幼稚園 Ｂ１３１５ 笹口小学校 Ｂ１７１７ 山田小学校

Ａ３０１０ 恵光学園第一幼稚園 Ａ５１０２ 燕市立燕南こども園 Ｂ１３１６ 女池小学校 Ｂ１７１８ 立仏小学校

Ａ３０１２ 神宮学院　寺尾幼稚園 Ａ５１０３ 燕市立燕こども園 Ｂ１３１７ 有明台小学校 Ｂ１８０１ 岩室小学校

Ａ３０１３ 旭が丘幼稚園 Ａ５１０４ 燕市立燕北幼稚園 Ｂ１３１８ 南万代小学校 Ｂ１８０２ 和納小学校

Ａ３０１５ ノートルダム幼稚園 Ｂ１３１９ 上山小学校 Ｂ１８０３ 曽根小学校

Ａ３０１６ まるみ幼稚園 Ｂ１３２０ 桜が丘小学校 Ｂ１８０４ 鎧郷小学校

Ａ３０１７ 恵光学園第二幼稚園 南蒲・田上町園　５３０１～ Ｂ１３２１ 紫竹山小学校 Ｂ１８０５ 升潟小学校

Ａ３０１８ 聖ラファエル幼稚園 Ａ５３０１ 竹の友幼児園 Ｂ１４０１ 丸山小学校 Ｂ１８０６ 潟東小学校

Ａ３０１９ 新潟青陵幼稚園 Ｂ１４０２ 大淵小学校 Ｂ１８０９ 中之口東小学校

Ａ３０２０ 真　人　幼稚園　 中越・上越園　５４０１～ Ｂ１４０３ 曽野木小学校 Ｂ１８１０ 中之口西小学校

Ａ３０２１ 曽野木まるみ幼稚園 Ａ５４０１ 小千谷幼稚園 Ｂ１４０４ 両川小学校 Ｂ１８１１ 越前小学校

Ａ３０２２ あおい幼稚園 Ａ５４０２ 鵬幼稚園 Ｂ１４０６ 東曽野木小学校 Ｂ１８１２ 松野尾小学校

Ａ３０２３ 坂井輪幼稚園 Ａ５４０３ 小千谷つくし幼稚園 Ｂ１４０７ 横越小学校 Ｂ１８１３ 巻南小学校

Ａ３０２４ 緑が丘幼稚園 Ａ６１０１ 上越真行寺幼稚園 Ｂ１４０８ 亀田小学校 Ｂ１８１４ 漆山小学校

Ａ３０２５ 坂井輪東幼稚園 Ａ６２０１ 柏崎中央幼稚園 Ｂ１４０９ 早通小学校 Ｂ１８１５ 巻北小学校

Ａ３０２６ 親  松  幼稚園 Ａ６３０１ たちばな幼稚園 Ｂ１４１０ 亀田東小学校 Ｂ１９０１ 新大附属新潟小学校

Ａ３０２７ 愛  泉  幼稚園 Ａ６３０２ たちばな春日幼稚園 Ｂ１４１１ 亀田西小学校

Ａ３０２８ 有  明  幼稚園 Ａ６３０３ 鵬第一幼稚園 Ｂ１５０１ 新津第一小学校 ※　学校番号をよくご確認の上，

Ａ３０２９ 恵　泉　幼稚園 Ｂ１５０２ 新津第二小学校　 　ご記入ください。

Ａ３０３０ 金  鵄  幼稚園 Ｂ１５０３ 新津第三小学校 ※　小中学校の分校は，本校と

Ａ３０３１ 金鵄つばさ幼稚園 　一緒に応募してください。

※　指定番号のない学校園で出

　品を希望する場合，事務局ま

　でご連絡ください。指定番号を

　お知らせします。（ＦＡＸにて）

　　０２５４－２７－３７０８　（ＦＡＸ）

　　　　　　　　　　　　　　　吉田　直彦

学校園番号１

新　　潟　　市

　　聖籠町立蓮野小学校
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第１４回　新潟教育アート展　指定学校園番号一覧表（幼・保・こども園・小学校　②）

