
第４６回在日朝鮮学生美術展 

松江展来場者感想集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期間：２０１８年２月１日～２月４日 

会場：島根県立美術館 

主催：在日朝鮮学生美術展山陰地区実行委員会 



 

「第４６回在日朝鮮学生美術展」松江展 名義後援団体一覧表 
 
「平成２９年度 島根県みんなで学ぶ人権事業 採択事業」 

【後 援】鳥取県、松江市、安来市、雲南市、出雲市、大田市、江津市、浜田市、

益田市、隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村、奥出雲町、飯南町、美郷町、川

本町、邑南町、津和野町、吉賀町、米子市、境港市、島根県教育委員会、松江市教

育委員会、安来市教育委員会、雲南市教育委員会、出雲市教育委員会、大田市教育

委員会、江津市教育委員会、浜田市教育委員会、益田市教育委員会、隠岐の島町教

育委員会、西ノ島町教育委員会、海士町教育委員会、知夫村教育委員会、奥出雲町

教育委員会、飯南町教育委員会、美郷町教育委員会、川本町教育委員会、邑南町教

育委員会、津和野町教育委員会、吉賀町教育委員会、米子市教育委員会、境港市教

育委員会 
 
公益財団法人 しまね国際センター、公益財団法人 しまね文化振興財団、国立大学

法人 島根大学、公立大学法人 島根県立大学、島根教職員組合（日教組島根）、連合

島根、自治労島根県本部、フォーラム平和・人権・環境しまね、島根県高等学校教

職員組合、島根県教職員組合、在日本朝鮮人総聯合会島根県本部、島根県人権教育

研究協議会、島根県隣保館連絡協議会、部落解放同盟島根県連合会、ＮＰＯ法人多

文化共生と人権文化 ＬＡＳ、島根県アンデパンダン展、一般財団法人 人間自然科

学研究所、公益社団法人 鳥取県人権文化センター、鳥取県人権教育推進協議会、公

益社団法人 鳥取県国際交流財団、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、在日本朝鮮人総聨合会鳥取県本部、鳥取県在日外国人

教育研究会、とっとり多文化共生市民の会（倉吉）、「あと一秒、の会」、人権パッチ

ギの会 松江、多文化共生みっくすさらだ 
 
中国新聞社、朝日新聞松江総局、毎日新聞松江支局、島根日日新聞社、山陰中央新

報社、共同通信社松江支局、新日本海新聞社、テレビ朝日松江支局、日本海テレビ、

ＮＨＫ松江放送局、TSK 山陰中央テレビ、ＢＳＳ山陰放送、中海テレビ放送、出雲

ケーブルビジョン、エフエム山陰、エフエムいずも 
（全８９団体） 
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第４６回在日朝鮮学生美術展覧会 松江展開催にあたって 

平成３０年２月１日 

 

「第４６回在日朝鮮学生美術展」松江展実行委員会 

代表世話役 渡部通恵 

世話役 杉谷 肇、櫃田 勉、芦原やすえ、中尾隆義 

 

この在日朝鮮学生美術展覧会は、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４６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、

４３回は出雲市、４４回は浜田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

姿を知ることだけではなく、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、島根県、鳥取県の市民や団体に呼びかけ、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８９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。 

 

この美術展が、松江市及び島根県民の「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。 
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第４６回在日朝鮮学生美術展覧会 松江展によせて 
 

朴 一 南（在日朝鮮学生美術展 中央審査委員長） 

島根県立美術館にて今年で１０年連続１１回目の開催となる山陰地域での在日朝鮮学

生美術展覧会（学美展）松江展をお祝い申し上げます。 

宍道湖の畔に立つここ島根県立美術館では前回４２回展から 4 年目今回二回目の開催

となりました。 

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島根

県立美術館、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４６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、既成の枠からはみ出し追い求めた想定外の作品が生み出される事を

期待しています。 

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一堂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松江展では、今年度全国のウリ

ハッキョから寄せられた１１,３１６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６００点の全国巡回作品、それに兵庫県下の幼稚園児の選抜作品と立体作品、岡山朝

鮮初中級学校の作品が展示されます。 

なお、今回生徒によるギャラリートークやミニ講演など多彩な催しも組まれています。 

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。 
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感 想 集 
 

■「かわいいいもうと」がすごかったです。（９歳 松江市） 

 

■みんな、すごく上手でびっくりしました。私もこんなふ

うにかけるようになりたいです。（１０歳代 松江市） 

 

■おもしろかったです。楽しかったです。“偽繕”（１１歳 

松江市） 
 
■１つ１つのさくひんがこせいゆたかだった。（１０歳代 

県内） 
 
■初級部４学年の「空と地面のひこうき」がカラフルなの

でふつうのひこうきとちがって、とてもきれい。「私がか

よう通学路」がすごくこまかいとこまでかいてあってよう

すがよくわかる。「思い出のつまったランドセル」のふた

の内がわまでかいていてランドセルっぽくみえる。「ゆめ

のなか」で……の中のがらがすごい！（１０歳代 松江市） 

 

■いろんなえがあってすごくたのしかったです。あと２学年がはみだしてて、すごくはみだ

しているところがすごかったです。あとわたしは、こまかくかかれている５年生がかいたま

ちがすごくてよかったです。ダイソーとかいてんずしスシローかっぱずしを、まよっている

ひとのゆびをさしているところもこまかくてよかったです。六年生のたんぽぽのさくひんと

か、たんぽぽが１つずつはなればなれになるところもすてきでした。はりがねのさくひんも

とてもすごかったです。学年ごとにえもすてきでした。かきごおりもほんもののかきごおり

みたいにシロップもかけておいしそうでした。（１０歳以下 松江市） 

 

■ほいく園からだけど、ほいく園のえんじでも、上手に書けていました。どこかとゆうと「色

もきれい」でよかったし、目、鼻、口がちゃんと書けていてちゃんとわかっているな～と思

いました。上きゅう生の人も、わたしだったら、いじめはダメていうのが伝わってきました。

うしろから見ても、色があざやかでよかったです。その理由はたぶん色をかさねぬりをして

いたからだと思います。ぼう人間でも、1 つ 1 つちゃんと書いていてすごいなと思いました。

1つ 1つかいていくことで、それでも、いん象が伝わってきてぼう人間でも、1つ 1つ書くと、

いろいろいんしょうが伝わってくることがわかりました。次からわたしはこうゆう絵をかき

たいです。（１０歳以下 県内） 

 

■すごく、はくりょくのあるさくひんがあっておもしろかったです。（１０歳以下 松江市） 

 

■インパクトがあってすごかった。（１０歳代 米子市） 
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■ユニークな物もたくさんあって、おもしろかったです。あと、どれもすばらしくて、よか

ったです。そして、紙ひこうきはとても大きくてびっくりしました。写真とかはとてもきれ

いにとれていた。すごいなと思いました。（１０歳代 松江市） 

 

■特に一番楽しかったのは、「偽繕」の作品です。こまかいところまで絵がかかれているのを

見て、すごいなと思いました。どれも印象に残りそうな作品がたくさんありました。 （１

０歳代 松江市） 

 

■「たんぽぽのたね」がすごいと思いました。「ちしきのほうかい」と「しゃかいてきたいこ

う」の人絵うまい。「あしたのわたしへ」の人も上手い。「その日がくれば」の人の集中力え

ぐっちい。「個毒」おもしろい。全体的にすごいと思います。でも社会に反感しすぎて逆にす

ごいけど……中学生とか高校生とは思えない感じでした。 （１０歳代 松江市） 

 

