
第４７回在日朝鮮学生美術展 

鳥取米子展来場者感想集 

 

期間：２０１９年３月１５日～３月１７日 

会場：鳥取県米子市美術館 

主催：在日朝鮮学生美術展山陰地区実行委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「第４７回在日朝鮮学生美術展」鳥取米子展 名義後援団体一覧表 

 

 

鳥取県、島根県、米子市、境港市、大山町、伯耆町、南部町、日吉津村、日野町、

日南町、江府町、鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、米子市教育委員会、境

港市教育委員会、大山町教育委員会、伯耆町教育委員会、南部町教育委員会、日

吉津村教育委員会、日野町教育委員会、日南町教育委員会、江府町教育委員会 

  

国立大学法人島根大学、島根県隣保館連絡協議会、部落解放同盟島根県連合会、

島根県人権教育研究協議会、日本労働組合総連合会島根県連合会（連合島根）、

島根県教職員組合、島根教職員組合(日教組島根) 、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、特定非営利活動法人多文化共生と人権文化、

平和フォーラムしまね、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（鳥取看

護大学・鳥取短期大学・認定こども園鳥取短期大学附属こども園）、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、鳥取県文化団体

連合会、部落解放同盟鳥取県連合会、鳥取県人権教育推進協議会、鳥取県高等学

校文化連盟、タイム（鳥取国際交流連絡会）、米子市政研究会、子どもの人権広

場、在日本朝鮮人総聨合会鳥取県本部、鳥取県教職員組合、鳥取県高等学校教職

員組合、ヘイトスピーチを許さない米子市民の会、鳥取県在日外国人教育研究会

連絡会、とっとり多文化共生市民の会（倉吉）、自治労鳥取県本部、山陰朝鮮問

題研究会議 

 

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、エフエム

山陰、ＴＳＫ山陰中央テレビ、テレビ朝日鳥取支局、日本海ケーブルネットワー

ク、鳥取中央有線放送（株）、中海テレビ放送 

（全７０団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ごあいさつ 

 

在日朝鮮学生美術展覧会（以下、学美）は、日本全国にあるウリハッキョ（朝鮮学校）

に通う３世、４世の在日朝鮮人の児童生徒たちの作品発表の場として、毎年行われてきま

した。 

４.２７板門店での北南首脳会談、全世界が注目した歴史的な６.１２シンガポールでの

朝米首脳会談など統一機運が高まる状況の中、未だに在日朝鮮人の民族教育を取り巻く環

境は厳しい状況が続いていますが、在日同胞たちと多くの日本の方々の暖かい声援を受け

開催されてきた学美は、今年で第４７回目を迎えました。 

ウリハッキョ(朝鮮学校)の図工美術教育は、単に表現技法や描写力を育てるものではな

く、美術を通してこどもたちの心の成長を促す場と考えています。そこから生まれた作品

を展示するこの学美展は、彼らの「心象リアリズム」がより強く表現された作品です。決

して上手く描こうとも、描かそうともせず、言いたいことや表したい事を枠からはみ出る

のも気にせず、元気良く表現することを“よし”としています。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。 

素朴で明るく時にはユーモア溢れる初級部（小学）や中級部（中学）の作品から、深い

思考力が反映された力強い造形力で迫る高級部（高校）の美術クラブ作品まで、近年特に

質、量共に充実を見せる中級部（中学）の美術クラブ作品など、今を生きる生徒たちの“生

（き）の感性”が息づく等身大の作品群は鑑賞者の心に直接語りかけてくるでしょう。 

平面（絵画）、立体（工作、彫塑、紙や木、鉄による立体作品、インスタレーション）、

動画、アニメーション、写真など、表現手段が多彩な事も学美展の特徴です。また、図工、

美術授業での作品と中級、高級の美術クラブ生の作品を一緒に展示する事により、心の成

長を示す表現の成長段階を鑑賞できるのも特徴の一つです。 

ウリハッキョ(朝鮮学校)の無い鳥取、島根においても、日本学校の先生方や年々その輪

が広がる学美山陰地区実行委員会の方々、応援して下さる多くの日本の方々により、今年

で１１年連続１２回目の開催となるなど、北海道から九州まで全国 1１か所で開かれる地

方巡回展の反響は各地において、年々大きくなっています。 

巡回展では、今回１０，８２７点の応募作品から選ばれた授業作品入賞（優秀賞）作品

と、クラブ生徒の入賞（特別金賞、金賞、銀賞、銅賞）作品の中から金賞作品など約 500

点の巡回作品と各地方の入選作品や工作などの立体作品、各地方の幼稚園児の愛らしい作

品などが展示されます。 

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

豊かな作品世界により多くの方が触れて頂きたく事を願い、ここにご案内申し上げます。 

 