新発田市　２００１～ 阿賀野市　２３０１～ 西蒲原郡弥彦村　２７０１ 柏崎市小学校　３２０１～

Ｂ２００１ 外ヶ輪小学校 Ｂ２３０１ 安田小学校 Ｂ２７０１ 弥彦小学校 Ｂ３２０１ 柏崎小学校

Ｂ２００２ 猿橋小学校 Ｂ２３０５ 京ヶ瀬小学校 Ｂ３２０２ 比角小学校

Ｂ２００３ 御免町小学校 Ｂ２３０６ 分田小学校 東蒲原郡阿賀町　２８０１～ Ｂ３２０３ 枇杷島小学校

Ｂ２００４ 二葉小学校 Ｂ２３０７ 堀越小学校 Ｂ２８０１ 津川小学校 Ｂ３２０４ 半田小学校

Ｂ２００５ 松浦小学校 Ｂ２３０８ 水原小学校 Ｂ２８０２ 三郷小学校 Ｂ３２０５ 大洲小学校

Ｂ２００６ 五十公野小学校 Ｂ２３０９ 安野小学校 Ｂ２８０３ 鹿瀬小学校 Ｂ３２０６ 剣野小学校

Ｂ２００７ 米倉小学校 Ｂ２３１０ 笹岡小学校 Ｂ２８０４ 日出谷小学校 Ｂ３２０７ 鯨波小学校

Ｂ２００９ 川東小学校 Ｂ２３１１ 神山小学校 Ｂ２８０５ 上条小学校 Ｂ３２０９ 槇原小学校

Ｂ２０１２ 菅谷小学校 Ｂ２８０６ 西川小学校 Ｂ３２１０ 日吉小学校

Ｂ２０１３ 七葉小学校 Ｂ２８０７ 三川小学校 Ｂ３２１１ 荒浜小学校

Ｂ２０１４ 佐々木小学校 Ｂ３２１２ 新道小学校

Ｂ２０１５ 住吉小学校 佐渡市　２４０１～ 岩船郡　２９０１～ Ｂ３２１３ 田尻小学校

Ｂ２０１６ 東豊小学校 Ｂ２４０１ 前浜小学校 Ｂ２９０１ 関川小学校 Ｂ３２１４ 北鯖石小学校

Ｂ２０１７ 中浦小学校 Ｂ２４０３ 河崎小学校 Ｂ２９０２ 粟島浦小学校 Ｂ３２１５ 中通小学校

Ｂ２０１８ 天王小学校 Ｂ２４０４ 両津小学校 Ｂ３２１６ 米山小学校

Ｂ２０１９ 荒橋小学校 Ｂ２４０５ 両津吉井小学校 Ｂ３２１９ 鯖石小学校

Ｂ２０２０ 本田小学校 Ｂ２４０６ 加茂小学校 Ｂ３２２１ 北条小学校

Ｂ２０２１ 紫雲寺小学校 Ｂ２４０８ 内海府小学校 【中越　小学校】 Ｂ３２２３ 高柳小学校

Ｂ２０２２ 米子小学校 Ｂ２４０９ 相川小学校 Ｂ３２２５ 二田小学校

Ｂ２０２３ 藤塚小学校 Ｂ２４１０ 七浦小学校 燕市　３００１～ Ｂ３２２６ 内郷小学校

Ｂ２０２４ 加治川小学校 Ｂ２４１１ 金泉小学校 Ｂ３００１ 燕東小学校

Ｂ２４１２ 高千小学校 Ｂ３００２ 燕西小学校 見附市小学校　３３０１～

Ｂ２４１３ 沢根小学校 Ｂ３００３ 燕南小学校 Ｂ３３０１ 見附小学校

Ｂ２４１４ 河原田小学校 Ｂ３００４ 燕北小学校 Ｂ３３０２ 見附第二小学校

村上市　２１０１～ Ｂ２４１５ 八幡小学校 Ｂ３００５ 小池小学校 Ｂ３３０３ 名木野小学校

Ｂ２１０１ 村上小学校 Ｂ２４１６ ニ宮小学校 Ｂ３００６ 大関小学校 Ｂ３３０４ 田井小学校

Ｂ２１０２ 村上南小学校 Ｂ２４１７ 金井小学校 Ｂ３００７ 小中川小学校 Ｂ３３０５ 葛巻小学校

Ｂ２１０３ 岩船小学校 Ｂ２４１９ 新穂小学校 Ｂ３００８ 松長小学校 Ｂ３３０６ 新潟小学校

Ｂ２１０４ 瀬波小学校 Ｂ２４２０ 行谷小学校 Ｂ３００９ 粟生津小学校 Ｂ３３０７ 上北谷小学校

