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「第 4５回在日朝鮮学生美術展」鳥取展 名義後援団体 一覧 

 

鳥取県 島根県 島根県教育委員会 鳥取市 岩美町 智頭町 八頭町 若桜町   

鳥取市教育委員会 岩美町教育委員会 智頭町教育委員会 八頭町教育委員会   

若桜町教育委員会 国立大学法人島根大学 部落解放同盟島根県連合会   

島根県人権教育研究協議会 島根県隣保館連絡協議会 島根教職員組合(日教組島根) 

島根県教職員組合 島根県高等学校教職員組合 在日本朝鮮人総聯合会島根県本部 

日本労働組合総連合会島根県連合会（連合島根）あと一秒、の会 人権パッチギの会松江   

国立大学法人鳥取大学 公立大学法人鳥取環境大学  

学校法人藤田学院鳥取短期大学・鳥取看護大学・認定こども園鳥取短期大学付属こども園  

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   

鳥取県人権教育推進協議会 鳥取県高等学校文化連盟 鳥取県文化団体連合会   

鳥取市文化団体協議会 公益財団法人鳥取市人権情報センター 自治労鳥取県本部 

鳥取県教職員組合 鳥取県高等学校教職員組合 部落解放同盟鳥取県連合会   

鳥取県在日外国人教育研究会 在日本朝鮮人総聨合会鳥取県本部  

とっとり多文化共生市民の会（倉吉）   

新日本海新聞社 山陰中央新報社 朝日新聞鳥取総局 毎日新聞鳥取支局  

読売新聞鳥取支局 共同通信社鳥取支局 日本海テレビ ＢＳＳ山陰放送  

ＴＳＫ山陰中央テレビ テレビ朝日鳥取支局 エフエム山陰   

日本海ケーブルネットワーク 鳥取中央有線放送（株）         ＜順不同＞ 

 

 

感想集の見方について 

＊感想用紙に書いていただいた通りに表記しています。よって、誤字と思わ 

れるものもそのまま表記しました。また、脱字・読み取り不明については、 

□で表しています。 

＊『・・・』は、展示されていた作品名です。 

＊文章中にある個人名は、関係者を除いて□とさせていただきました。 

＊写真は、実行委員会の責任で載せております。 

＊掲載順は、若い年齢順にさせていただきました。 

 

文章の末に（  ）で表しているのは、記入者の性別、年代、お住まいです。 

  ＊性別 女性、男性、記載無し（無記入） 

  ＊年齢 １０才区切りでまとめました。５５才➡５０代 

      ただし、１０才以下は、年齢を記載しました。 

記載無し（無記入） 

  ＊お住まい 鳥取県内は、東部地区、中部地区、西部地区に分類しました。 

      また県外の方については、都道府県名のみの表記にしました。 

記載無し（無記入） 

  ＊全てに記載のない場合は、（全て無記入）としています。 



1 

 

「第４５回在日朝鮮学生美術展」鳥取展 開催にあたって 

 

鳥取展開催にあたり、ごあいさつとお礼を申し上げます。 

この美術展は、朝鮮（民族）学校で学ぶ幼稚班（幼稚園）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４５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８年前まであり

ませんでした。市民が中心となり地元開催実行委員会を立ち上げ、鳥取展として２００９年の第

３７回から第４１回、第４４回を県内３地区で計６回、島根展を２０１４年の第４２回から第４

４回を島根県内３地区で計３回開催してきました。また、次回第４６回は島根県松江市、第４７

回を米子市で予定しています。 

鳥取県では、「人権先進県」として『在日コリアンを始めとした在住外国人』の人権・教育施

策を進めてきました。しかし近年の京都初中級朝鮮学校に対するヘイトスピーチ問題などをはじ

め、人種・民族差別は拡大する傾向にあります。２０１４年１２月ヘイトスピーチ最高裁判決、

同月鳥取県議会の意見書提出、２０１６年５月ヘイトスピーチ対策法の成立など、朝鮮学校のな

い鳥取県内においてもヘイトスピーチ・クライムに対する意識や民族問題への理解・解消に向け

ての県民の機運は高まってきています。その中で、在日コリアンが抱いていた民族教育の希求や

思い、その歴史や朝鮮学校の実情などを知ることが、さらに県民の理解を深める一歩だと考えま

す。とりわけこれら一連の動きが、この作品展にも出品している京都初中級朝鮮学校の子ども達

とも無関係でなく、深く関係する点は大変重要だと思います。その点でも、この美術展の開催は

『在日コリアンを始めとした在住外国人』の人権を考え、理解し尊重するために意義深いものと

思っています。現在、全国約６０ある朝鮮学校に学ぶ子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だけでなく、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カギになると考えます。又、子ども達の思いの表現である美術作品を鑑賞し

合うことは、芸術での交流・理解を深めるもので人権教育の本質です。そして、取りも直さず県

民の在日コリアンをはじめとする在日外国人問題の解消につながる取り組みと考えています。 

私たちは、開催に向けて鳥取・島根両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ご賛同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・文化団体の５４団体から、後援団体としてご支援していただいたこ

とについて、ここに深く感謝申し上げます。 

最後に、この美術展の当初からの共同世話人でもあった鳥大の仲野誠先生が昨年１０月に、そ

して今年２月には第３９回より鳥取展の共同世話人をしていただいた鳥取市の美術家ニシオト

ミジ先生がお亡くなりになりました。全国に学ぶ朝鮮学校の子どもたちの作品に対し、お二人の

評価は高く、ご尽力いただいたおかげで山陰地方での開催に繋がりました。ここに謹んでご冥福

をお祈りすると共に、お二人の意思を受け継ぎ、学美展をさらに発展させていくつもりです。 

この美術展が山陰両県民の｢人権文化｣交流の一助になることを願って、ごあいさつといたしま

す。   

２０１７年２月２４日              在日朝鮮学生美術展山陰展実行委員会 
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第４５回在日朝鮮学生美術展覧会 鳥取展に寄せて 

 

昨年５月浜田市世界こども美術館での特別展を含め、今回で１０回目となる山陰地域での在日

朝鮮学生美術展覧会（学美展）をここ鳥取市で迎える事に大きな意味を感じます。 

誰よりも学美を愛し、熱い思いを胸に共に歩んで来た仲間であり同志でもあった鳥取大学の故 

仲野誠先生、共同世話人であった美術家の故ニシオトミジ先生の面影が強く感じられる地である

からです。 

今回このように学美鳥取展の開催にあたりウリハッキョ（朝鮮学校）の無い山陰地域において、

いつも学美を温かく迎えて下さり毎回多大な努力を傾け主催されている「学美山陰展実行委員

会」の皆さま方をはじめご協力頂いた多くの方々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、高校無償化問題や補助金カットなどが示すように在