■それぞれの作品に個性がでていておもしろいなと思いました。 （１０歳代 県内） 

 



5 
 

■どの作品もていねいに書かれていてとても良かったです。またそれぞれにこだわりや意味

があってとてもよかった。（１０歳代 県内） 

 

■一人一人独特で、とてもおもしろかったです。それぞれの違った雰囲気や色さいを見て、

こんな絵もあるのかと知ることができ、良かったです。 （１０歳代 県内） 

 

■２階の写真展より面白かった。（無記名） 

 

■ミサンガがすごかったです。それぞれの作品に、想いが込められていたと思います。国境

を感じず、「アート」でつながるということは、とてもよいことで、社会をよくする第一歩に

なると思いました。 （１０歳代 県内） 

 

■日本では、他の国でつくられた作品を見るきかいは、なかなかないけど、他の国の人がど

ういう気持ちで、作品をかいたか、わかったので、よかったです。（１０歳代 松江市） 

 

■初等部の絵の描き方が、私たちが昔描いていたものと似ているところを感じました。でも

皆独創性が素晴らしく、当時の私には絶対思いつかないだろうと思います。作風だけでなく、

作品自体の形や、画材の工夫に驚きました。画面（紙）の上に作品が描かれているというよ

り、その紙そのもので１つの作品になっていて、とても心ひかれました。一人一人の感性が

形に表れていて、完璧に理解することはできないけど、ただただ感動するばかりです。「型」

にはまっているものが一つもなくて、本当に表現したいことを皆表現した結果（皆感じてい

ることが違うということ）なのだと思いました。印象にのこった作品はいくつもあって三つ

選びきれません。（１０歳代 松江市） 

 

■私自身が全く思いつかないような構

成、アイディアでどの学年の人たちも描

いていて、本当にすごいと思いました。

高学年になるにつれて独創的で、なんな

んだろうという作品も多くあったよう

に思います。高校生の描いた作品の説明

を見て納得する作品もあり、本当に考え

てつくられているんだなと思いました。

（１０歳代 松江市） 

 

■色づかいの鮮やかさがすばらしいなと思いました。（１０歳代 倉吉市） 

 

■作品をよく考えて配置しているところが良かったです。ユニークな作品がたくさんあって

おもしろかったです。（１０歳代 松江市） 
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■年を重ねる毎に子供達の作品の印象や味わいの違いを感じることができました。（２０歳代 

松江市） 

 

■年齢ごとのテーマの違いを感じました。（２０歳代） 

 

■僕は姫路（兵庫）から来たんです。この松江で生まれ育った人です。在日コリアンの非常

に少ない県ですが、それでもここで展示するのはとても素晴らしいです。これからも輝くア

ートでがんばってください。감사합니다（ありがとう）☆（２０歳代） 

 

■子どもらしい色づかいや表現があり素敵でした。（２０歳代 松江市） 

 

■マスキングテープを用いたセンスある作品が好きです。学生ならではの心のカットウを描

いた作品には懐かしさのようなものを感じました。（２０歳代 松江市） 

 

■どの作品も自由で堂々と胸を張って作られた力強さを感じた。メッセージが強い。（２０歳

代 県外） 

 

■かわいらしい絵柄でありながら非常に深い題を表そうとしているのものが多くて感心しま

した。自分もよく絵を描きますが、今回の美術展に参加して創作意欲がわきました。ありが

とうございました。（２０歳代 県内） 

 
■２年前に１度倉吉展に参加して今回で２回目

になります。高校生になると作品から感じるも

のに毎回圧倒されます。作品から自分を問われ

る気がします。これらを作った人がまだ１０代

の子たちなのかと思うと彼らが向き合っている

ものの大きさというか、厚みというか、重みを

感じます。タイトルと下にある作品の紹介文に

も毎度のことながら、考えさせられることが多

いです。審査会の方にも１度足をはこんでみた

いと思います。ありがとうございました。（２０

歳代 鳥取県） 
 
■知人の紹介で見に来ました。中級部の作品のテイストが初級部とまるで異なっている点が

驚きでした。圧力、孤独、のような“暗い”テーマが多いように見受けられたためです。あ

とここで「屋台部」の写真を見れて嬉しかったです。（２０歳代 松江市） 

 

■学校で教員をしています。子ども達が自由な発想で作り出した作品達、とても楽しく拝見

させていただきました。中にはキャプションにハッとさせられるものもあり、胸打たれる展

示でした。今後もより一層のすてきな創作活動を続けて下さい。（２０歳代 県内） 
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■小・中・高、いずれも思想・精神・警告に関わる内容が多い印象を受けました。そんな作

品の中で「睡眠不足の私」が特に印象的でした。「自分を客観的に見れているのに解決できな

い」という点に非常に共感を覚えました。（２０歳代 県外） 

 
■どの作品も子供たちの想いが詰まっていて、その想いが伝わるような良い作品だった。全

体的に色彩豊かで、表現も豊かで、感動した。（３０歳代 県内） 

 

■幼児では自分の表現を行った作品が多く、普段

私たちがよく見るものと同じでした。ただし、高

学年になるに連れて、大人の事情や社会情勢に苦

しめられている様子が伝わってくる作品が多く、

心を傷めました。※日本の高校生が描く作品にこ

んな感情を抱いた事はありません。 表現力のあ

る作品になればなる程、その苦悩が伝わって来た

ように思います。国の違い、生まれの違いは個性

として有って良いものと思いますが、それがきっ

かけで子供たちが苦しむ事のないように、大人達

一人一人の正しい行動がとても重要なのだと改め

て感じました。個性を認め、差別や偏見のない世

の中になればと考えています。「差別や偏見を無く

そう」とううったえる作品展ではなかったかもし

れませんが、作品を見て、子供たちが苦しんでい

る様子を感じる事が多くあったので…… （３０

歳代 松江市） 

 

■なにげなく立ちよりましたが、未成年（高校生）のこまかな色づかいに圧倒されました。 

（３０歳代 松江市） 

 

■様々な作品があり、興味深く見ました。子どもたちの作品に心が洗われるようです。 （３

０歳代 県外） 

 

■どの作品も個性があり、素晴らしい作品だと思いました。絵については、思春期の心のか

っとう（心の内側）のようなものが表現されているように思いました。心つかいもよく、デ

ザインもよかったです。（３０歳代 県内） 

 

■こわかったです。４歳の娘にはこわかったようです

が、みんな上手でおどろきました。 （３０歳代 県

内） 

 

■とてもメッセージ性のある絵が多いと感じた。幼稚

班や初等部の子供たちが描くものも、その年の子が書

きそうなイメージより大人っぽい絵が多いと思った。
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朝鮮学校に通う子供たちと日本人の小学校に通う子供たちで環境とかの影響がどれほど違う

のかは想像するしかないけれど、自分の生まれた国で生きていくというだけでも大変な世の

中で、外国で生きていくこと、というのを考えるきっかけになった。考え表現する力がすご

いと思った。考えたり表現するのに学齢は関係ないと思った。（３０歳代 県内） 

 

■どの作品のみなクオリティーが高く大変感銘を受けました。印象に残った３作品はどれも

心響くものでありました。全国から作品が集められることは、非常にまれだと思います。次

回松江展も楽しみにしております。（３０歳代 県内） 

 