２０１９年３月 

在日朝鮮学生美術展中央審査委員会委員長  朴 一 南 

 



「第４７回在日朝鮮学生美術展」鳥取米子展 開催にあたって 

 

鳥取米子展開催にあたり、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

作品を広く公開・展示する目的で、『在日朝鮮学生美術展実行委員会』が全国各地で開催さ

れてきたものです。今年で４７回目を迎え、主に朝鮮高級学校がある都道府県で開催され

てきました。山陰地方での開催は１１年前までありませんでしたが、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、第４５回を県内３地区で計７回、島根展を２０１４年の第４２回から第４４回、第４

６回を県内３地区で計４回開催してきました。また、次回第４８回は島根県出雲市で予定

しています。開催にあたっては、両県の多くの行政機関や教育機関、芸術団体、労働団体、

文化団体、国際交流団体、人権団体等から後援をしていただきました。 

鳥取県・鳥取県教育委員会は、「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・教育施策を進めてこられました。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等をはじめ、人種・民族差別は拡大する傾向にあります。２０１

４年１２月鳥取県議会の国へのヘイトスピーチ意見書提出、２０１６年５月ヘイトスピー

チ対策法の成立など、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、朝鮮学校の

ない山陰両県においては、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理解することは、さらに人権をより大切にする県民意識を高め深め

るものと考えます。さらに、この美術展の開催は、現在全国に約６０ある朝鮮学校に学ぶ

子ども達の姿やその思い、現状を理解するだけではなく、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カギになるものと考えます。又、子ども達の

思いや願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、とりもなおさず県民の在日コリアンを始めとする外国に

ルーツを持つ人たちの問題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７０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。 

今回の美術展は、鳥取県西部地区で５年ぶりに開催する３回目のものであり、同世代の

子ども達や保護者、教育関係者、県民のみなさんが多く鑑賞されることを強く望んでいま

すし、今後共、芸術を通しての交流と理解を進めることで、人権文化の確立と多文化共生

社会の実現をめざしたいと強く願っています。 

この美術展が山陰両県民のさらなる｢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。 

  ２０１９年３月１５日 

在日朝鮮学生美術展山陰展実行委員会 



    第 12 回目の朝鮮学生美術展「山陰展」に寄せて 

       朝鮮総聯鳥取県本部委員長 パク・チョンウ 

  皆さん 안녕하십니까（アンニョンハシムニカ－こんにちは） 

 

 今日の学美展を準備された皆さん！本当に、ご苦労様でした。 

 また このセレモニ―に来られました皆様ありがとうございます。 

昨今は,７０年以上も宿敵関係にあった，朝米が,シンガポールで,ベトナムでと２回

にわたり 首脳会談が執り行われ世界の全ての耳目を集中させましました。 

 私たちは一日も早い平和構築の合意が結ばれる事を願いましたし,世界の全ての

人々も同じ思いでありました。 

 朝米が撃ち方止めの約束事を取り決められ、アジアに平和がもたらされたら日本

が心配している朝鮮からのロケットも飛んでこないだろうし、戦争の為に準備した

日本中のアメリカ軍の軍事基地もいらなくなる。そんなことを夢見ていましたがそ

の実現は延期されました。 

 