Ｂ２１０５ 山辺里小学校 Ｂ２４２１ 畑野小学校 Ｂ３０１０ 吉田小学校 Ｂ３３０８ 今町小学校

Ｂ２１０７ 上海府小学校 Ｂ２４２４ 松ヶ崎小学校 Ｂ３０１１ 吉田南小学校

Ｂ２１０８ 保内小学校 Ｂ２４２５ 真野小学校 Ｂ３０１２ 吉田北小学校 加茂市小学校　３４０１～

Ｂ２１０９ 金屋小学校 Ｂ２４２６ 小木小学校 Ｂ３０１３ 分水北小学校 Ｂ３４０１ 加茂小学校

Ｂ２１１０ 平林小学校 Ｂ２４２８ 羽茂小学校 Ｂ３０１４ 分水小学校 Ｂ３４０２ 加茂南小学校

Ｂ２１１１ 砂山小学校 Ｂ２４２９ 赤泊小学校 Ｂ３０１５ 島上小学校 Ｂ３４０３ 下条小学校

Ｂ２１１２ 神納小学校 Ｂ３４０４ 加茂西小学校

Ｂ２１１３ 神納東小学校 三条市小学校　３１０１～ Ｂ３４０５ 七谷小学校

Ｂ２１１４ 西神納小学校 Ｂ３１０２ 一ノ木戸小学校 Ｂ３４０６ 須田小学校

Ｂ２１１５ 小川小学校 Ｂ３１０３ 嵐南小学校 Ｂ３４０７ 石川小学校

Ｂ２１１６ 三面小学校 胎内市　２５０１～ Ｂ３１０４ 裏館小学校

Ｂ２１１７ 朝日みどり小学校 Ｂ２５０１ 中条小学校 Ｂ３１０５ 上林小学校 南蒲原郡田上町小学校　３５０１～

Ｂ２１１８ 猿沢小学校 Ｂ２５０２ 胎内小学校 Ｂ３１０６ 井栗小学校 Ｂ３５０１ 田上小学校

Ｂ２１１９ 塩野町小学校 Ｂ２５０３ きのと小学校 Ｂ３１０７ 旭小学校 Ｂ３５０２ 羽生田小学校

Ｂ２１２０ さんぽく南小学校 Ｂ２５０４ 築地小学校 Ｂ３１０８ 西鱈田小学校 Ｂ３６０１ 中之島中央小学校（長岡）

Ｂ２１２１ さんぽく北小学校 Ｂ２５０５ 黒川小学校 Ｂ３１０９ 月岡小学校

Ｂ３１１０ 大崎小学校

Ｂ３１１１ 保内小学校

Ｂ３１１２ 大島小学校

北蒲原郡聖籠町　２６０１～ Ｂ３１１３ 須頃小学校 ※　学校番号をよくご確認の上，

五泉市　２２０１～ Ｂ２６０１ 蓮野小学校 Ｂ３１１６ 栄中央小学校 　ご記入ください。

Ｂ２２０１ 五泉小学校 Ｂ２６０２ 山倉小学校 Ｂ３１１７ 栄北小学校 ※　小中学校の分校は，本校と

Ｂ２２０２ 五泉南小学校 Ｂ２６０３ 亀代小学校 Ｂ３１１８ 大面小学校 　一緒に応募してください。

Ｂ２２０３ 五泉東小学校 Ｂ３１１９ 長沢小学校 ※　指定番号のない学校園で出

Ｂ２２０４ 川東小学校 Ｂ３１２０ 笹岡小学校 　品を希望する場合，事務局ま

Ｂ２２０５ 巣本小学校 Ｂ３１２１ 大浦小学校 　でご連絡ください。指定番号を

Ｂ２２０６ 橋田小学校 Ｂ３１２２ 森町小学校 　お知らせします。（ＦＡＸにて）

Ｂ２２０８ 大蒲原小学校 Ｂ３１２４ 飯田小学校 　　０２５４－２７－３７０８　（ＦＡＸ）

Ｂ２２１０ 村松小学校

Ｂ２２１２ 愛宕小学校 　　　　　　　　　　　　　　　吉田　直彦

学校園番号２

　　聖籠町立蓮野小学校
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第１４回　新潟教育アート展　指定学校園番号一覧表（中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校　①）