■今回、様々な「出会い」と「流れ」があり、松江展にお伺いしました。受付の辺りで先生

方とお話させて頂いた様に、展示展覧の場を歩きながら一人一人のイマジネーションが訴え

かけてくる「目に声が響く」ようなその体験は大変貴重なものでした。今後もこの「学美の

場」が「日本」の公共の場で続くことを願っています。又、先生方との再会を楽しみにして

います。本日は有難うございました！（３０歳代 県外） 

 

■いろいろな作品を見させて頂きました。ありがとうございました。（３０歳代 県内） 

 

■印象に残ったものを３つ選びきれないくらいすばらしい表現力と発想に感動しました。 

 ・「確信」神戸朝高２年 想いと表現に涙が出ました。 

 ・「その日が来れば」神戸朝高２年 自由に表現する子、それを受けとめ持ち上げてやる先

生の愛。社会に対する想いにあふれていました。（３０歳代 松江市） 

 

■子どもがふれることの出来る作品で良かったです。つみあげたり、サイコロのように転が

して遊んでいました。キャンバスの下にキャンバスがあり、下の絵の全体を見てみたかった

です。（３０歳代 松江市） 

 

■一枚一枚の作品にそれぞれの想いが込めら

れており、感情に訴えかけるものや深く考え

させられるものやさまざまでした。特に高級

部に関しては特に自分自身と照らし合わせる

ような内容もあり、いろいろ考えさせてもら

いました。少年、少女とは思えないすばらし

いものが多々あり、非常に有意義な時間とな

りました。（３０歳代 県内） 

 

■自分を表現するという力が、たくさん伝わ

ってきました。どれもが個というものを見つ

めているのがわかります。明るい表現が少な

いような気がしましたが、時代なのか宿命なのでしょうか。（３０歳代 松江市） 

 

■いろいろな材料を使って、自由に表現されているところがすてきだと思いました。（３０歳

代 松江市） 
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■色づかいが豊かでタッチも細かくハイレベルで驚きました。中級部の作品にはショッキン

グというかギクリとするタイトルも多く、生徒の心の“やみ”を見たかのようでした。（３０

歳代 県内） 

 

■個性あふれる作品が多かったです。（３０歳代 県内） 

 

■表現力が豊かで見ていて飽きがこないと感じました。（３０歳代 県内） 

 

■高学年になるにつれて、闇の深さを感じる。中々日本人にはない発想があり、心に「やみ」

を感じる。（３０歳代 松江市） 

 

■カラフルな作品や細かく表現されている作品が多く、見ごたえがありました。（３０歳代 

県内） 

 

■個性的な作品ばかりで見ていて楽しかったです。映像作品は学校で作ったことがない世代

なので学生さんが作っているのを見て新鮮に思いました。表現できるツールが増えていくの

は面白いですね。（３０歳代 県外） 

 

■様々な表現手法が見れておもしろかった。環境によって違う価値観は、心を動かされるも

のがあります。（３０歳代 松江市） 

 

■個性あふれる作品ばかりで、大変印象に残る展示会でした。（３０歳代 松江市） 

 

■色彩がとても豊かで、自由な発想で描かれていて“スゴイ！！”と思いました。画用紙か

らはみ出している作品が多く、おさまり切らない感情がよくあらわされているなあと感じま

した。とても感動しました。ありがとうございました！（３０歳代 松江市） 

 

■幼稚園児の愛らしい表現に知らず知らずに笑顔

になりました。印象的な作品が沢山ありました。

美術部の学生達の作品に感動！（３０歳代 県外） 

 

■いろんな絵があってそれぞれいろいろな良さが

あり、勉強になりました。（３０歳代 県外） 

 

■子どもたちの絵を見るのは楽しかったです。大

人に近づくにつれ色々な想いを持つのだなぁと思

いました。（３０歳代 県内） 

 

■絵画から造形作品まであり幅広く楽しませてもらいました。（３０歳代 松江市） 

 

■戦争や悪に対する展示も見られて、日本だとあまり選ばれない作品だと感じました。選ば
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れないのか、そういう表現を日本人は表立ってしないだけなのか・・・。ストレートな感情

が伝わってくるような作品が多く３つだけ選べませんでした。（３０歳代 鳥取県） 

 

■どの作品もとてもすばらしかったです。自らの中の感情にいつまでもするどく向き合いな

がら傷や、いたみや、喜びや、むなしさや・・・。様々感じながら生きていきたいと私も思

えました！美しい時間をありがとうございました！（３６歳 松江市） 

 

■今日の美術館の中で一番面白かった。感受性の強さを感じた。自由な表現が素晴らしかっ

た。とにかくすごい！！好き。子どもたちがいちばんすごい。（３６歳 出雲市） 
 
■日本人の学生にはないパッションがあると感じた。（４０歳代 県内） 
 
■カラフルな作品が多く、表現の豊かさを感じました。さまざまなことに悩んでいる様子も

感じとりました。（４０歳代 松江市） 
 
■初級部２学年さんの作品の色使いがとてもすてきでした。“海に雨が降った”“花火”“とて

もおそろしい日”等とてもキレイな色でした。皆さん細かくてよかったです。（４０歳代 県

内） 

 

■たくさんの作品でびっくりしました。 （４０歳代 県内） 

 

■朝鮮の文化と日本の文化がミックスしている視点でおもしろかったです。感情という視点

はどんな人も共通であるなと思ったことと“賞味期限”というおわりのあるものを固めてし

まうことで人の感情の“賞味期限”のなくなりづらさを表現していてすばらしい。ユニーク

な表現だと思った。（４０歳代 県外） 

 

■全作品、自分の思い、発想、夢がつまった作品だと思います。（４４歳 県内） 

 

■素敵な作品ばかりで感動しました。また

高学年にあがるにつれ作品にメッセージが

強く込められており感動しました。ありが

とうございました。（４０歳代 県内） 

 

■大きなミサンガの作品がとてもすばらし

いと感じました。自分を見つめ表現する事、

何も感じないところから何かを知りたいと

思う様になった時間がとても良く伝わって

きました。（４６歳 県外） 

 

■発想のおもしろさに興味をもちました。

人間の内面を表現したことに関心しました。自分のおかれた環境をしっかりと見つめ、そこ

からどう生きるかを問いつつ生を表現する姿はとてもすばらしいと思いました。これからも



11 
 

生徒さんたちの作品を多くの人にみてもらえるようがんばってください。（４０歳代 県内） 

 

■中級部の作品が力があった。また島根でやって下さい。（４０歳代 県内） 

 

■年齢に応じた表現について先生方がわかり易く説明してくださりよく理解できました。子

どもの絵の見方が変わりました。（４０歳代 松江市） 

 

■展示会の話は聞いていましたが想像をはるかに超えていました。私達が学生の頃は絵にす

る題材からテーマまでほとんど決められ時間も決められていたのでうらやましい気もします。

絵が好きなので小さい頃から自由に描けて、才能も伸ばせるし、きたえられるし良いですね。

発想もずば抜けて面白かったり、考えつかない事も本当に素晴らしい。日本人同士でもいじ

めがあり、分かり合えるのは友だちでも難しいのに色々な想いを感じるし切ないし、言いあ

らわせませんが励みにもなります。友だちも誘いたいと思います。本当に素晴らしいです。

ハガキとか何かに出来たら欲しいくらいです。（４３歳 松江市） 

 