 決裂でなく対話の延期なので希望があります。 

 そんな希望を心に抱き今日こうして，全国の在日朝鮮人学校で学んでいる子供た

ちの「美術展」が開かれることは大変意義のあることだと思います。 

 皆さんは展示されている絵の中に平和を求めている子供たちの叫びともいえる声

ならぬ声を感じることが出来ると思います。 

 この度私はこの画展に多くの人々が足を運んでくださることを願い一軒一軒訪ね、

はたまた道行く人々にチラシを配りました。 

 人は見かけによらないもので、初めて会った人なのに「私は絵が好きなので必ず

行きます」「今度、韓国から知人が来るので丁度良かった、彼らを連れて行きます」

「子どもを連れて行きます」等の声をいただきチラシ配りに元気を戴きました。 

 突然の事ですが私は、この絵は、またこの絵の指導方法は精神医療に役に立つの

ではないかと思っています。 

 

 いずれにせよ 3日間、多くの方々のご来場が期待されます。 

 実行委員会の方々のご苦労に敬意と感謝の意を表しご来場の皆様の中からより多

くの実行委員が排出されることを心より願いご盛会を祈念してのメッセ―ジと致し

ます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 



来場者の感想 

 

■枠にとらわれない感性がすごくいいと思いました。私は美術部の部長をしているのです

が、とても勉強になりました。ありがとうございました。私が一番印象に残ったなと思っ

た絵は「世間」です。一人一人のキャスティングがすごくて脳とか目とかがいて、ストー

リーになっているなと感じました。色の使い方がすごくて、影の色などに個性が出ている

なと感じました。使われている画材もさまざまで、おもしろかったです。 （10 代 鳥取

西部） 

 

■すごい上手な絵でした^_^韓国が好きなので、とても来て良かったです！！センス良す

ぎぃ～！！と思いました☆ （10 代 鳥取西部） 

 

■学生達の生き生きとした作品がすばらしい✨これからも頑張ってください！！ （10 代

姫路） 

 

■さまざまな素材、豊かな発想で描かれた絵や作品が多くあり、見ていてすごくおもしろ

いなと感じました。トレーシングペーパーを使い、人の動きを表現したり、矢印で矢印を

表すおもしろい発想のものを見て、おどろき、感心の念を抱きました。特別金賞になって

いる Black Blood という作品には、技術だけでなくメッセージ性もあり、考えさせられま

した。このような美術展には初めて来たのですが、来られてよかったなと感じました。ま

た、住んでいるところの近くであったら来たいなと思います。 （10 代 島根県） 

 

■「Black blood」という作品はとてもメッセージ性が強く圧倒されました。自分より 2 歳

下の子が伝えたいメッセージ性を芸術に昇華させていて感動しました。このようなメッセ

ージ性が強くデザインとしても優れているものからこれはどういうことなんだろうという

作品もあって見ていて飽きません。また、版画の作品がとてもよく、私は小さいころ版画

の授業が好きだったので、このような作品が作りたかったなぁとうらやましかったです。

他に好きだなぁと思ったのは「カイコガ」「中連蹈海」が好きでした。平面にとどまらない

作品ばかりでおもしろかったです。また

昨年拝見した リ・ミナさんの新しい作

品を観て、昨年のものには裏に込められ

た意味がたくさんあったので、今回の作

品にも色々あるのかなぁと想像して鑑

賞しました。 （10 代 島根） 

 

■みなさんが想像豊かでとても良かっ

たです。個人で違う発想でおもしろかっ

たです。自分が一番すごいと思ったのは、

西朝鮮第二幼初中級学 검은피（黒い血）



という作品です。とても衝撃を受けました。心臓がとても細やかですごかったです。ぞっ

としました。 （18 歳 鳥取西部） 

 

■在日朝鮮学生の美術展があることを初めて知った。 （25 歳 鳥取西部） 

 

■宇宙のはじまり、初等部 2 年黒い紙を全面に貼ってそれを破いた先に茶色がある。子ど

もの発想は、はかり知れないなあ。そういうのをくずしてしまう前に、このように、「自由

に描いていい」という、自由な発想を促す（？）ようなことは大人が子供を関わることに

おいてとても大切なことだと思った。タイトルの付け方がとても面白い。私も左手で絵を

描いてみたり、足の親指で絵を描いてみたりしようかね～。したら新しいこと思いつくか

も。「大きな大きな木」「図書館でおやつ食べれたらなあ…」 （20 代 鳥取東部） 

 