日朝鮮人の民族教育を取り巻く厳しい状況でも同胞たちと応援して下さる多くの日本の学美フ

ァンの方々の暖かい声援を受けながら毎年開催され、今回で４５回目を迎えました。 

ウリハッキョの図工美術教育は、絵の上手さや描写力の高さを評価基準に置かない事により、

自分らしい表現をする事の面白さや喜びをもっとこども（児童生徒達）に返す事が出来ないか、

日々の授業において、或いは美術クラブ活動の指導において志しています。 

また、決して上手でも綺麗でもないがみんな違う顔を持つ、それぞれ違う感性で自分の言葉で

表そうとする、あらゆる既成の枠からはみ出し追い求めた想定外の作品が生みされる事を期待し

ながら行われています。 

私たちは、このように彼らが生活の中から感じ取る実感のこもったリアリズムに裏付けされた

素朴な表現こそ、真に強い作品だと考えています。 

明るく、時にはユーモア溢れる初級部（小学）の作品や心象表現が物語る中級部（中学）の作

品、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初、中、高それぞれの今を生

きる“生（き）感性”や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。 

図工美術授業作品と、中高級部（中高校生）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同時に鑑賞できるのも特徴の一つです。 

北海道から九州まで全国 11 ヵ所の巡回展の一つである鳥取展では、今年度全国のウリハッキ

ョから寄せられた１１,８０５点の中から、初級部、中級部、高級部授業作品の優秀賞と、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、金賞選抜）を合わせ、約５００点の全国

巡回作品が展示されます。 

一人でも多くの方が、日本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きたくことを願い、ここにご案内申し上げます。 

 

２０１７年２月２４日 

朴 一 南（在日朝鮮学生美術展 中央審査委員長） 



 

■『ドーナツたち』

かった。                           

■日本人とは全く違う発想でみていて

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

や期待の心

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

のかとおどろきでした。高級部の方々の作品は

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

きたいです。

■興味深い作品が多くて、自分が絵に対し

誤解していた事を見つけ

ました。初めて国外の人の絵を

人それぞれ違うのは当たり前だけど、その

人の伝えたい気持ちが複雑で全然違ってい

ました。自分は学校で絵がうまい方だと言

われているけれど、まだまだ全然です。こ

ういった場に行き

いる思いを直したくて来ました。今、

ている最中の絵をもう一度見直し

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

う一度、自分の思いを表現した絵

。とてもよい勉強になりました！

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

■『ドーナツたち』

                           

■日本人とは全く違う発想でみていて

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

や期待の心や環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

のかとおどろきでした。高級部の方々の作品は

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

きたいです。                       

■興味深い作品が多くて、自分が絵に対し

誤解していた事を見つけ

ました。初めて国外の人の絵を

人それぞれ違うのは当たり前だけど、その

人の伝えたい気持ちが複雑で全然違ってい

ました。自分は学校で絵がうまい方だと言

われているけれど、まだまだ全然です。こ

ういった場に行き、技術の差と関心と誤って

いる思いを直したくて来ました。今、

いる最中の絵をもう一度見直し

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

自分の思いを表現した絵

。とてもよい勉強になりました！

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

■『ドーナツたち』おいしそうだったから

                           

■日本人とは全く違う発想でみていて

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

のかとおどろきでした。高級部の方々の作品は

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

                       

■興味深い作品が多くて、自分が絵に対し

誤解していた事を見つけられたように思い

ました。初めて国外の人の絵を

人それぞれ違うのは当たり前だけど、その

人の伝えたい気持ちが複雑で全然違ってい

ました。自分は学校で絵がうまい方だと言

われているけれど、まだまだ全然です。こ

技術の差と関心と誤って

いる思いを直したくて来ました。今、

いる最中の絵をもう一度見直し

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

自分の思いを表現した絵

。とてもよい勉強になりました！

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

おいしそうだったから

                           

■日本人とは全く違う発想でみていて、とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

のかとおどろきでした。高級部の方々の作品は

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

                       

■興味深い作品が多くて、自分が絵に対し

れたように思い

ました。初めて国外の人の絵を間近で見、

人それぞれ違うのは当たり前だけど、その

人の伝えたい気持ちが複雑で全然違ってい

ました。自分は学校で絵がうまい方だと言

われているけれど、まだまだ全然です。こ

技術の差と関心と誤って

いる思いを直したくて来ました。今、描い

いる最中の絵をもう一度見直して良い作

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

自分の思いを表現した絵が描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

。とてもよい勉強になりました！             

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

３ 

おいしそうだったから、よかった

                           

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

のかとおどろきでした。高級部の方々の作品は、直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

                       

■興味深い作品が多くて、自分が絵に対し

れたように思い

で見、

人それぞれ違うのは当たり前だけど、その

人の伝えたい気持ちが複雑で全然違ってい

ました。自分は学校で絵がうまい方だと言

われているけれど、まだまだ全然です。こ

技術の差と関心と誤って

描い

良い作

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

             

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

、よかった。『自分を守れ』

                           

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

                       

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

             （女性

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

『自分を守れ』ふぐがまえからみえてよ

                           （女性

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

                       （女性 １０代

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

（女性 １０代

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと

ふぐがまえからみえてよ

（女性 ８歳 

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

持っておられて、それを表現する力は素晴らしかったです。初級生の方々は、おさなさが

表現力で心情や感情が直接伝わってきてとても良かったです。中級部の方々は、中学になり不安

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

１０代 鳥取県東部）

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

０代 鳥取県東部）

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

した。絵をかくのは好きだけど、こんな絵もかける人だなと思い、すごいなと思いました。絵は

ふぐがまえからみえてよ

 鳥取県内）

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

おさなさがゆえの

中学になり不安

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

ものと、今までとは違う感覚を感じさせました。私たちとはちがう、枠からはずれた表現力に感

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

鳥取県東部）

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

鳥取県東部） 

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

思いました。絵は

ふぐがまえからみえてよ

鳥取県内） 

とても楽しかったです。ひとりひとり違う素敵な個性を

の

中学になり不安

環境が変わってこれまでとは違った世界観が生まれていて、ふしぎな世界観を表現

する力が成長していて考えさせられるような作品がたくさんありました。特に年齢が同じ中級部

の３年生の方々には感動しました。同じ年齢でこんなにも価値観や世界観や表現力が違うものな

直接伝わってくるものや少しずつ伝わってくる

力に感

動しました。これからもたくさん作品を作っていただきたいですし、作品展、またやっていただ

鳥取県東部） 

品にできそうです。年齢別に見ていくと、環境によって描き方が全然ちがうなと思いました。も

描けるように、様々なジャンルの絵とふれあってみたいです

 

■私は今日ここに来て、きにいった作品がありました。感想はよくわからないけど心がひかれま

思いました。絵は



４ 

 