■全体的に力強さを感じる作品が多く、「生」が伝わります。（４０歳代 県外） 

 

■毎年楽しみにしています。（４０歳代） 

 

■初３年生ぐらいから、描きこみの丹念なイラストのような作品が出てくる。中学では、強

烈なテーマをもった作品が多い。どちらも日本の子どもがあまり描かないもので、面白く興

味深く観ました。（４０歳代 松江市） 

 

■同じ国内に住んでいるので応援したいと思います。子どもが色々な感性をもって成長して

いく。大人が力を合わせて取り組めたらいいなと感じました。（４０歳代 県外） 

 

■皆さん力作で、どれも色使いがすてきでした。（４０歳代 松江市） 

 

■色使いが多様で、テーマも斬新なものが

多く楽しく拝見しました。人に勧められて

来ましたが、いろいろな感情を抱くことが

出来、刺激を受けました。（４０歳代 松江

市） 

 

■子どもは世界共通なかんかくで物事をみ

てると感じます。戦車がいちばん感心しま

した。（４０歳代 松江市） 

 

■すごくハイレベルな絵画だと思いました

（高等部）。どこの国の子供達も同じ感性を

持っているんだと思いました（幼稚園部）。（４０歳代 県内） 
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■様々な年代の絵を拝見しました。在日とうたっていなければわからないですが、年代が上

にあがる程、メッセージが込められている作品が多く、日本での差別をうけている心内があ

らわれていたように思いました。（４０歳代 松江市） 

 

■子供たちが、自由なテーマで自由に絵を描いたり、作品を作っていることにおどろかされ

た。発想が豊かで、作品につけている題名もすごく個性的であった。作品の中には考えさせ

られるテーマもいくつかあり、とても興味深かった。来年もまた見にきたいと思いました。（４

０歳代 松江市） 

 

■みんな色々な考えを持って、書いているなと思いました。私にはない能力なので、すばら

しい作品で感動しました。（４０歳代 県外） 

 

■平和を願っています。北と南が仲よくしてほしい。作品は日本の子供と同じアジア人だと

感じました。（４０歳代 松江市） 

 

■日本の学校では、既に存在しているもの、人物や建物、風景を描写する授業的内容であり、

今回の美術展の作品のように自分で考えたり、思ったこと、イメージしたことを絵にするこ

とはありませんでした。こうした感覚、体験というのは一朝一夕では身につかないことです

し、幼少期から、こうした経験を積める朝鮮学園の生徒さんの感受性が豊かなことが理解で

きる作品でした。どうもありがとうございました。（４０歳代 松江市） 

 

■今年の作品が全体的にマイルドな作品が多かった？ でも、日本の学生の絵とくらべて、

個性があると思います。（４０歳代 県外） 

 

■いろいろな作品があって楽しめた。（４０歳代 松江市） 

 

■色使いもあざやかで綺麗でしたし、描か

れている絵も立体作品も丁寧で詳細に描

かれていて素晴らしいと思いました。とて

も表現力もあり一人ひとりの個性が現れ

ていると感じました。（４０歳代 松江市） 

 

■初めて来ました。見ていてワクワクしま

した。エネルギーがあふれていて、どの作

品もよかった。３つではたりない！ もう

１つ気に入りました。尼崎朝鮮中級学校初

級部２年 世界で一番はやい戦闘機（４０

歳代 県内） 

 

■小さな子供達の作品は純粋そのもの。うちの子もこんな絵を描いていたなあと微笑ましく

鑑賞しました。年令が上がるにつれ、自分の内面と向き合ったもの、差別等の人権に関わる

ものが増え、作品を通して彼ら彼女らの思いがほとばしって表現され、痛い気持ちで鑑賞し
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ました。若い頃は東京に住んでおり、朝鮮学校（？）の可愛らしい制服を単純に羨ましく見

ていました。悲しいことの多い時代ですが、国や人種など超えて皆が仲良くなれる平和な世

界になればいいなと心から思いました。良い作品を見ることができて感謝です。 （４０歳

代 県内） 

 

■どの作品も気持ちがこもっていてとてもそれが伝わってきました。（４０歳代 松江市） 

 

■初めて見に来ました。一つ一つの作品に思いがあり、言葉として書かれてありよくわかり

ました。色合いも明るい色もあれば暗い色もありよかったです。また見に来てみたいです。

作品もダイナミックでした。（４０歳代 松江市） 

 

■子どもたちの作品をこれだけ見ることはあまりないので、色々な感性の作品を見ることが

できてよかったです。（４０歳代 松江市） 
 
■今後もますます頑張ってください。（５０歳代 県内） 

 

■年齢が上がるにつれて内省的な作品が多くなっていくのが面白かったです。（５０歳代 県

内） 

 

■幼稚班の作品はどれものびのびと描けていて、すばらしい！（５０歳代 県外） 

 

■とても、個性的でおもしろかったです。特に小学校入学前の子ども達の作品が興味深いで

す。（５０歳代 県外） 

 

■実際に見るとみんなすごい！！の一言です。私がこの時代にこんなに描けてなかったと思

うので、びっくりしました。小学生でも、とてもち密で色彩感覚も素晴らしく、３点選ぶの

が難しかったです。手元に置いて飾りたいと思いました。（５０歳代 県内） 

 

■作品にそえられたメッセージが深く心に残りました。差別もなくしたい、戦争もなくした

い、平和でありたいと願う気持ちはみんな同じです。未来を担う若い人たちに、よりよい社

会を築いてほしいと。そのために今できることをやっていきたいと思いました。（５０歳代 

県外） 

 

■たまたま鑑賞させていただきました。昔、学生

時代にある都市で、通学の電車に毎日朝鮮学校の

女子学生と乗りあわせていました。そのかわいら

しい姿を思い出しました。高校生の作品は圧倒さ

れるほどのものでした。（５０歳代 松江市） 

 

■それぞれの思いが作品に描かれて、どの作品も

すばらしかったです。時間があまりなく残念です。

（５０歳代 県外） 
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■幼稚園、小学生の作品は発想豊かでかわいらしいなと思いました。中高校生の作品になる

と迫力があるものも多く、特に高校生はいろいろもがき苦しみながら自分さがしをしている

のだなあと感じました。メッセージ性のある作品で感心しました。（５０歳代 県外） 

 

■初めて見させていただきましたが、色使い、構図、アイデア等とてもすばらしい作品ばか

りでした。（５０歳代 県内） 

 

■意外性のある作品も多々あり、不思議な感じもした。色彩がきれいな作品。意味深さを感

じる作品。（５４歳 松江市） 

 

■深い思考と想いが作品を形づくる。そのパワー、エネルギーを感じました。（５０歳代 県

外） 

 

■小学生くらいまでは日本の子と同じように見えるけど高校生になるにつれ恐い絵が多く、

暗くドキドキしました。日本に住んでいても・・・少しさみしい気もします。（５０歳代 県

外） 

 

■細部まで描ききろうという思いが強いと感じました。また、メッセージ色も濃い。発想が

豊かですね。（５０歳代 松江市） 

 

■若い人たちのストレートな表現には、胸を打たれました。（５０歳代 松江市） 

 

■高学年になると差別、人権と言ったテーマが出てくる。又、低学年は自分の将来や、今夢

中になっていることを素直に表現している。どちらも素晴らしい！（５０歳代 県内） 

 

■年長になるほどさすがと思えました。（５０歳代 県外） 

 