■私は美術に関するテクニカルな知識が無いので、難しいことは言えませんが、率直な感

想としては、どの作品も作者を羨ましく思います。どの作品も作者の皆さんが捉えた世界

観を、何にも邪魔されることなく、素直に表現されていると思いました。そのようなこと

が許される美術教育の環境、そして作者の皆さんを羨ましく思います。作品の中にいくつ

か「僕の○○」といったタイトルのものがありましたが、それらには特に感動いたしまし

た。他のどれでもない、僕、私が見た、触れたもの、世界を堂々と描ききった作品は美し

く、愛しかったです。 （20 代 鳥取東部） 

 



■表現方法や題材が非常に多様で目を見張るものがあった。こんなに色々な中小作品を一

度に観たのは初めて。私自身は日本の義務教育だったせいか、自由な抽象作品をつくった

覚えがない。自分のなかにある何かを表現するという点が、朝鮮学校のすてきな特徴だと

感じた。鑑賞していてとてもたのしめた。たくさんの人に見てもらいたい。 （20 代 鳥

取西部） 

 

■「やっぱり高校生は違うなあ」近くにいた誰かがそう言いました。私も、「確かに高級部

には”思想”も”技術”も乗っていて、見応えがある」と思いました。しかし、幼稚園か

ら初級部にかけて、”思想”や”技術”でなくても、伝わる”思い”がありました。”恐竜

を描くのが楽しい”、”オンマのお弁当はこんなにおいしい！！“などそれぞれの”思い”

が伝わる作品ばかりです。今、その子が感じている素直な表現たちが、先生達に選ばれて

いることに改めて素晴らしいと思わされました。「私が先生で、選ぶ側だとしたら、こんな

に豊かなに幅広く受け止められるだろうか」と少し怖くなります。毎年この山陰美術展に

たくさん力を頂いています。これからもよろしくお願いします。 （20 代・鳥取東部） 

 

■初級部 1.2 学年の美術はんぱない。 （38 歳  鳥取 西部） 

 

■「鼻で水を飲む象」黄色い画面の中に小さく感じる象がいる。これを見たとき、「いいな、

これが許されるんだ」と思った。一般的に画面いっぱいを使って見応えがあるのが良いと

される風潮がある。私自身もそう言う絵は好きだが、小さく描かれていても自分にとって

いっぱいの何かを詰め込んだ作品が否定されるのは悲しいものだ。どなたかが仰っていた

が「自分の中で完結している」ものをもっと描け、こうやって描けといわれるのは苦痛を

感じる。言葉を選ぼうが、否定の心は伝わるものだ。心象表現って好き勝手で良いと思う。 

（30 代 出雲市） 

 

■とても刺激的な時間でした。幼稚園くらいの子供達の自由な想像力と感性。色の使い方

も書き始める場所も道具も違い。同じものを使っていてもまったく違う雰囲気のものばか

りで･･･。楽しかったです。作品のホッチキス留めがデコボコだったのも印象的でした！片

付けのときにはずしやすいためか？パーテーションに刺さらないからか？？と色々考えま

したが、みていてとてもアート的で、そ

れも面白かったです。年齢が上がるにつ

れて政治的、歴史的な問題を題材にした

作品も増え･･･歴史やその辺りの関係を

知らない自分は申し訳ない気持ちになり

ました。勉強って大事ですね･･･。貴重な

機会となりました。また次回があれば、

お邪魔したいと思います。 （30 代 鳥

取東部） 

 

■心の中の声が聞こえてくる様だ。高学



年になるにつれて表現がストレートになってきている。 （38 歳 鳥取 中部） 

 

■絵から伝わる心強さ思いなどが伝わってきた気がします。毎日におわれる生活から解放

されたような気分になりました。言葉は通じないかもしれませんが絵を通じて子供にも何

か感じるものがあったようなので来てよかったです。  （30 代 鳥取 西部） 

 

■子どもたちの自由な作風に力強さを感じました。いずれ世界に羽ばたいていって、平和

になっていってほしいと思いました。 （40 代  県外） 

 

■思想、表現、様々なものではありますが、発想の自由さが、若さが広く描かれておもし

ろかったです。 （40 代  鳥取） 

 