【中学校】　学校記号　Ｃ

新潟市　１１５１～ 新発田市　２０５１～ 胎内市　２５５１～ 柏崎市中学校　３２５１～

Ｃ１１５１ 松浜中学校 Ｃ２０５１ 本丸中学校 Ｃ２５５１ 中条中学校 Ｃ３２５１ 第一中学校

Ｃ１１５２ 南浜中学校 Ｃ２０５２ 第一中学校 Ｃ２５５２ 乙中学校 Ｃ３２５２ 第二中学校

Ｃ１１５３ 濁川中学校 Ｃ２０５３ 猿橋中学校 Ｃ２５５３ 築地中学校 Ｃ３２５３ 第三中学校

Ｃ１１５４ 葛塚中学校 Ｃ２０５４ 東中学校 Ｃ２５５４ 黒川中学校 Ｃ３２５４ 鏡が沖中学校

Ｃ１１５５ 木崎中学校 Ｃ２０５５ 川東中学校 Ｃ３２５５ 瑞穂中学校

Ｃ１１５６ 岡方中学校 Ｃ２０５６ 七葉中学校 北蒲原郡聖籠町　２６５１ Ｃ３２５６ 松浜中学校

Ｃ１１５７ 早通中学校 Ｃ２０５７ 佐々木中学校 Ｃ２６５１ 聖籠中学校 Ｃ３２５７ 南中学校

Ｃ１１５８ 光晴中学校 Ｃ２０５８ 豊浦中学校 Ｃ３２５８ 東中学校

Ｃ１２５１ 東新潟中学校 Ｃ２０５９ 紫雲寺中学校 西蒲原郡弥彦村　２７５１ Ｃ３２５９ 第五中学校

Ｃ１２５２ 山の下中学校 Ｃ２０６０ 加治川中学校 Ｃ２７５１ 弥彦中学校 Ｃ３２６０ 北条中学校

Ｃ１２５３ 大形中学校 Ｃ３２６１ 高柳中学校

Ｃ１２５４ 石山中学校 東蒲原郡阿賀町　２８５１～ Ｃ３２６２ 西山中学校

Ｃ１２５５ 藤見中学校 村上市　２１５１～ Ｃ２８５１ 阿賀津川中学校

Ｃ１２５６ 木戸中学校 Ｃ２１５１ 村上第一中学校 Ｃ２８５２ 三川中学校 見附市中学校　３３５１～

Ｃ１２５７ 東石山中学校 Ｃ２１５２ 村上東中学校 Ｃ３３５１ 見附中学校

Ｃ１２５８ 下山中学校 Ｃ２１５３ 岩船中学校 岩船郡　２９５１～ Ｃ３３５２ 南中学校

Ｃ１３５１ 関屋中学校 Ｃ２１５４ 荒川中学校 Ｃ２９５１ 関川中学校 Ｃ３３５３ 今町中学校

Ｃ１３５２ 鳥屋野中学校 Ｃ２１５５ 平林中学校 Ｃ２９５２ 粟島浦中学校 Ｃ３３５４ 西中学校

Ｃ１３５３ 白新中学校 Ｃ２１５６ 神納中学校

Ｃ１３５４ 寄居中学校 Ｃ２１５７ 朝日中学校 中高一貫校　４０５１～ 加茂市中学校　３４５１～

Ｃ１３５５ 新潟柳都中学校 Ｃ２１５８ 山北中学校 Ｃ４０５１ 阿賀黎明中学校 Ｃ３４５１ 加茂中学校

Ｃ１３５７ 宮浦中学校 Ｃ４０５２ 村上中等教育学校 Ｃ３４５２ 葵中学校

Ｃ１３５８ 上山中学校 Ｃ４０５３ 柏崎翔洋中等教育学校 Ｃ３４５３ 七谷中学校

Ｃ１３５９ 山潟中学校 五泉市　２２５１～ Ｃ４０５４ 燕中等教育学校 Ｃ３４５４ 若宮中学校

Ｃ１４５１ 大江山中学校 Ｃ２２５１ 五泉中学校 Ｃ４０５５ 佐渡中等教育学校 Ｃ３４５５ 須田中学校

Ｃ１４５２ 曽野木中学校 Ｃ２２５２ 五泉北中学校 Ｃ４０５６ 高志中等教育学校

Ｃ１４５３ 両川中学校 Ｃ２２５３ 川東中学校 南蒲・田上町中学校　３５５１～