■前に観た時に比べて作品が刺激的でなく

なった様に感じた。今回は現代の風潮かビデ

オ作品に見入った。絵画以外の作品が写真と

かで、本作品の展示がないのが残念だった。

（５０歳代 松江市） 

 

■子供の発想、着眼点が面白かった。東京朝

鮮中高級学校、高級部３年生「絡」の作品が

一番印象的でした。（５０歳代 県外） 

 

■幼稚園生でタイトルがマル、初等教育でがいこつなどテーマの自由さに驚きました。作り

方も自由ですね。画一性が強い日本の公立ではおよそ考えにくい怪物のテーマが多いのは、

不安な心理から来るのでしょうか？（サメが入ったりするので） それともキャラ好きなの

でしょうか？ もし前者ならば気になるところです。人間や地球のテーマは国にとらわれな
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いところを感じ、社会と関わらせるその視点を持ちたいと思いました。中等部では差別にＮ

Ｏをつきつける作品が目立つようになるのも胸が痛み、できることを探したい。何かしら差

別を受ける人（女性、性的少数者、障がい、民族ｅｔｃ）こうした差別をなくす努力は皆で

できると思う。この作品を通して日本は主に公立の学校を通じていかに個性をおしつぶして

いるのかよくよくわかりました。もと教職としてその片棒をかついでしまったことをくやみ

ます。お願いとして、ハングル文字がわからないためパンフレットか訳があるとありがたか

ったです。（５０歳代 松江市） 

 

■学年別の展示形式で今日テーマを中心に見ました。初級部・幼稚園以下では家族や身近な

出来事。中級部に入ると自己の内面、友達。高級部になると徐々に社会との関係とテーマが

移りゆき、人間の成長の過程が見られておもしろかった。（５０歳代 松江市） 

 

■どの作品も自分の想いを一生懸命に表現しようとする気持ちが伝わってきました。（５０歳

代 県外） 

 

■若い才能あふれる人々の絵を見るのは勉強になります。色がカラフルであり、創作の際の

アイディアが大変参考になりました（美術教師です）。モデリングペーストの存在を知りまし

た。デビッフェが好きなので自分で使ってみようと思います。今日はありがとうございまし

た。自分の作品はＹｏｕＴｕｂｅにのっています！ Type"watamu0103"です！（５０歳代 松

江市） 

 

■すばらしい作品ばかりでした。とくに、高校生の作品からは強いメッセージが感じられま

した。（５０歳代 県外） 

 

■子供の作品展にしては深刻なテーマが多いと思いました。もっと生き生きした初級部のよ

うな作品が見たい。（５０歳代 松江市） 

 

■ アートに国境はないですね。（５０歳代 

県外） 

 

■職場のポスターを見て来ました。松江にも

昔、朝鮮学校がありましたが、無くなり遠い

存在になりました。日本がかつて米国で味わ

ったように（日系人）、国家間の対立があっ

ても、市民（在日の人）がこの国で苦しむこ

とがないようにせねばならない・・・。若者

の絵を見てそう思いました。 プロジェクタ

ーの動画、いい感じでした。（５０歳代 松

江市） 

 

■幼稚班の子ども達の絵がのびのび楽しく描かれていたと思います。この今の新鮮な感性を

いつまでも大切にしてほしい。（５０歳代 県外） 
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■各々の作品が色々な発想で描かれており、各々すばらしかった。（５０歳代 県外） 

 

■年齢が上がっていくにしたがって作品の質も上がっていっているし、自由に描いてあった

り、作っているので自分自身の絵の観点が変わりました。訴えたい事を上手に表現されてい

て感動しました。（５０歳代 松江市） 

 

■自分を表現できること、何かを伝えること、自分以外の人の存在を感じました。（５０歳代 

県外） 

 

■私はほとんど美術に接することのない素人なのですが今回の多くの作品にはかなり強い思

いを感じました。すばらしい展示会と思います。今後も各地での展示の機会があればと思い

ます。発想の自由さにおどろいています。（５０歳代 県内） 

 

■重たくて難しいことを軽々と表現されている。今の時代を憂えないでほしい。（５０歳代 

松江市） 

 

■歴史的な背景をかんがえさせる深いものがあった。日本人の子にはなかなか表現できない

のでは？ ユニークである。（５０歳代 県内） 

 

■日本の子ども達と全く変わらない、すばらしい子ども達の感性の豊かさを感じた。子ども

は国境を越えてすばらしいという思いに変わりはないと改めて感じた。ありがとうございま

した。（５０歳代 松江市） 

 

■初めて見させていただきましたがどの作品もすばらしかったです。思わず笑ってしまう作

品から高校生の作品は考えさせられる作品が多くありました。（５０歳代 松江市） 

 

■色彩がとてもキレイ！独特な発想、日本人にない着眼点の絵画があってとてもおもしろく

見せていただきました。（５０歳代 松江市） 

 

■皆さん、とても発想が自由で楽しく拝見しました。

時代の流れでしょうか、まだ幼稚園児くらいのお子

さん方の作品には自分も同年代の頃に描いていた

ものと同じような絵をたくさん見つけました。中学

生時代に広く世の中や世界情勢に関心をを持って

描くなどということは考えられませんでした。現代

の十代の方たちの有り方とは本当にすごいと思い

ました。ありがとうございます。（５０歳代 松江

市） 

 

■子どもたちはいつの時代もすばらしい表現者 アーティストだと思います。順位などとうて

いつけられない素敵な作品ばかりでした。（５０歳代 松江市） 



17 
 

 

■学年が上がるにつれて問題意識の高さがそのまま作品につながっていて強いインパクトが

ありました。（５０歳代 松江市） 

 

■初めて美術展を見ました。みんなのいろいろな作品があり良かったです。（５０歳代 県外） 

 

■熱心に描いている生徒さん達の姿を想像しました。展示会の雰囲気が少し「重く」感じま

す。若さのある展示の工夫があると、もっと良かったかもしれません。（５０歳代 松江市） 

 

■想像力豊で美しい作品の数々に心がいやされました。日本社会においてマイノリティーと

して生きにくい存在としての気持ちがあらわれている中高生の作品は胸をうつものがありま

した。日本の多くの皆様に朝鮮学校の良さをぜひ知っていただきたいと思っています。高校

無償化から除外されている朝鮮学校の生徒、保護者たちの気持ちをわかって欲しいです。（５

０歳代 県内） 

 

■自身も朝鮮の学校に１２年間通いましたが、今の学生たちはすごい！！ 発想の豊かさに

おどろきました。北朝鮮からきりはなされた独自の民族教育を目指してほしい。在日コリア

ンの意見です。堂々と朝鮮の学校に通える社会になってほしい。日本の中の朝鮮文化が発展

できるように子供達の未来に応援したいです。（６０歳代 松江市） 

 

■高学年になる程、悲しい思いをしたのではないかと思える絵が多いと感じた。子ども達の

絵にいやされました。（６０歳代 松江市） 

 

■初級６年『息をのんだ瞬間』、『個毒』に感動！（６０歳代 県外） 

 

■豊かな感性、表現力に感動しました。そんなに長く生きていないのに（私に比べたら）い

ろんなことを感じ、思い、日々を積み重ねている子どもたちの姿を応援したくなりました。

私自身も生きている時間を大事にしようと思いました。ありがとうございました。（６０歳代 

松江市） 
 
■すばらしい絵ばかり。絵には国境がないんだと

感動しました。この絵のように心豊かなやさしい

心を持ち続けて欲しいと思います。いつまで

も！！（６４歳 松江市） 

 