■初級部の作品の力強さとユーモアに心を動かされました。大人にこの表現は無理です。

すばらしい！どれ一つとして、典型的といえるものがなく、描いた人の個性や感覚が見事

に反映されています。 （40 代 県外） 

 

■今年も開催ありがとうございます。日本の学校で学び、個性の違いがわかり、毎年楽し

みにしています。 （40 代 鳥取西部） 

 

■幸運にも開催されている学校の先生方の説明・解説を聞くことができました。作品をみ

て、自分だけが感じる、考えることよりもより深く作品を見つめることができました。特

に中等部解説の先生のお話は面白く、又、日本に住む事の生きづらさや子供たちの思いも

知ることができました。素晴らしい作品を見せていただき、ありがとうございました。 （40

代 鳥取県内、大阪出身） 

 

■ユーモラスなテーマやそれぞれの日常から切り取った一場面、また自分たちのアイデン

ティティを深く見つめたものなど様々なメッセージが伝わってくる作品展でした。またタ

イトルからもその子の思いが込められているのがよくわかる作品たちがあり、作者の子供

たちがどんな気持ちでこの作品を描いたのか直接聞きたくなる作品もありました。朝鮮学

校のない山陰展でも、いつか学生たちと

日本の生徒が交流できる機会がもてると

いいなぁ…。次回もまた楽しみにしてい

ます。ありがとうございました。とても

よかったです。 （40 代 松江市） 

 

■思想  表現 様々なものではあります

が、発想の自由さが若さが広くえがかれ

ていておもしろかったです。 （40 代 鳥

取） 

 



■年齢毎に変わる描き方が印象的だった。ただ特に幼い年齢の子の絵をどういう視点で見

るべきかよくわかりませんでした。 （40 代 鳥取 西部） 

 

■初めて観させていただきました。作品のテーマがさまざまあり楽しかったです。ありが

とうございました。 （40 代 県外） 

 

■高校生の色々な思いが美術作品として表現されていて、葛藤や希望など、その思いが伝

わってきました。幼稚班から中級部までの作品も発想豊かで、面白い作品がたくさんあり

ました。 （40 代 鳥取 西部） 

 

■形にはまらない作品ばかりで今年も感動させて頂きました。自由であることの大切さを

感じます。思わず笑顔になってしまう作品や背景を考えてしまう作品もありました。 （50

代 鳥取西部） 

 

■幼稚部、小学校低学年生は特に色を沢山使って綺麗さが目立って見ていて楽しいですね。

そして東京朝高生 3 学年の 板門店の写真は時期を象徴しているかのようでもあるけど彼

らの顔が暗くないのが良い写真です。 （50 代  県内 西部） 

 

■3 人の大統領の隣に我が国の次の人（鳥取？）あたり画いていただける日が来ましたら

嬉しいと思いました。 （鳥取 西部） 

 

■初めて在日朝鮮学校の方の美術展に来させてもらいました。どれもすばらし作品ばかり

で感動しました。学校運営について聞く事ができて改めて日本の対応のまずさを感じまし

た。 日本で暮らす全ての子どもたちの未来が明るいものになるように願っています。  あ

りがとうございました。 （50 代 鳥取 西部） 

 

■幼稚部、小学校低学年生は特に色を沢山使って綺麗さが目立って見ていて楽しいですね。

そして東京朝高生 3 学年の 板門店の写真は時期を象徴しているかのようでもあるけど彼

らの顔が暗くないのが良い写真です。 （50 代  県内 西部） 

 

■ひとことでは言い表せない感動と感

情を抱き拝見した。その場から離れなれ

ない衝動にかられます。この子たちの情

操豊かな感性。「どうぞうれしく楽しく

もっと豊かでこれからもすてきであ

れ！」と願うばかり。今年もありがとう

♪芸術は訴えられる術なんだ、と確信し

ました！ （50 代 鳥取中部） 

 

■苦しくなりました。 （50 代 鳥取西



部） 

 

■生きものの魚、かたつむり あおむしのさんぽ 等 子どもの感性ってすばらしい。 

（50 代 鳥取県内） 

 

■すばらしい作品ばかりで、来てよかったです。朴さんに教えてもらって感謝です。知り

合いに会えたのも良かったです。高校生とは思えない作品ばかりで驚きました。 （50 代 

安来市） 

 