自分の気持でかいているんだなと思いました。すごい感覚になる絵もあり、とても楽しくて、あ

っというまに時間がすぎていきました。またこれるといいなと思いました。 

             （女性 １０代 鳥取県中部） 

■作品をはじめて見るとき、まず何の絵なのか、どんなテーマなのかを想像する。タイトルを見

て「なるほど」と思える時と、「どこがこのタイトルを表しているのだろう？」と思う時がある。

そのように、どうやって描いたのか、なぜこのような表現になったのか、子供達が白い紙と向か

い合っている所から想像させられる美術展だった。初級部では「キラキラペンを使いたかったの

かな」というように「クスッ」とさせられる作品や、暮らしの中のひとコマを切り取った作品が

多いように思え楽しく見ていた。そこから高級部へ向かうにつれ、形のないもの、目に見えない

ものを表すようになっていると感じた。人間やこの社会のもろさ、異常さなどの問題意識を、風

景や図形、色などでたくみに表していた。どうしてこのように彼らは表現できるのだろうかと本

当に不思議で、うらやましく、尊敬する。制作過程の記録をぜひ見せてもらいたい。 

           （女性 ２０代 鳥取県東部） 

■沢山の絵や作品を拝見し感じた事。自分の中にあるものや表

現したい事を自由に外に出す楽しさが会場に満ちていて、創り

出す喜びを感じ直すきっかけを頂いたように思います。子ども

の頃、自分も感じていた気持ちを絵にしたら「こんなふうになる

かも」と楽しく鑑賞させて頂きました。もっと新しい作品と出会

えたら嬉しいので、また鳥取に来ていただけることを楽しみに

しております。有意義な時間をありがとうがざいました。絵は国を超えて楽しめるものですね。

当たり前ですが、素晴らしいです。           （男性 ２０代 鳥取県東部）  

■学生達が何を考え、創作の原動力としているのか分かりました。みずみずしい感性とまだ未熟

な筆が純粋に絵を楽しんでいる姿が目に浮かびました。これからも芸術振興に帰依し、描くこと

を好きでいて下さい。がんばって！             （女性 ２０代 鳥取県東部） 

■絵ごとに訴えかけてくるものがあってよかった。      （男性 ２０代 鳥取県東部） 



 