■子どもたちの豊かな発想、表現のすばらしさ、

色使いのすごさ、私の発想からは生まれてこない

作品の数々を観させていただきました。この子ど

もたちの豊かな心が大きく成長していくことを

期待します。（６０歳代 松江市） 
 
■力作ぞろいでびっくりしました。（６０歳代 松江市） 
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■初めての鑑賞でした。学年が進むにつれての成長を絵画を通して感じることができました。

（６０歳代 県内） 

 

■前に出ていこう、分かり合えるまで。革新と題された絵に添えられた言葉です。小学生た

ちの絵は明るく元気ですが、年代が上がるごとに深くはわかりませんが……心が苦しくなる

ような気さえします。平和でありたいと願います。全ての国で、全ての人が……なぜこんな

世の中に、こんな世界になったんでしょうか。（６０歳代 松江市） 

 

■作品を見渡して、これは！！ ……と思う作品には全て、ゆるぎない立ち位置が作品の根

底にあることを、添えられたコメントでうかがい知ることができます。ブレない立ち位置が

心に刺さりました。ありがとうございました。（６０歳代 松江市） 

 

■色彩があざやかにて自由な発想の絵等など多く、これからが楽しみです。（６０歳代 県内） 

 

■どれもすばらしく、一生懸命描かれてました。機会あればまたどこかで見たいと思います。

ありがとうございました。（６０歳代 県外） 

 

■感動しました！ 子どもたちが思っている、考えていることを絵にあらわして伝えている。

子どもたちの心が私にも伝わってくるような……「根」を描かれた学生さんのコメント、「そ

の日が来れば」の学生さんの言葉に涙が出ました。在日として抱えている問題、日本の高校

生は理解できているのだろうか？ 私は滋賀県出身で、小学校時代の親友に李福姫という子

がいました。彼女は北に帰りましたが、どうしていることやら。（６０歳代 松江市） 

 

■アメリカのピーターマルコの影響を受けているのでしょうか？ アメリカの９．１１の時、

米国民がくじけそうになっていたとき、マルコがニューヨークの壁に絵を書いたのです。米

国民は勇気づけられたそうです。チョウ君の絵は代償と題がついていますが、こわくも何と

もなく、心の中のやみの部分を書いているのでしょうが、逆に元気を出して前進だぁ！！ そ

んな気持にさせてくれました。彼は本当に明るくほがらかな人なんでしょうネ。将来が楽し

みです。頑張って下さい（走り書きですみません）。ありがとうございました。（６０歳代 松

江市） 

 

■ひとつひとつの作品が見る度毎に違う姿を見せる。

すごいパワーを感じました。（６０歳代 松江市） 

 

■色使いが、とても明るく目に入ってきました。自由

に描けている絵が多いように思います。ありがとうご

ざいました。この度、初めて見せてもらいましたが、

ゆっくり一つずつ、楽しくみせて頂きました。（６０

歳代 松江市） 

 

■たくさんの作品に驚きました。面白い視点の作品もたくさんありますね（目のつけどころ
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が面白いです！）。ご指導、お疲れ様です。（６０歳代 松江市） 

 

■若い？世代の絵をじっくり鑑賞するのは滅多にありません。思った以上に皆の頭の中は複

雑にたくさんの色や線があることに目まいを感じました。題名と内容がどうやっても結びつ

かず、いい意味で裏切られたり。楽しいときであれ悲しいときであれ、筆を運べたらいいな

と思います。若さに乾杯ですネ。（６０歳代 県外） 

 

■色彩の素晴らしさ、独創性、伝えようという力、年代を問わず素晴らしく力強い。自由な

表現力の中にも、今置かれている状況を表現したい気持ちが感じられる。（６０歳代 松江市） 

 

■幼稚園から高校生までの在日朝鮮学生の作品を一堂に見させていただきありがとうござい

ます。各々どの作品にも何かしらの思いがあっての制作とは思いますが、心ひかれるものが

ありました。（６０歳代 鳥取県） 

 

■表情がすべて生き生きとしていた。色づかいが上手。（６０歳代 松江市） 

 

■小３～４くらいまでの描画に、とても子どもらしいのびやかさを感じた。絵くことを楽し

んでいる。回りのものが何でも材料になり表現できる。ということは、一人一人の子どもた

ちが、まるごと受け留められている環境があるのだろうと想像できました。中・高生になる

と、内面の苦悩や訴えが表現されていて、考えさせられるものもあり、じっくり見させても

らいました。戦車の説明文もすばらしい。子どもたちに負けずに対峙していきたいです。 （６

０歳代 松江市） 

 

■学年が上がるほど絵の色づかいがよくなっている。 （６０歳代） 

 

■見て回る順を考えていた訳でなく、途中

から意識して見て回った。中高校生、授業

を美術クラブ生を説明してある文を読みな

がらはすごく時間がかかる。心にひびく、

心に残る作品は多すぎて！ そして中学→

小学→幼稚園児さんの作品とか、楽しい、

きれい、ほとんどどれと決められない。ど

れも誰のも良い作品。見て帰るだけでは、

なんとももったいない…… 少しずつ自分

が高齢になり、記憶にとどめておけないこ

とにもなさけないけど、たくさんの感動は

うれしく感謝いたします。お世話される方

のご苦労と、この作品を制作された生徒さん、みな様方のご活やく等々お祈りいたします。

ありがとうございました。 （６０歳代 松江市） 

 

■遅まきながら、初めての「学美」に来る事が出来ました（夫は２度めですが）。聞きしに勝

る作品群です。幼稚部の子どもさん達の天真らんまんな表現から、高級部の学生さん達の、
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哲学的な問いかけを投げかけている多くの作品、素晴らしいです。彼らが、この日本社会で

置かれている立場、不当な、が、彼らの感受性をいっそうとぎ澄まさせているのでしょう。

昨今の社会、政治状況には、日本人として恥しく情なく、申し訳なく思うことばかりですが、

私の子供、孫たちには、いつもあるべき姿について話しております。お互いに力を出し合っ

て、共により良き未来へ進んでいけることを願っています。ミサンガを完成させた東京の고

さん、自分が心に決めたことを必ずやり遂げられた事、その誇りはこれからの人生で大きな

力になるでしょう。「学美」をいつも企画、実行なさっておいでの皆様、本当にありがとうご

ざいました。次の機会も又、参りたいと思います。 （６０歳代 県内） 

 

■すべての作品が素晴らしく、楽しく、ほほえましく又難しく・・・。印象に残る３作品を

選ぶのが出来なくて多くなりました。（７点）どうしても初級、中級のわかり易い絵になって

しまいました。スライド、ムービーは我が子もいっとき夢中になった時がありとても楽しく

拝見しました。その息子も今は絵本を出版しているので初・中・高の学校時代のこういう活

動はとてもその子にとって大切と思います。（６０歳代 松江市） 

 

■高級部美術部の作品にあるテーマやそのコメントには重くひびくものを感じた。作品に向

かう真剣さが伝わってきて感動しました。（６０歳代 松江市） 

 

■高さん、堺さんのＦａｃｅｂｏｏｋ案内を見てきました。皆さん良い感性をお持ちです

ね！！ （６０歳代 松江市） 

 