■保育園、初級部のお子さんは、色使いや表現、アイデアなど、どの作品も感心しました。

絵の中にハングル文字が書かれていることで、在日の方の立場（母国語を大切にいている

ことなど）を感じました。中級・高級部の方の作品は、メッセージ性があり、どれも深く、

強い思いが作品に現れていて、じっくりと時間をかけて見せてもらいました。感動しまし

た！日本との歴史や現状をふまえてマイノリティーの方の作品は、日本の子どもたちとは

違う「作品力」を感じました。今回の美術展の開催、ありがとうございました。 （50 代 

鳥取西部） 

 

■豊かな発想の作品が多く、よい機会をいただきました。 （50 代 鳥取西部） 

 

■幼児から高校生までの変化を一覧できておもしろかったです。成長に伴って対象がごく

身近なものから自分の周囲のもの、さらには内面へ、そして内面と社会の関係へと変わっ

ていく様子がよくわかりました。自信を顧みてそのように成長できているかも疑問におも

いました。日本語の題と朝鮮語が異なっていることで「아리랑」（アリラン）という作品に

興味をもちました。先生にお聞きすると我理朗という意味が本来あると、その言葉から自

分ととりまく社会や未来に思いを馳せて作品をつくられたとのこと。思考と芸術がぴった

り合わさったすばらしい作品に感銘しました。 （50 代 鳥取西部） 

（*アリラン（我理朗）は、「真の私（眞我）を探す楽しさ」という意味。諸説あり） 

 

■とてもエキサイティングでおもしろい作品の数々の展示をありがとうございます!!パワ

ーがわいてきた!!!人間て面白いですね。

不思議。とても楽しいです。  （50 代 

横浜市） 

 

■個性豊かな作品が沢山あり、すばらし

いと思いました。ありがとうございまし

た。 （50 代 鳥取西部） 

 

■すばらしい作品ばかりでした。感性と

技術すばらしすぎる～社会に対する自分

（作者自身）に対するメッセージにドキ



ッとするものが多く私たちオトナがしっかりと受け止めて（変えて）行かなければと思い

ました。又機会があればみたいと思います。 （50 代 鳥取西部） 

 

■Children all over the world can express their feelings by means of drawing.  I think 

it’s important. They are all beautiful and have a meaning.♡ （世界中の子供たちは絵を

描くことで自分の気持ちを表現することができます。 私はそれが大切だと思います。それ

らはすべて美しくて意味があると思います。）  （50 代 鳥取西部）  

 

■子供たちの明るい色使いの絵が多くあり、良かったです。明るい未来を感じられました。 

（50 代 鳥取西部） 

 

■初等部、中級部の作品は元気に明るい色づかいでのびのびと書かれているものが多いの

に対し、高級部の作品、特に受賞されている作品は現代の抱える問題や世相を反映してか、

ダークなものが目立っているような気がしました。それは、在日朝鮮学生ならではのそれ

を基盤に持つ人たちの視点や特徴、個性であるのか、思春期ゆえの特性であるのか私には

わかりません。というようなことを感じながら見させていただきました。ありがとうござ

います。 （50 代 鳥取西部） 

 

■毎回思うこと。私たちの世代（1970～1980 年代）が朝鮮学校に通っている頃を思えば

あまりもの変化に驚くばかりです（進化・発展するウリハッキョ）。DPRK に対しても朝

鮮学校に対してもイメージを変えてより広範な同胞と日本の人々の共感を得ていければな

と思っています。自由に表現できることのすばらしさを胸一杯に感じる作品を観て幸せな

気持ちになりました。朝鮮学校の子供たちが自分の民俗の言葉や歴史文化を不自由なく学

べるように民族的な出身による差別を禁止し、朝鮮高級学校生徒への「高校無償化」適用

が一日も早く実現されますように。 （50 代 出雲市） 

 

■朝鮮学校のない山陰でこの美術展が開催されるたびに見させていただいております。今

後も継続に開催されますことを願います。감사합니다.（ありがとうございます。） （50

代 鳥取西部） 

 