Ｃ１４５４ 横越中学校 Ｃ２２５５ 村松桜中学校 私立中学校　５０５１～ Ｃ３５５１ 田上中学校

Ｃ１４５５ 亀田中学校 Ｃ５０５１ 新潟明訓中学校

Ｃ１４５６ 亀田西中学校 Ｃ５０５２ 新潟清心女子中学校 長岡市中学校　３６７７～

Ｃ１５５１ 新津第一中学校 阿賀野市　２３５１～ Ｃ５０５３ 新潟第一中学校 Ｃ３６７７ 与板中学校

Ｃ１５５２ 新津第二中学校 Ｃ２３５１ 安田中学校 Ｃ３６７８ 刈谷田中学校

Ｃ１５５３ 新津第五中学校 Ｃ２３５２ 京ヶ瀬中学校

Ｃ１５５４ 小合中学校 Ｃ２３５３ 水原中学校

Ｃ１５５５ 金津中学校 Ｃ２３５４ 笹神中学校 【中越　中学校】
Ｃ１５５６ 小須戸中学校

Ｃ１６５１ 白南中学校 燕市　３０５１～

Ｃ１６５２ 白根第一中学校 佐渡市　２４５１～ Ｃ３０５１ 燕中学校

Ｃ１６５３ 臼井中学校 Ｃ２４５１ 両津中学校 Ｃ３０５２ 小池中学校

Ｃ１６５４ 白根北中学校 Ｃ２４５３ 内海府中学校 Ｃ３０５３ 燕北中学校

Ｃ１６５５ 味方中学校 Ｃ２４５４ 前浜中学校 Ｃ３０５４ 吉田中学校

Ｃ１６５６ 月潟中学校 Ｃ２４５５ 相川中学校 Ｃ３０５５ 分水中学校

Ｃ１７５１ 坂井輪中学校 Ｃ２４５６ 高千中学校

Ｃ１７５２ 内野中学校 Ｃ２４５７ 佐和田中学校 三条市中学校　３１５１～

Ｃ１７５３ 赤塚中学校 Ｃ２４５８ 金井中学校 Ｃ３１５１ 第一中学校

Ｃ１７５４ 中野小屋中学校 Ｃ２４５９ 新穂中学校 Ｃ３１５２ 第二中学校

Ｃ１７５５ 小針中学校 Ｃ２４６０ 畑野中学校 Ｃ３１５３ 第三中学校

Ｃ１７５６ 五十嵐中学校 Ｃ２４６１ 松ヶ崎中学校 Ｃ３１５４ 第四中学校 ※　学校番号をよくご確認の上，

Ｃ１７５７ 小新中学校 Ｃ２４６２ 真野中学校 Ｃ３１５５ 本成寺中学校 　ご記入ください。

Ｃ１７５８ 黒埼中学校 Ｃ２４６３ 南佐渡中学校 Ｃ３１５６ 大崎中学校 ※　小中学校の分校は，本校と

Ｃ１８５１ 岩室中学校 Ｃ２４６５ 赤泊中学校 Ｃ３１５７ 大島中学校 　一緒に応募してください。

Ｃ１８５２ 西川中学校 Ｃ３１５８ 栄中学校 ※　指定番号のない学校園で出

Ｃ１８５３ 潟東中学校 Ｃ３１５９ 下田中学校 　品を希望する場合，事務局ま

Ｃ１８５４ 中之口中学校 　でご連絡ください。指定番号を

Ｃ１８５５ 巻東中学校 　お知らせします。（ＦＡＸにて）

Ｃ１８５６ 巻西中学校 　　０２５４－２７－３７０８　（ＦＡＸ）

Ｃ１９５１ 新大附属新潟中学校

　　　　　　　　　　　　　　　吉田　直彦

学校園番号３

　　聖籠町立蓮野小学校
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第１４回　新潟教育アート展　指定学校園番号一覧表（中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校　②）