■（時間外にもかかわらず、快く入れてくださりありがとうございました。）鑑賞者はこの企画

展のタイトルを知った状態で作品に出会っていると思いますが、その作者背景から今日の日本に

おいて少なからず、自らのアイデンティティーをみつめざるを得ないということが感じられる部

分もありました。ですが、ほとんどの作品はそれを突き返して見る側に問いかけ“私”を揺さぶ

ってきているように思いました。すごくオープンで自己完結させていない所が良いなと思いまし

た。（見る人を巻き込んでやや挑戦的でもあるし

るメッセージが受け取れて、人間のずるさや迷い、豊かさ（現代人がしばしば目を伏せがちな）

と対峙している、付き合っている様に見え

ました。（作品を通じて、その悩みや喜び

に私もふれられたような）とらわれないス

タイルの作品群に囲まれて、なんだか自己

肯定感にひたりました。メッセージ性だけ

でなく、表現手法（技術面）も（素人目で

すが）優れていて、ひたすらカッコよかっ

たです。 

■私は鳥取大学の学生で仲野先生にお世話になっていました。昨年仲野先生が亡くなってから私

は尊敬する人を亡くしただけでな

要はないよ」と言ってくれる存在をも失ったと思っていました。しかし、昨日今日と学美にうか

がって、それは私の思い違いだと気付きました。学美の絵ひとつひとつから、何にも臆すること

なく自分自身を表現する力を感じ、受け取ってしまいました。学美の「場」を作って

る先生方、生徒たち、日本人や在日の方々の協力者から「あなたは何でも構わないよ、オッケー

だよ」と言っていただいている

すっかりファンになってしま

りがとうございました。

■どの絵をみても純粋に自分の描きたいものを描いていて、見ていてとても楽しくなりました。

美術展を取材させて頂くにあたって、「何を伝えたらいいのか」とすごく悩みましたが、私も子

どもたちのように、自分が伝えたいことを伝えれば良いと思いながらニュースの原稿を書きまし

■（時間外にもかかわらず、快く入れてくださりありがとうございました。）鑑賞者はこの企画

展のタイトルを知った状態で作品に出会っていると思いますが、その作者背景から今日の日本に

おいて少なからず、自らのアイデンティティーをみつめざるを得ないということが感じられる部

分もありました。ですが、ほとんどの作品はそれを突き返して見る側に問いかけ“私”を揺さぶ

ってきているように思いました。すごくオープンで自己完結させていない所が良いなと思いまし

た。（見る人を巻き込んでやや挑戦的でもあるし

るメッセージが受け取れて、人間のずるさや迷い、豊かさ（現代人がしばしば目を伏せがちな）

と対峙している、付き合っている様に見え

ました。（作品を通じて、その悩みや喜び

に私もふれられたような）とらわれないス

タイルの作品群に囲まれて、なんだか自己

肯定感にひたりました。メッセージ性だけ

でなく、表現手法（技術面）も（素人目で

すが）優れていて、ひたすらカッコよかっ

 （女性 

■私は鳥取大学の学生で仲野先生にお世話になっていました。昨年仲野先生が亡くなってから私

は尊敬する人を亡くしただけでな

要はないよ」と言ってくれる存在をも失ったと思っていました。しかし、昨日今日と学美にうか

がって、それは私の思い違いだと気付きました。学美の絵ひとつひとつから、何にも臆すること

なく自分自身を表現する力を感じ、受け取ってしまいました。学美の「場」を作って

先生方、生徒たち、日本人や在日の方々の協力者から「あなたは何でも構わないよ、オッケー

だよ」と言っていただいている

すっかりファンになってしま

りがとうございました。

■どの絵をみても純粋に自分の描きたいものを描いていて、見ていてとても楽しくなりました。

美術展を取材させて頂くにあたって、「何を伝えたらいいのか」とすごく悩みましたが、私も子

どもたちのように、自分が伝えたいことを伝えれば良いと思いながらニュースの原稿を書きまし

■（時間外にもかかわらず、快く入れてくださりありがとうございました。）鑑賞者はこの企画

展のタイトルを知った状態で作品に出会っていると思いますが、その作者背景から今日の日本に

おいて少なからず、自らのアイデンティティーをみつめざるを得ないということが感じられる部

分もありました。ですが、ほとんどの作品はそれを突き返して見る側に問いかけ“私”を揺さぶ

ってきているように思いました。すごくオープンで自己完結させていない所が良いなと思いまし

た。（見る人を巻き込んでやや挑戦的でもあるし

るメッセージが受け取れて、人間のずるさや迷い、豊かさ（現代人がしばしば目を伏せがちな）

と対峙している、付き合っている様に見え

ました。（作品を通じて、その悩みや喜び

に私もふれられたような）とらわれないス

タイルの作品群に囲まれて、なんだか自己

肯定感にひたりました。メッセージ性だけ

でなく、表現手法（技術面）も（素人目で

すが）優れていて、ひたすらカッコよかっ

 ２０代 鳥取県東部）

■私は鳥取大学の学生で仲野先生にお世話になっていました。昨年仲野先生が亡くなってから私

は尊敬する人を亡くしただけでな

要はないよ」と言ってくれる存在をも失ったと思っていました。しかし、昨日今日と学美にうか

がって、それは私の思い違いだと気付きました。学美の絵ひとつひとつから、何にも臆すること

なく自分自身を表現する力を感じ、受け取ってしまいました。学美の「場」を作って

先生方、生徒たち、日本人や在日の方々の協力者から「あなたは何でも構わないよ、オッケー

だよ」と言っていただいている

すっかりファンになってしまいました。今日この場に来られて感謝の気持ちでいっぱいです。あ

りがとうございました。             

■どの絵をみても純粋に自分の描きたいものを描いていて、見ていてとても楽しくなりました。

美術展を取材させて頂くにあたって、「何を伝えたらいいのか」とすごく悩みましたが、私も子

どもたちのように、自分が伝えたいことを伝えれば良いと思いながらニュースの原稿を書きまし

■（時間外にもかかわらず、快く入れてくださりありがとうございました。）鑑賞者はこの企画

展のタイトルを知った状態で作品に出会っていると思いますが、その作者背景から今日の日本に

おいて少なからず、自らのアイデンティティーをみつめざるを得ないということが感じられる部

分もありました。ですが、ほとんどの作品はそれを突き返して見る側に問いかけ“私”を揺さぶ

ってきているように思いました。すごくオープンで自己完結させていない所が良いなと思いまし

た。（見る人を巻き込んでやや挑戦的でもあるし

るメッセージが受け取れて、人間のずるさや迷い、豊かさ（現代人がしばしば目を伏せがちな）

と対峙している、付き合っている様に見え

ました。（作品を通じて、その悩みや喜び

に私もふれられたような）とらわれないス

タイルの作品群に囲まれて、なんだか自己

肯定感にひたりました。メッセージ性だけ

でなく、表現手法（技術面）も（素人目で

すが）優れていて、ひたすらカッコよかっ

鳥取県東部）

■私は鳥取大学の学生で仲野先生にお世話になっていました。昨年仲野先生が亡くなってから私

は尊敬する人を亡くしただけでなく「あなたは何でもオッケーだよ」「あなたは何もおびえる必

要はないよ」と言ってくれる存在をも失ったと思っていました。しかし、昨日今日と学美にうか

がって、それは私の思い違いだと気付きました。学美の絵ひとつひとつから、何にも臆すること

なく自分自身を表現する力を感じ、受け取ってしまいました。学美の「場」を作って

先生方、生徒たち、日本人や在日の方々の協力者から「あなたは何でも構わないよ、オッケー

だよ」と言っていただいているようで私は本当に幸せです。もともと学美ファンだったのですが

いました。今日この場に来られて感謝の気持ちでいっぱいです。あ

             

■どの絵をみても純粋に自分の描きたいものを描いていて、見ていてとても楽しくなりました。

美術展を取材させて頂くにあたって、「何を伝えたらいいのか」とすごく悩みましたが、私も子

どもたちのように、自分が伝えたいことを伝えれば良いと思いながらニュースの原稿を書きまし

５ 

■（時間外にもかかわらず、快く入れてくださりありがとうございました。）鑑賞者はこの企画

展のタイトルを知った状態で作品に出会っていると思いますが、その作者背景から今日の日本に

おいて少なからず、自らのアイデンティティーをみつめざるを得ないということが感じられる部

分もありました。ですが、ほとんどの作品はそれを突き返して見る側に問いかけ“私”を揺さぶ

ってきているように思いました。すごくオープンで自己完結させていない所が良いなと思いまし

た。（見る人を巻き込んでやや挑戦的でもあるしゆるし

るメッセージが受け取れて、人間のずるさや迷い、豊かさ（現代人がしばしば目を伏せがちな）
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りし、ずっと見ていられるような感覚になりま

さんの作品は自分もクモの糸は読

んだことがあったので、題名を見る前にそうか

なと感じることができました。ちょっとグロテ

スクな世界観がうまく表現されていて一番好き
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た。ただ、頭の中ではそう思ってはいても、作品のことを考えたり、スタッフの皆さんの話を思

い出すと、どうしても一枚の原稿にまとめきれず満足のいくものを放送に出せたかどうか自信を
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■学生たちの思いや楽しさ、いろんな気持ちが絵で見れて楽しかったです。 

（女性 ２０代 鳥取県中部） 

■”当たり前”という概念はなく、自由な発想で描かれていてとても感動しました。 

（女性 ２０代 東京都） 

■それぞれがとってもとっても作品ごとに個性が素晴らしくて驚きました!!幼学年の子たちの作

品もダイナミックさと絵のうまさが混在していて、みていて楽しい。これを描いたのは、どうい

う子だろう？と思いながら見ました。その一方で、学年が上がるにつれ心に秘めているであろう

ことが、絵や作品に表れていて、言葉が出ない気持ちです。  （女性 ３０代 鳥取県東部） 

■また来させてもらいます。とても良い展示をありがとうございました。  

（男性 ３０代 鳥取県東部） 

■今年も楽しみにして来ました。初級部の意表をついた世界観と感情のにじみ出る作品が面白い

です。『負けたくないな』という作品の顔！！にじみ出ています。学年が上がるにつれ、自己と

向き合う、社会に向き合う姿が目に浮かびます。また、来年も楽しみにしています。 

      （女性 ３０代 鳥取県東部） 

■高級部の生徒さんの作品は、モヤモヤ感・苦しさ等の現れた作品が多く観られ、私もそういう

時代があったと痛感・思い出されました。こまかい描写力に圧倒されました。    

（男性 ３０代 鳥取県東部） 

■小学校から高校の生徒の作品を一度に見られる珍しい機会になりました。描かれているテーマ

も小学低学年くらいは自分の身の回りの人や楽しかった出来事、小学校高学年・中学生くらいに

なると自分の内面（思春期？）、中学から高校生ぐらいになると社会風刺も交じったりと子ども

の精神的な成長の過程が見られて興味深かったです。     （女性 ３０代 鳥取県東部） 

■学年ごとに見ていくと色彩や表現の変化が見ることができてとても感動しました。中学生の時

期になると自分を見つめ直す時でもあったり、他者との関係が作品の良い影響になっているのだ



 

と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

イロン、ストロー等）をしていて、

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

有難うございました。

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。

■初めてきた

のも、絵具

■特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

性があって楽しい。

■どの作品もワクに

品となると

問う作品が多く

と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

イロン、ストロー等）をしていて、

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

有難うございました。

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。

■初めてきた展覧会

絵具以外の画材を使っていておもしろいと思った。

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

性があって楽しい。

■どの作品もワクに

品となると、「自分とは？」「社会とは？」「アイデンティティー」といった自らの存在価値を

問う作品が多く、観る側にとっても覚悟の要る作品がぐっと増える。息子（アスペルガー障害

と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

イロン、ストロー等）をしていて、

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

有難うございました。                   

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。

展覧会だが、パワーを

以外の画材を使っていておもしろいと思った。

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

性があって楽しい。                    

■どの作品もワクにとらわれず

「自分とは？」「社会とは？」「アイデンティティー」といった自らの存在価値を

観る側にとっても覚悟の要る作品がぐっと増える。息子（アスペルガー障害

と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

イロン、ストロー等）をしていて、「そういう心を忘れてしまっているなぁ

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

                   

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。

だが、パワーを感じた

以外の画材を使っていておもしろいと思った。

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

                    

とらわれず自分らしくイキイキと表現されている。思春期（

「自分とは？」「社会とは？」「アイデンティティー」といった自らの存在価値を

観る側にとっても覚悟の要る作品がぐっと増える。息子（アスペルガー障害
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場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

                   

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。

感じた。おおざっぱにかかれていると思いきや、こまかいも

以外の画材を使っていておもしろいと思った。

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

                    