■小学生はすなおに物を表現しているし、大きい子どもたちは人生のような表現が見られと

てもすばらしいと思います。今の大人達が失った心が見られ良かったです。（６０歳代 松江

市） 

 

■日本に生まれてからずっと住みながら

先祖の祖国を深く意識している子どもた

ちに驚かされた。他の国々に祖国を持つ

子供とはちょっと違う気がする。しかも

社会に対して問題意識を持っているのが

素晴らしいと感じた。昔は差別がある事

は知っていたが、今の世の中で絶対あっ

てはならないと思う。（６０歳代 松江市） 

 

■色彩が豊です。（岡山朝鮮初中級学校）

社会との関わりにおいて自分を見つめ始

めているものが表現としてでていると思

います。（６０歳代 出雲市） 

 

■どの作品も色づかいがおもしろい。画面いっぱいに伸び伸びと描いていて自由を感じる。

（６０歳代 松江市） 
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■初級の時代は世界の子どもの描く絵画は共通点が多いが、高級部になるとやはり社会的状

況により内面的精神的な面（日々おかれている状況）で特徴的な絵画が多くなって来るよう

です。その内面的精神的な状況を万国の労働者が団結し、みんなが豊に生きることをめざし

て過去の世代の歴史を変えていかなければならない。これが今生きる者の役目でもあると思

います。その「人間的共同体」を土台とする共同社会の中で生き、育ち、成長できる“状況”

を共にきずくその中での絵画を見てみたいです。（６０歳代 松江市） 

 

■今の時代、宇宙全体を観ることが大切になりました。相手を理解する人になりたいと思え

ば心を育てなければならない為、色々な物を見たいと出掛けてきました。ありがとうござい

ました。拡がりのある絵を三点えらびました。「希望をもつ者」「溺れる」「空間」（６０歳代 

県内） 

 

■幼稚班の絵は素直に描けており、色彩も形もおもしろいと思う。高級部二点についてはア

イデアも色彩も独創的で人まねではないところが良いと思う。（６０歳代 県内） 

 

■感じたもの、描きたいもの、見えるものを感じたまま、見えたまま又は描きたい様に表現

できるのはとてもすばらしいことです。私（日本人）の幼少～学生には心の中を表現するこ

とはできませんでした。とても素晴らしい作品で理解できる作品、できない作品もあり、三

点を挙げるという訳にはいかない。（６０歳代 出雲市） 

 

■すばらしい絵ばかり、絵には国境がないんだと感動しました。この絵のように心豊かなや

さしい心を持ち続けて欲しいと思います。いつまでも！！（６０歳代 松江市） 

 

■自由で力強い作品ばかりだと感じました。素直な発想で思わず笑いが出る幼稚園や初級の

作品は、ホッとさせてくれました。成長する毎に社会の問題に対する思いが表現された作品

が多数あり、学校や家庭での教育の高さも感じました。こうした作品が、日本の学生や児童

にも目にふれる機会があるといいなと思います。解説があることで、作品に込められた思い

を理解できてとても良かったです。（６０歳代 県内） 

 

■ごめん下さいませ。たまたま先生が作品の説

明をしていらっしゃるときに出くわし、学校の

様子も聞かせていただきました。楽しさの中か

ら成長される過程もいろいろあるんだ、いや苦

しみの中から成長しておられる、と言った方が

妥当かもしれない、と思いました。傘をさして

いる女の子、メッセージｅｔｃ．りっぱな作品

をたくさん拝見させていただきました。その中

に本当に多くの思いを感じました。国を越えて、

暖かい思いでつながれたら……。私もそんな努

力を一日に一歩でも半歩でもしていきたいと

思います。未来に希望を持って是非頑張って下

さいませ。（６０歳代 県内） 
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■美術という概念が崩れました。人間の成長とともに生き方を個々人が学んでいく中で発信

する芸術ということに出会いました。感性、感情、心からの表現というか……それを個々人

の表現を伸ばしていきながら共に学んである美術担当の先生方の指導のすばらしさにも出会

いました。ただ日本人として誠に恥ずかしいことは、成長とともに、社会に目を向けていっ

た子ども達が社会、差別の現実にぶつかり苦悩している絵が多々あります。このことは、私

（日本の社会）を変えていかなければならない責任を強く感じています。次回も又、この会

に一人でも多くの私の友人をつれて参加することを目標としていきます。（６０歳代 県外） 

 

■なるほどと思った作品３つ １）屋台部 クムツンギュン みんなの居場所、屋台は日本

ではなくなった。組合がヨーロッパではハブガ発生の場だという。屋台の次はどこ。 ２）

根 根を張り、根を広げる、私たちは忘れている。 ３）その日がくれば その日がくれば、

社会発展の法則、法則（７０歳代 県内） 

 

■高校生の作品に寄せる思いを読みながら絵にふれるとそこには勿論自分自身の気持ちはあ

ると思う。それにしても更に強く感じたのは、そうした自分が取り巻く社会や、もっと大き

く言えば国と国とのつながりの中で生きているとしっかり自覚しているのがよくわかりまし

た。 きっとつながりとして生きている自分をよく見ているのだなとも感じた次第です。 そ

して、もう一度１０代の自分を思い出してみましたが、どうもうまく描けない。頭が下がり

っぱなしでした。（７０歳代 松江市） 

 

■自分というものを持ち、自己表現がとても上

手！（７０歳代 松江市） 

 

■朝鮮の学生様の絵画は初めて見たが、各々個

性があり大変良かった。（７７歳 松江市） 

 

■絵心のない私にとって“こころ”のある作品

がいっぱいでした。ありがとうございました！

美術の人音楽の人・・・夢に向かって頑張って

ほしいですね！素晴らしい指導者の方々に出

会っている生徒さん達ですね！（７０歳代 松

江市） 

 

■足立美術館を訪ねた折、たまたま寄った美術館で作品の数々を見せていただきました。甲

乙つけがたい作品の数々でした。美術、芸術はこちらが感じ取る感動だと思っています。あ

りがとうございました。（７０歳代 県外） 

 

■初めておとずれて、観させていただきました。精巧に書かれた絵の数々に涙の出る思い。

この時々の時代に色々と考えさせられました。（７０歳代 県外） 

 

■全国の在日朝鮮学生の作品を見て６ｍの糸いろいろとつなぎ合わせ作品として展示されて
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いたのをみて、人生の糧
かて

として私たちにおしえてくれていて感心しました。私今７８才です

が、これからの人生をどう生きてつたえていったらいいか考えられる作品ばかりでした。い

い勉強になりました。ありがとうございました。（７０歳代 県外） 

 

■どの作品も心をこめて描かれている様に思います。一筆一筆に意味があり、一色一色に思

いがあり……描いていて楽しい、嬉しい、悲しい、くやしい感情が感じられました。（７０歳

代 松江市） 

 

■どの絵もとてもすばらしかったです。（７０歳代 松江市） 

 

■年代ごとに子どもたちの独創性が感じられる作品を鑑賞させていただきました。ありがと

うございます。（７０歳代 松江市） 

 

■独創的でありました。どの絵も。（７０歳代 松江市） 

 

■はじめてみました。よかったです。（７０歳代 松江市） 

 