【高等学校】　学校記号　Ｄ 【特別支援学校】学校記号　Ｅ　８００１～

県立高等学校　７００１～

Ｄ７００１ 新潟高等学校 Ｄ７０５８ 八海高等学校 Ｅ８００１

Ｄ７００２ 新潟中央高等学校 Ｄ７０５９ 塩沢商工高等学校 Ｅ８００２

Ｄ７００３ 新潟南高等学校 Ｄ７０６０ 十日町高等学校 Ｅ８００３

Ｄ７００４ 新潟江南高等学校 Ｄ７０６１ 十日町総合高等学校 Ｅ８００４ 県立長岡聾学校

Ｄ７００５ 新潟西高等学校 Ｄ７０６２ 川西高等学校 Ｅ８００５

Ｄ７００６ 新潟東高等学校 Ｄ７０６３ 松代高等学校 Ｅ８００６

Ｄ７００７ 新潟北高等学校 Ｄ７０６４ 柏崎高等学校 Ｅ８００７

Ｄ７００８ 新潟工業高等学校 Ｄ７０６５ 柏崎常盤高等学校 Ｅ８００８

Ｄ７０１０ 新潟商業高等学校 Ｄ７０６６ 柏崎総合高等学校 Ｅ８００９

Ｄ７０１１ 新潟向陽高等学校 Ｄ７０６７ 柏崎工業高等学校 Ｅ８０１０

Ｄ７０１２ 新潟翠江高等学校 Ｄ７０６８ 出雲崎高等学校 Ｅ８０１１

Ｄ７０１３ 巻高等学校 Ｄ７０６９ 高田高等学校 Ｅ８０１２

Ｄ７０１４ 巻総合高等学校 Ｄ７０７０ 高田北城高等学校 Ｅ８０１３

Ｄ７０１６ 豊栄高等学校 Ｄ７０７１ 高田南城高等学校 Ｅ８０１４

Ｄ７０１７ 新津高等学校 Ｄ７０７２ 高田農業高等学校 Ｅ８０１５

Ｄ７０１８ 新津工業高等学校 Ｄ７０７３ 上越総合技術高等学校 Ｅ８０１６

Ｄ７０１９ 新津南高等学校 Ｄ７０７４ 高田商業高等学校 Ｅ８０１７

Ｄ７０２０ 白根高等学校 Ｄ７０７６ 久比岐高等学校 Ｅ８０１８

Ｄ７０２１ 五泉高等学校 Ｄ７０７７ 有恒高等学校 Ｅ８０１９

Ｄ７０２２ 村松高等学校 Ｄ７０７９ 新井高等学校 Ｅ８０２０

Ｄ７０２３ 阿賀黎明高等学校 Ｄ７０８０ 糸魚川高等学校 Ｅ８０２１

Ｄ７０２４ 新発田高等学校 Ｄ７０８１ 糸魚川白嶺高等学校 Ｅ８０２２

Ｄ７０２５ 西新発田高等学校 Ｄ７０８２ 海洋高等学校 Ｅ８０２３

Ｄ７０２６ 新発田南高等学校 Ｄ７０８３ 佐渡高等学校 Ｅ８０２４

Ｄ７０２７ 新発田農業高等学校 Ｄ７０８４ 羽茂高等学校 Ｅ８０２５

Ｄ７０２８ 新発田商業高等学校 Ｄ７０８７ 佐渡総合高等学校 Ｅ８０２６

Ｄ７０２９ 村上高等学校 Ｅ８０２７

Ｄ７０３０ 村上桜ヶ丘高等学校 Ｅ８０２８

Ｄ７０３１ 荒川高等学校 市立高等学校　７１０１～ Ｅ８０２９

Ｄ７０３２ 中条高等学校 Ｄ７１０１ 新潟市立万代高等学校 Ｅ８０３０

Ｄ７０３３ 阿賀野高等学校 Ｄ７１０３ 新潟市立明鏡高等学校 Ｅ８０３１

Ｄ７０３４ 長岡高等学校 Ｅ８０３２

Ｄ７０３５ 長岡大手高等学校 Ｅ８０３３

Ｄ７０３６ 長岡向陵高等学校 Ｅ８０３４

Ｄ７０３７ 長岡明徳高等学校 私立高等学校　７２０１～

Ｄ７０３８ 長岡農業高等学校 Ｄ７２０１ 新潟明訓高等学校

Ｄ７０３９ 長岡工業高等学校 Ｄ７２０２ 北越高等学校

Ｄ７０４０ 長岡商業高等学校 Ｄ７２０３ 新潟青陵高等学校