■描いていて（描くことが）楽しいのだろうなと

思える作品が多かったように思いました。社会の

問題を自分の問題として

会の問題として

自分の思いや感じ

まいました。ありがとうございました
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そういう心を忘れてしまっているなぁ

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

えさせられたり、驚いたり、すごく楽しかったです。私的に『失恋』

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

                   

■絵の描き方の参考になりました。来てよかったと思います。 

。おおざっぱにかかれていると思いきや、こまかいも
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特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

うに思います。素晴らしい美術展に来れてよかったです。   

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

                    

■描いていて（描くことが）楽しいのだろうなと

思える作品が多かったように思いました。社会の
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会の問題として、

自分の思いや感じ

まいました。ありがとうございました
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と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

そういう心を忘れてしまっているなぁ

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

『失恋』という作品がずっと心に残

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。
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、訴えかけるような作品があり、

自分の思いや感じ方をくぐらせながら見入ってし

まいました。ありがとうございました

（無記入 ３０代
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と感じられました。小学生の年代の画用紙の選択、常識にとらわれない表現（テープ、版画、ナ

そういう心を忘れてしまっているなぁ」と気付かされたと

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

という作品がずっと心に残

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

３０代 鳥取県東部）
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、そして自分の問題を社

訴えかけるような作品があり、
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と気付かされたと

同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

という作品がずっと心に残

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

鳥取県東部）

鳥取県東部）

。おおざっぱにかかれていると思いきや、こまかいも

鳥取県東部）

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ
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同時に、自分の学生時代にこのような教育を受けたかったなぁと思いました。のびのびとした現

場で、表現を否定されない、おかしいと感じず、劣等感におそわれない環境は子どもの頃の教育

には大切なことだと思います。作品一つ一つにその人が表現されていて、それに共感したり、考

という作品がずっと心に残

っています。きっと素敵な人が現れるよと伝えてあげたいですね。とても素晴らしかったです。

鳥取県東部） 

鳥取県東部） 

。おおざっぱにかかれていると思いきや、こまかいも

鳥取県東部） 

特に高校生の作品に感銘を受けました。その時期に特有の繊細な心がすごく表現されているよ

鳥取県中部） 

■初級部の子どもたちの絵が生き生きとしていて飽きない面白さを感じた。素材や描き方に独創

鳥取県外） 

■描いていて（描くことが）楽しいのだろうなと

思える作品が多かったように思いました。社会の

、そして自分の問題を社

訴えかけるような作品があり、

方をくぐらせながら見入ってし

鳥取県東部） 

才～）の作

「自分とは？」「社会とは？」「アイデンティティー」といった自らの存在価値を

書



９ 

 

字困難）に言わせると「日展や二科展と同じくらい価値のある展示」と言い、その素晴らしさに

息を飲んでいた。私も息子も障害があり、立場は違えども彼らの「生き辛さ」には共感できるも

のがある。その中にある明るい作品、力強い作品に心をいやされてもいるのだけれど。ありがと

うございました。                    （女性 ４０代 鳥取県東部） 

■以前に来た時にも感じましたが、絵は表現なのだと。いろいろなことを考え、感じていること

が、絵という手段を通して伝わってきます。私自身、考えたり、感じたりする力が弱くなってい

る気がします。もっと感性を大切に生きていかなくては・・・と思わせてくれました。 

             （女性 ４０代 鳥取県東部） 

■自分では想像もつかない絵がたくさんありました。子どもたちの考え方はすごいです。発想が

すごい、日本人よりすごい。大人になると想像が現実の事しか思えない所がさみしいです。人そ

れぞれ考えがあり絵に表現しているが、ほんとうにそれが正しいのか、答えを出すのはとても難

しい事だと思う。絵を見て日本人がいままでに行ってきた事は悪い事もあるが、戦争で日本が負

けていたら逆の事があったのではないかと思うことがある。  （男性 ４０代 鳥取県東部） 

■伝わってくるものが沢山ある、考えさせられるポイントの多い作品たち。それは初級部でも、

中・高級部でも同じようにある。内的必然性を強く感じさせる表現。ありがとうございます。 

（男性 ４０代 鳥取県東部） 

■良い絵で、良かったと思います。             （女性 ４０代 鳥取県東部） 

■『威圧感』（チョンサンオ？）には、人の弱さがよく表現されていた。『突破』（リムスフィ

？）には人・社会のしがらみがよく表現されていると思いました。 

                             （男性 ４０代 鳥取県東部） 

■素晴らしい作品展でした。以前、ボランティアで展示準備に協力させて頂いたことがありまし

た。テレビで紹介があったので来てみました。高級部の力作が多く大変興味深く鑑賞させていた

だきました。ありがとうございました。           （男性 ４０代 鳥取県東部） 

■初めてこの美術展に来ました。初等部から順番に高等部と見ていきましたが、人間の成長（感



 

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

自由に楽しく描いてなかったかも

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

でした。ありがとうございました。

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

本の子どもと朝鮮の子どもは発想力が違うと感じ

展示するのも面白いと思います。

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

した。                          

■個性的で面白い作品が沢山あり刺激を受けた。

■チョゴリ制服の歴史と未来展は

史が分かりやすく説明してあったので良

きました。どの作品も生徒たちの心のこもった絵

で感動しました。展示期間を

す。   

■個人的にいいなーと思った作品

『鳥のロボット

色』、리리리

       

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

自由に楽しく描いてなかったかも

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

でした。ありがとうございました。

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

本の子どもと朝鮮の子どもは発想力が違うと感じ

展示するのも面白いと思います。

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          

■個性的で面白い作品が沢山あり刺激を受けた。

■チョゴリ制服の歴史と未来展は

史が分かりやすく説明してあったので良

きました。どの作品も生徒たちの心のこもった絵

で感動しました。展示期間を

    （男性

個人的にいいなーと思った作品

鳥のロボット』、리리리

리리리さんの

                             

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

自由に楽しく描いてなかったかも

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

でした。ありがとうございました。

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

本の子どもと朝鮮の子どもは発想力が違うと感じ

展示するのも面白いと思います。

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          

■個性的で面白い作品が沢山あり刺激を受けた。

■チョゴリ制服の歴史と未来展は

史が分かりやすく説明してあったので良

きました。どの作品も生徒たちの心のこもった絵

で感動しました。展示期間を1週間にしてほしいで

（男性 ４０代 

個人的にいいなーと思った作品

리리리さんの

さんの『百人百色』

                      

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

自由に楽しく描いてなかったかも…と感じるほど

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

でした。ありがとうございました。       

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

本の子どもと朝鮮の子どもは発想力が違うと感じ

展示するのも面白いと思います。          

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          

■個性的で面白い作品が沢山あり刺激を受けた。

■チョゴリ制服の歴史と未来展は、制服の未来や歴

史が分かりやすく説明してあったので良く

きました。どの作品も生徒たちの心のこもった絵

週間にしてほしいで

 鳥取県東部）

個人的にいいなーと思った作品。서서서

さんの『講堂から見た景

『百人百色』でした。どの作品も素晴らしかったです。

                      

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

１０ 

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

と感じるほど、朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

            

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

本の子どもと朝鮮の子どもは発想力が違うと感じ、面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

          