■最近こういう子どもや若者の絵画作品を

観たことがないのでよく分かりませんが、高

学年になると自分なりのテーマや主張があ

り感心しました。（７０歳代 松江市） 
 

■海水浴は楽しいね、色使い。花火、構図は

印象的、色使い。海に雨、シンプルだけど。

迷路、色。弱肉強食、迫力。喜び、表情のす

ごさ。根、細くてもちぎれかけても生きれる、

生きることの意味が。その日が来れば、どう

してこんなに遠いのか。いずれも想像力を感

じさせる。（７０歳代 県内） 

 

■◯優秀賞「いるか」を見て「飛行機？」と思った。子どもの頃、先達は武器や兵隊の絵を

描いたり紙飛行機を作ったものだ。平和な日本の子どもたちはそんなものは描かないのでは。

他国の子どもたちの絵には戦争が描かれている。同情します。 

◯「世界で一番速い戦闘機」を描きながら大人になるのは悲しいことではないかしら。 

◯優秀賞「ざあざあ」きれいな感覚の持ち主ですね。 

◯「妖怪の授業参観」子どもの現実と想像の接点が描かれていますね。 

◯「散るバラ」これまでの人生でこんな絵を描かれるとは！先々が幸せでありますように！

（８１歳 松江市） 

 

■全体的に良い作品が多い。（８１歳 県内） 
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■先生方の解説はよくわかり、良かったと思います。美術というセンスは全く持ち合わせて

はいませんけれど、しかも在日の方々の気持ちは、いかにうっせき(・・・・)したものかと

いう想いは常々考えていました。その中でこのような立派な作品の数々を見せてもらいまし

て、感謝しています。主催者のみなさま、ご苦労様でした。（８０歳代 松江市） 

 

■思いの外高度の感覚、技術で感激でした。本当はもっとじっくり見なければ優劣はつけら

れません。（９０歳代 県内） 

 

■特別金賞の「その日がくれば」多数の群れ一つ一つ願いが込められうったえる力がものす

ごく伝わってくる。するどく感性豊かで緊張感を維持させて、描きつづけていると感心する。

今回の展示も、ものの見方、とらえ方が参考になり、学べることが多々あり、インパクトの

ある展示会でありがとうございました。「欲」もすごい。 （県内） 

 

■いろんなメッセージがありとても良かったです。（県内） 

 

■子供たちの感性豊かな作品におどろきました。感心しています。特に個人的に４年生の作

品が好きです。全体的に自由で、子供たちの豊かさ、ユニークでおもしろい点、深く考えて

いることを見ることができました。（松江市） 

 

■年齢を重ね、世界が広がっていく程内面の苦悩は深まっていく・・・。先日観た映画「６

０万回のトライ」を思い出しながら観させていただきました。（松江市） 

 

■表現の仕方が独創的！ （松江市） 

 

■幼稚班の皆さんの作品が、色彩も表現も豊かで思わず微笑んでしまう作品でした。 （無

記名） 

 

■どの作品ものびのびとしていて自由だなと思いました。初めてこういう催しがあるのを知

りました。また来ます。 （無記名） 

 

■視点が違えば生み出される物も変わる。なるほど面白い。 （無記名） 

 

■これらの作品を評価する先生もすごいと思う。（無記名） 
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第４６回在日朝鮮学生美術展 松江展 

来場者に聞きました「印象に残った作品を教えてください」 
１５９作品 ４９１票 

題  名 学 校 名 種別 学年 票数 

その日がくれば 神戸朝鮮高級学校 高級 2 27 

個毒 東京朝鮮中高級学校 高級 3 17 

息をのんだ瞬間 横浜朝鮮初級学校 初級 6 15 

明日の私へ 九州朝鮮中高級学校 高級 2 14 

私が通う通学路 京都朝鮮第二初級学校 初級 5 14 

海に雨が降った 北九州朝鮮初級学校 初級 2 12 

絡 東京朝鮮中高級学校 高級 3 12 

欲 神奈川朝鮮中高級学校 高級 3 11 

差別を受ける者する者 九州朝鮮中高級学校 高級 1 11 

風に揺られて 東京朝鮮第一初中級学校 中級 1 11 

祖父母 岐阜朝鮮初中級学校 初級 6 10 

傷 神戸朝鮮高級学校 高級 2 10 

表現の喜び 神戸朝鮮高級学校 高級 1 10 

恐竜時代にタイムスリップ 名古屋朝鮮初級学校 初級 2 9 

偽繕 神奈川朝鮮中高級学校 高級 3 8 

溺れる 九州朝鮮中高級学校 高級 2 8 

東京発平壌行 東京朝鮮中高級学校 高級 3 8 

日本コンビニ戦争 東京朝鮮中高級学校 高級 1 8 

空間 東京朝鮮中高級学校 高級 1 8 

歴史を食す 神戸朝鮮高級学校 高級 2 7 

感情無限賞味期限 東京朝鮮中高級学校 高級 3 7 

強肉弱食 神戸朝鮮高級学校 高級 1 6 

高学年のお花見 東京朝鮮第五初中級学校 初級 6 6 

代償 神奈川朝鮮中高級学校 高級 3 5 

愛の持ち腐れ 九州朝鮮中高級学校 高級 3 5 
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特別金賞 神戸朝鮮高級学校 高２ リミナ 「その日がくれば」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金賞 東京朝鮮中高級学校 高 3 年

コユフィ 「個毒」 
優秀賞 横浜朝鮮初級学校 初６年 
キムジェヨン 「息をのんだ瞬間」 
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金賞 九州朝鮮中高級学校 高２ 

リユナ 「明日の私へ」 
優秀賞 京都朝鮮第二初級学校 5 年 
チョウサヒャン 「私が通う通学路」 

優秀賞 北九州朝鮮初級学校 初 2 年 
リギス 「海に雨が降った」 

金賞 神奈川朝鮮中高級学校 高３ 
 パクチニョン 「欲」 

特別金賞 東京朝鮮中高級学校 高３年

コユフィ 「絡」 
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金賞 九州朝鮮中高級学校 高１年 
キムチャンファ 「差別を受ける者、する者」

優秀賞 東京朝鮮第一初中級学校 中１年

キムリア 「風に揺られて」 

優秀賞 岐阜朝鮮初中級学校 初６年 
 ホカリョン 「祖父母」 

銀賞 神戸朝鮮高級学校 高２年 
リミナ 「傷」 

金賞 神戸朝鮮高級学校 高１ 
リユナ 「表現の喜び」 

優秀賞 名古屋朝鮮初級学校 初２年 
クァッサングィ「きょうりゅう時だいにタイムスリップ 
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■今回の学美松江展では島根県立松江南高等学校放送部の取材を受けました。 
「学美」をテーマに準備作業から展示会最終日まで密着し、島根県高校放送コンテス

トテレビドキュメント部門に出品する予定です。 完成品は後日ブログで紹介します。

乞うご期待！！！ 
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在日朝鮮学生美術展実行委員会 
金賞 東京朝鮮中高級学校 クムソンギュン 「東京発 平壌行」をバックに 
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県立美術館 控室にて 
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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 1971 1972 1973 1975 1977 1978 1979 1980 
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 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
応募 12,930 12,697 12，860 12，314 12,799 12,652 12,151 11,889 11805 
入選 4,103 3,952 4，324 4，886 4, 375 4,080 4,196 4,342 3966 
入賞 752 763 750 634 729 803 828  715 753 

 
回数 第 46 回 第 47 回 第 48 回 第 49 回 第 50 回 第 51 回 第 52 回 第 53 回 第 54 回

年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
応募 11,316         
入選 4102         
入賞 791         
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