Ｄ７０４１ 正徳館高等学校 Ｄ７２０４ 新潟清心女子高等学校

Ｄ７０４２ 栃尾高等学校 Ｄ７２０５ 敬和学園高等学校

Ｄ７０４３ 見附高等学校　　　 Ｄ７２０６ 新潟第一高等学校

Ｄ７０４４ 三条高等学校　 Ｄ７２０７ 東京学館新潟高等学校

Ｄ７０４５ 三条東高等学校 Ｄ７２０８ 日本文理高等学校

Ｄ７０４６ 新潟県央工業高等学校 Ｄ７２０９ 帝京長岡高等学校

Ｄ７０４７ 三条商業高等学校　 Ｄ７２１０ 中越高等学校

Ｄ７０４８ 吉田高等学校 Ｄ７２１１ 加茂暁星高等学校 ※　学校番号をよくご確認の上，

Ｄ７０４９ 分水高等学校 Ｄ７２１２ 新発田中央高等学校 　ご記入ください。

Ｄ７０５０ 加茂高等学校 Ｄ７２１３ 新潟産業大学附属高等学校 ※　小中学校の分校は，本校と

Ｄ７０５１ 加茂農林高等学校 Ｄ７２１４ 上越高等学校 　一緒に応募してください。

Ｄ７０５２ 小千谷高等学校 Ｄ７２１５ 関根学園高等学校 ※　指定番号のない学校園で出

Ｄ７０５３ 小千谷西高等学校 Ｄ７２１６ 開志学園高等学校 　品を希望する場合，事務局ま

Ｄ７０５４ 堀之内高等学校 　でご連絡ください。指定番号を

Ｄ７０５５ 小出高等学校 　お知らせします。（ＦＡＸにて）

Ｄ７０５６ 国際情報高等学校 　　０２５４－２７－３７０８　（ＦＡＸ）

Ｄ７０５７ 六日町高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　吉田　直彦

学校園番号４

　　聖籠町立蓮野小学校

県立新発田竹俣特別支援学校　いじみの分校

県立小出特別支援学校　川西分校

県立新潟盲学校

県立長岡聾学校高田分校

県立新潟聾学校

県立江南高等特別支援学校

県立西蒲高等特別支援学校

県立吉川高等特別支援学校

県立村上特別支援学校

県立駒林特別支援学校

県立五泉特別支援学校

県立月ヶ岡特別支援学校

県立小出特別支援学校

十日町市立ふれあいの丘支援学校

県立はまなす特別支援学校

県立高田特別支援学校

新潟市立西特別支援学校

糸魚川市立ひすいの里総合学校

県立佐渡特別支援学校

県立東新潟特別支援学校

県立はまぐみ特別支援学校

県立上越特別支援学校

県立吉田特別支援学校

長岡市立総合支援学校

新潟学園

魚沼学園

新大附属特別支援学校

県立新発田竹俣特別支援学校

県立柏崎特別支援学校

県立柏崎特別支援学校　のぎく分校

見附市立見附特別支援学校

妙高市立にしき特別支援学校

新潟市立東特別支援学校
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新潟教育アート展事務局
〒957-0124 北蒲原郡聖籠町大字蓮野1687番地

聖籠町立蓮野小学校 吉田 直彦

★新潟教育アート展に関する問い合わせはFAXでお願いします。

FAX 0254(27)3708 (TEL 0254(27)2508)
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