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          

■個性的で面白い作品が沢山あり刺激を受けた。       

制服の未来や歴

く理解で

きました。どの作品も生徒たちの心のこもった絵

週間にしてほしいで

鳥取県東部） 

서서서さんの

講堂から見た景

でした。どの作品も素晴らしかったです。

                      

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

      

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

              

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          

       

でした。どの作品も素晴らしかったです。

                      

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

します。美術って素晴らしいですね。自分と向き合い、表現することに葛藤

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。

 （女性 ４０代

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

   （女性 ４０代

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

                          （男性 ４０代

       （女性 ４０代

でした。どの作品も素晴らしかったです。

                      （男性 ４０

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

れました。悪い揺さぶられ方では無くまた何かいろんな形で自分を表現したい、アウトプットし

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

葛藤しながら多感な時期

を過ごせるのは、人生においてとても大切で大きな宝となるんでしょうね。とても素敵な展覧会

４０代 鳥取県東部）

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

４０代 鳥取県東部）

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

４０代 鳥取県東部）

４０代 鳥取県東部）

でした。どの作品も素晴らしかったです。 

４０代 鳥取県東部

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

アウトプットし

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

しながら多感な時期

素敵な展覧会

鳥取県東部）

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

鳥取県東部）

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

鳥取県東部）

鳥取県東部）

鳥取県東部）

■一人一人の子どもたちの力強さと心の繊細さを感じます。小学生の子どもたちの発想力には、

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中

性の）を見ているようでした。自分の小学生時代、中学生時代を思い出し、自分の時はこんなに

朝鮮学校の生徒たちの絵に気持ちを揺さぶら

アウトプットし

たいと感じられました。また、いろんな視点で物事をとらえることの大切さも再確認できた気が

しながら多感な時期

素敵な展覧会

鳥取県東部） 

■さまざまな感性があると感じました。万国共通、芸術的感性が違うと思っていたのですが、日

面白いと思います。多国の芸術作品を集め、

鳥取県東部） 

■少しだけ先入観を持って見ました。普段、学生の絵を見る機会もほとんどありませんが、比較

する事なく純粋に芸術として見る事が出来ました。ふらっと立ち寄ったのですが楽しいひと時で

鳥取県東部） 

鳥取県東部） 

） 

、

びっくりです。私がこの時期にこんな絵の思いがあっただろうか。絵や題をみて感じました。中



 

学生になるとしっかりした思いがあって絵に対する興味も見えたり、絵が好きなんだろうなぁと

思うものもありました。高校生になると大人顔負けのダイナミックな発想とどんな時にこういう

すばらしい発想が思いつくのか、うまれるのか興味がわきます。たくさんの人に見て頂きたい作

品の数に感動です。

■表現の多様さが楽しく、感動しました。また、人というものを見極めようとする視点の

とても感じ入りました。

■固定観念にとらわれない自由な発想、躍動感、素晴らしいと思います。子供たちの“眼”を通

し、あらためて大人としての責任を感じます。

■今回初めてこの美術展を拝見させていただき、感動と自分が知らない世界がまだまだ多くある

ことを痛感しております。小学

いただき、それぞれの想いが胸に響いております。小学低学年ののびのびとした、自由に自分の

描きたいものを描いている作品から、高学年、中、高にあがるにつれ、ご自分の周りの実現を表

現しようとする作品に変化していくのが伝わ

り、自分自身に問いかけられているような気

持ちでした。高等学校の方々の作品には、こ

の世界の情勢に

十数年生きてこられて、どんな辛い想いをさ

れてきたのだろう…その想いをここまで力強

く表現されるパワーはどこからくるのだろう

…と平和ボケ？している私には目を覚めさせ

られる時間でした。このような作品が大きく広がっていくことが人権問題の解決のひとつに大き

く関わってくることと思い、私もこの存在を知らない方々の知らせていきたいと思いました。あ

りがとうございました。

■実物の作品をみるとものすごく

れた作品だということでしたが、一つ一つがとてもすてきな感性の感じられるものたちでした。

また、初級部から高級部までの作品が一気に見られ、子どもたちの成長を感じられたのも楽しみ

の一つになりました。来年も楽しみにしたいです。

学生になるとしっかりした思いがあって絵に対する興味も見えたり、絵が好きなんだろうなぁと
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■どの作品も、描かれた皆様の思いというか、心の叫びというか、ものすごいエネルギーが伝わ

ってくる。素晴らしいと感じました。次回（４６回）は松江だそうで是非観に行きたいと思いま

す。                           

■鳥取では身近に感じることはなかった在日朝鮮学生の存在を感じることができました。同じ人

間で、同じ学生で。いろんな表現があって、とても楽しく見ました。美術という表現で自分の今

を表しているんだなぁと感じました。

■時々すごく上手な作品があるが、全体的におどろおどろしいものが多く、明るい作品が非常

に少ないのはなぜ？病んでいるような人が多いのかな？とおもった。深いやみがみえた気がし

た。チョッパリ（

くらいけど。小学生はほぼ明るい作風が多く安心してみられた。

                    

（注 実行委員会

日本人に対する侮蔑表現

■初中級部の児童作品は子供らしく

未来に希望を感じさせる作品が多く

私の心が洗われる気がしました。高

級部のみなさんは、今置かれている

自身の現状を直視し、自身の内面に

あるものを表現している作品に感動を覚えます。社会に対する理不尽さを見事に訴えている素晴

らしい作品が多く出展されていることに、改めて在日コリアンの子どもたちが置かれている現実

を感じました。ありがとう！コマスミダ！

■初めて見せていただきました。小学校１年生から高校生までほんとうにバラエティにとんだた

くさんの作品を見ることができて興味深い体験をしました。何でできているのか思わず手を伸ば

して触れてみたいものもあり、画材も表現方法も自由でおもしろかったです。成長とともに内面

を描く作品が多くなり見ていて苦しくなるものもありました。それぞれの作品に物語があるよう

に感じられ、誰かと語りたくなるような（絵から語りかけられているような）気持ちになりまし

た。どれかひとつを選ぶことはむつかしいと思います。次にもう一度見たらまた新しい発見
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ました。継続して開催されるのを応援してい

ます。  

■急ぎ足で見ましたが、

感じることができました。私個人としては

を問わず子

■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

さんの人々が理解し合える世界を望みます。

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

よろしくお願いします。日本にない絵を楽しみにしています。

■最近の学生さんの美術にふれあう事はありませんが

絵があり驚きました。

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

い感じの作品が多いように思います。小学校低学年の発

■低学年の子

か、訴えている、伝えようとする事

■多くの作品の中には

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

ケの日本の子供とは異質の思考の激しさ、烈しさも同時に感じました。
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■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

         

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

よろしくお願いします。日本にない絵を楽しみにしています。 

■最近の学生さんの美術にふれあう事はありませんが、今回見せていただきお国柄とか？ち密な

                   

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

い感じの作品が多いように思います。小学校低学年の発想のおもしろさに感動します。

心にすぐ入って来ますが、高学年の絵には伝えたい事が多すぎるの

理解するのに難しく思いました。

差別や偏見、アイデンティティー等を深く自己洞察を試みる作品が見ら

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

ケの日本の子供とは異質の思考の激しさ、烈しさも同時に感じました。

■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

         （女性 ６０代

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

 （男性 ６

今回見せていただきお国柄とか？ち密な

                   （女性 ６０代

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

想のおもしろさに感動します。

（女性 ６０代

心にすぐ入って来ますが、高学年の絵には伝えたい事が多すぎるの

理解するのに難しく思いました。 

（女性

差別や偏見、アイデンティティー等を深く自己洞察を試みる作品が見ら

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

ケの日本の子供とは異質の思考の激しさ、烈しさも同時に感じました。 

（男性

■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

６０代 鳥取県東部）

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

６０代 鳥取県東部）

今回見せていただきお国柄とか？ち密な

６０代 鳥取県東部）

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

想のおもしろさに感動します。

６０代 鳥取県中部）

心にすぐ入って来ますが、高学年の絵には伝えたい事が多すぎるの

女性 ６０代

差別や偏見、アイデンティティー等を深く自己洞察を試みる作品が見ら

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

男性 ６０代

■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

鳥取県東部）

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

鳥取県東部）

今回見せていただきお国柄とか？ち密な

鳥取県東部）

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

想のおもしろさに感動します。 

鳥取県中部）

心にすぐ入って来ますが、高学年の絵には伝えたい事が多すぎるの

６０代 鳥取県）

差別や偏見、アイデンティティー等を深く自己洞察を試みる作品が見ら

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

６０代 鳥取県）

■画面いっぱいに表現された子供達の絵はみていてとても感動的でした。民族の壁をこえてたく

鳥取県東部） 

■すごい絵を見たような気がします。この発想が私にあればと思うとチョッピリ残念です。また

鳥取県東部） 

今回見せていただきお国柄とか？ち密な

鳥取県東部） 

■昨年も倉吉会場におじゃまして見せていただきました。圧倒されました。今年は少しおとなし

鳥取県中部） 

心にすぐ入って来ますが、高学年の絵には伝えたい事が多すぎるの

県） 

差別や偏見、アイデンティティー等を深く自己洞察を試みる作品が見ら

れ、大変興味深く拝見しました。描く力、描写力の優れた作品も多々あり感心しました。平和ボ

鳥取県） 



 

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

もていねいな仕上げで

い。                            

■４０〜５０

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

とかかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

（男性 ６０代

■皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

思います。とても勉強になりました。

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

（男性 ７

■孫もいませんので、楽しくみせて頂きました。

■大変良く書けていました。ありがとうございました。

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

ていねいな仕上げで

                            

５０年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

６０代 島根県）

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

思います。とても勉強になりました。

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

７０代 鳥取県東部）

■孫もいませんので、楽しくみせて頂きました。

■大変良く書けていました。ありがとうございました。

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

ていねいな仕上げで驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

                            

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

島根県）  

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

思います。とても勉強になりました。

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

鳥取県東部）

■孫もいませんので、楽しくみせて頂きました。

■大変良く書けていました。ありがとうございました。

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

                            

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

 

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

思います。とても勉強になりました。            

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

鳥取県東部） 

■孫もいませんので、楽しくみせて頂きました。

■大変良く書けていました。ありがとうございました。

１６ 

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

                            

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

            

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

■孫もいませんので、楽しくみせて頂きました。  

■大変良く書けていました。ありがとうございました。

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

                            

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。

（女性

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

            

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

      

■大変良く書けていました。ありがとうございました。    

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

                             （男性

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。

皆さん色々な個性出てとても良い作品。今の時代を上手に見ています。 

（女性 ７０代 

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

            （女性 ７０代

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。

 （女性 ７

 （女性 ７０代

■初級部の絵はみんな幻想豊

かでこの子たちの夢や希望、

優しさが、そして生きること

の意義すら大人たちにもひと

しく伝えてくれます。きわだ

つ色彩の美しさも格別。

（男性 

 

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

（男性 ６０代

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

アウトプットする力に心強い思いをするとともに、痛々しい心情にもなりました。 

  

 鳥取県東部）

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

７０代 鳥取県東部）

■力作あり、心打つ抽象画が何点かある。小学生の作品も良い物が有ります。                 

７０代 鳥取県東部）

７０代 鳥取県東部）

■初級部の絵はみんな幻想豊

かでこの子たちの夢や希望、

優しさが、そして生きること

の意義すら大人たちにもひと

しく伝えてくれます。きわだ

つ色彩の美しさも格別。

 ８０代 鳥取県東部）

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

０代 鳥取県）

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

      

東部） 

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

鳥取県東部）

                

鳥取県東部）

鳥取県東部）

■初級部の絵はみんな幻想豊

かでこの子たちの夢や希望、

優しさが、そして生きること

の意義すら大人たちにもひと

しく伝えてくれます。きわだ

つ色彩の美しさも格別。    

鳥取県東部）

■低学年のレベルでもとても力があります。個々にテーマ性が感じられてすごいです。どの作品

驚きました。毎年ゆっくりみたいと思います。これからもがんばって下さ

鳥取県） 

年前の自分の心象風景を時間を追って見ている様で不思議な、懐かしい様な思いに

かられました。希望や未来を見てムジャキな低学年の心象から、高学年から中学生頃の心の葛藤

かかえきれない情報、事象をどう処理していいか苦悩する姿がとても印象的でした。高校生の

      

■若々しい発想、のびのびとした表現、子どもたちの心のなかにある色々な思いを絵に表したと

鳥取県東部） 

                

鳥取県東部） 

鳥取県東部） 

        

鳥取県東部） 

  

                

  



 

■アートに国境はないし、ましてや在日ともなれば

あり方は同じものと思います、が？

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

思います。高いレベルの作品で驚きました。

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

という考え方も面白い。

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。

■毎回、迫力に圧倒されています。何か自分にも

にしております。

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

ー”あそべる所

■とても良かったです。子どもたちと紙ブロ

ック遊びに夢中になり楽しかったです。絵も

とても素晴らしく興味深かったです。ありが

とうございました。

■『numan

い水遊び』『

の牛丼』『

てよかった。

■１つ１つは

ろまで、描かれていて感動した。

■アートに国境はないし、ましてや在日ともなれば

あり方は同じものと思います、が？

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

思います。高いレベルの作品で驚きました。

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

という考え方も面白い。

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。

■毎回、迫力に圧倒されています。何か自分にも

にしております。             

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

あそべる所”があって良かったです

■とても良かったです。子どもたちと紙ブロ

ック遊びに夢中になり楽しかったです。絵も

とても素晴らしく興味深かったです。ありが

とうございました。

（女性

numanＡＩＤ』『

』『モンスタートロフィー

』『負けない必ず勝つ

よかった。   

１つ１つは、見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

ろまで、描かれていて感動した。

■アートに国境はないし、ましてや在日ともなれば

あり方は同じものと思います、が？

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

思います。高いレベルの作品で驚きました。

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

という考え方も面白い。                  

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。

■毎回、迫力に圧倒されています。何か自分にも

             

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

があって良かったです

■とても良かったです。子どもたちと紙ブロ

ック遊びに夢中になり楽しかったです。絵も

とても素晴らしく興味深かったです。ありが

とうございました。  

（女性 無記入

』『威圧感』『

モンスタートロフィー

負けない必ず勝つ』『

 （女性 無記入

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

ろまで、描かれていて感動した。

■アートに国境はないし、ましてや在日ともなれば

あり方は同じものと思います、が？ 子どもたちの感性の豊かさに驚いております。

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

思います。高いレベルの作品で驚きました。

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

                  

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。

■毎回、迫力に圧倒されています。何か自分にも

             

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

があって良かったです。

■とても良かったです。子どもたちと紙ブロ

ック遊びに夢中になり楽しかったです。絵も

とても素晴らしく興味深かったです。ありが

無記入 鳥取県中部）

』『侵食』『楽し

モンスタートロフィー』『オモニ

』『木の一族

無記入 鳥取県）

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

ろまで、描かれていて感動した。                

１７ 

■アートに国境はないし、ましてや在日ともなれば、

子どもたちの感性の豊かさに驚いております。

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

思います。高いレベルの作品で驚きました。         

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

                  

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。

■毎回、迫力に圧倒されています。何か自分にも…という気分にさせられますね。次回も楽しみ

                  

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

。          

■とても良かったです。子どもたちと紙ブロ

ック遊びに夢中になり楽しかったです。絵も

とても素晴らしく興味深かったです。ありが

鳥取県中部） 

楽し

オモニ

木の一族』全

鳥取県） 

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

                

、同じ社会で暮らしておる少年少女達の心の

子どもたちの感性の豊かさに驚いております。

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

         

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

                  

■独特なイラストが多くて、みていておもしろかったです。  

という気分にさせられますね。次回も楽しみ

      

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

          

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

                

同じ社会で暮らしておる少年少女達の心の

子どもたちの感性の豊かさに驚いております。

（男性 ８０代

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

         （女性 無記入

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

                  （女性 無記入

  （女性 無記入

という気分にさせられますね。次回も楽しみ

  （女性 無記入

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。

          （女性 無記入

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

                （女性

同じ社会で暮らしておる少年少女達の心の

子どもたちの感性の豊かさに驚いております。

８０代 鳥取県中部）

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

無記入 鳥取県東部）

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

無記入 鳥取県東部）

無記入 鳥取県東部）

という気分にさせられますね。次回も楽しみ

無記入 鳥取県東部）

■学生が描いたとは思えないレベルの高さ。心理がよく表れていると思いました。キッズコーナ

無記入 鳥取県東部）

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

（女性 無記入

同じ社会で暮らしておる少年少女達の心の

子どもたちの感性の豊かさに驚いております。  

鳥取県中部）

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

鳥取県東部）

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

鳥取県東部）

鳥取県東部）

という気分にさせられますね。次回も楽しみ

鳥取県東部）

キッズコーナ

鳥取県東部）

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

無記入 鳥取県）

同じ社会で暮らしておる少年少女達の心の

鳥取県中部） 

■鳥取には朝鮮学校はありませんが、学生達が抱える心情を察することが出来ました。心が見え

たように思います。ネットや情報社会での心ない言葉で心を大きく傷ついてしまうことが残念に

鳥取県東部） 

■国が違っても変わらない感性、国が違うから違う感性、いろいろあって面白い。小説もアート

鳥取県東部） 

鳥取県東部） 

という気分にさせられますね。次回も楽しみ

鳥取県東部）  

キッズコーナ

鳥取県東部） 

見るコトが出来なかったですが、パッと見、目にとまる絵を見ると、細かいとこ

） 



 

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

たとても刺激を受けまし

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

■数年前出雲で開催された時以来、

す。普段こうした美術展

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

ピーチが世の中に横行するような時代で

伸びと育っていってほしいものです。

■胸いっぱいです。

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。

■「追いかける」という

クトがあります。「

て好感をもちます。

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

たとても刺激を受けまし

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

数年前出雲で開催された時以来、

す。普段こうした美術展

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

ピーチが世の中に横行するような時代で

伸びと育っていってほしいものです。

胸いっぱいです。

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。

「追いかける」という

クトがあります。「

て好感をもちます。

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

たとても刺激を受けました。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

         

数年前出雲で開催された時以来、

す。普段こうした美術展 ―学生達の

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

ピーチが世の中に横行するような時代で

伸びと育っていってほしいものです。

胸いっぱいです。                          

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。

「追いかける」という楕円形

クトがあります。「13年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

て好感をもちます。      

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

             

数年前出雲で開催された時以来、２度目、違いました

学生達の― をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

ピーチが世の中に横行するような時代でとても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

伸びと育っていってほしいものです。          

                         

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。

楕円形のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

                 

１８ 

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

             

度目、違いました

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

          

                         

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

            

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

         

度目、違いました。倉吉も行きましたので

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

              

                         

■面白かった。一年生、二年生の絵が印象的だった。            

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

                   

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。

         （女性

倉吉も行きましたので

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

   （男性

                         

            

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

       

■構成やカラフルな色使いなど新しい発想にとても美しかったです。（女性 無記入

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自

絵を書かせてあげるといいのにと思います。本日、来てよかったと思いました。 

（女性 無記入

倉吉も行きましたので３度目になりま

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

（男性 無記入

                          （全て無記入）

            （全て無記入）

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

         （全て無記入

無記入 鳥取県）

■日本の小学生・中学生の絵とは全く違う。自由な発想の絵ばかりで見ていてとても楽しく、ま

た。子供達の発想は発想はとてもすばらしく日本の学校もこんなに自に

無記入 鳥取県）

度目になりま

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

無記入 島根県）

（全て無記入）

（全て無記入）

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

全て無記入）

鳥取県） 

ま

に

鳥取県） 

度目になりま

をあまり見る機会が無いので、とても楽しく鑑賞してい

ます。特に小学生の描くストレートなものに思わず笑いながら見せてもらっています。ヘイトス

とても腹立たしく思いますが、若者はたくましく、伸び

島根県）  

（全て無記入） 

（全て無記入） 

のキャンパスに大きな街の様子が描かれている絵、とてもインパ

年後の私・パティシエ」という絵、素朴な願いがとても素直に描かれてい

） 



１９ 

 

■鳥取県には朝鮮人学校が無いのに、この美術展に故仲野教授、故ニシオトミジ氏らがいくらか

力になっておられた由、何も知らずに今日まで過ごした事をして両氏に感謝するとともに隣国朝

鮮と今まで以上に仲良くすることを想う美術展でした。素晴らしい作品が多く、椅子に座り直し

て作品と対話しました。ありがとうございます。              （全て無記入） 

■丁寧に描き込んである作品に感心し、「どんな子（人）が描いたのかなぁ」なんて思いを巡ら

せながら見させていただきました。また次の機会を楽しみにしています。   （全て無記入） 

■いいえ（絵）でした。おもしろかったです。かわいいえ（絵）です。つみき（積み木）みたい

なのがたおれるからおもしろい。おしろ（城）ができた、でかいきりん（キリン）みたいにでき

た。でかいやつおもしろい。                       （全て無記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在日朝鮮学生美術展実行委員会

開会

在日朝鮮学生美術展実行委員会

２０ 

開会セレモニー

在日朝鮮学生美術展実行委員会

セレモニー 

在日朝鮮学生美術展実行委員会と山陰展実行委員会山陰展実行委員会  



２１ 
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