■皆さんが何を感じながらこの国で生

活しておられるのかを垣間見ることが

できて良かったです。特に高校生さんの

意識の高さにびっくりします。僕が高校

生だったときはたいしてこのように深

く考えて生きていたのでしょうか。 

（51 歳 鳥取西部） 

 

■一つ一つの作品が自由な発想で素晴

らしく表現されていました。作品の説明



がとても上手でした。小中高級学校の作品がそろっているのも良いですね。これからのま

すますのご活躍が楽しみです。ありがとうございました。 （50 代 鳥取西部） 

 

■気に入りました「僕の大好きな虫」「恐竜が大好きだよ」「色の怪盗」「記憶に残る瞬間」

「夜の熊」「払う」「灰色の青春」「心の箱」「辛いアレルギー」「次のステージへ」→諦めた

いときは空を見上げて簡単に諦めるな→仕事の帰り道に一杯飲む 23 歳の私 （50 代） 

 

■民族教育の場で子供たちのさまざまな発想、自分たちの思いがのびのびと描けていて見

て楽しかったです。これからの活躍を期待します。中学生の作品は素晴らしかったです。 

（50 代 鳥取西部） 

 

■年齢が上がるにつれて作品に力が増すのがよくわかり、感心した。祖国統一を願う作品

など、素朴な心がよく表れており、良い作品が多かった。立ち入り禁止の作品（お札？）

はおどろいた。 （50 代 鳥取西部） 

 

■「罪を背負う」を中級部 2 年生の年齢の生徒が何を思って描いたのか？は虫類に自らを

託し、熱いからで覆われた姿に、そうすることでしか生きていけない何かを感じさせる。

守るべきは、罪からか。果たしてそれは罪だったのか？問われるべきはからの下に隠され

た生身の心に、そう思わせるこの社会の現実だろう。 （50 代 鳥取西部） 

 

■朝鮮学校の生徒の作品は毎回思うに描きたい点をピンポイントで伝える力が本当に強い

と思う。「罪を背負う」等中級部が感じてペンに取ることが素晴らしいと思いました。自分

の母校でもありますが心より朝鮮学校の子供達を誇りに思います。 （50 代 鳥取西部） 

 

■○罪を背負う ― コメントに考えさせられました。 

○学校のために ― 全ての子供に学ぶ権利を！！  ＝当たり前のことが、出来ない現実が

悲しい 

○夜空 ― きれいでした。 （50 代 鳥取 東部） 

 

■ステキな絵がたくさんあり興味深いです。 （50 代 鳥取 西部） 

 

■全体の中で、初級部 1 年生のヤン チャ

ンジュさんのゾウの絵が 1 番気に入りま

した。世界の広さを表す手法が素晴らし

いと思います。 （60 代 鳥取 西部） 

 

■自由な作品で興味を持って観ることが

できました。若い人の自由を希求する心、

我々が大事にしていかなければいけませ

んね。 （60 代 鳥取西部） 



（表裏一体 神戸 高級部２年生） 

 

■のびのびとした作品に感動しました。思いがしっかりと作品中に入っているように思い

ます。次の機会にも見学をしたいと思います。 （60 代 鳥取中部） 

 

■子育てを妻に任せていたので、小中高と美術への進化というか、表現力の発展を実感で

きました。自分もわが子の時に行っておけばと後悔しています。米朝の話し合いによる、

平和への発展を望んでいる一人です。 （69 歳 鳥取西部） 

 

■思いもよらない発想と想像力に感化させられました。 （60 代 鳥取西部） 

 

■こどもたちの絵は色がきれいでした。発想が

おもしろかったです。 （60 代 鳥取西部） 

 

■鳥取県東部での開催を企画して欲しい。 

（60 代 鳥取県東部） 

 

■苦時、核、カイコが共感を持てた（高級部「道」

以外では）。中級部三年「寝てもお腹がすく」

この世界観が好きだなあ！！幼稚班の絵が明

るくて未来に希望が持てる様になります。美術

作品を言語化するのはとてもむずかしい！！ 

（60 代 出雲市） 

 

■自由（感情）小さい子から上級生まで・ユニ

ーク（とらわれない）共通して感じられます（ほ

ほえましさも）。・高学年になってくると、自分

自身、他人との関わり、社会との関係（その中

の自分）、希望、夢、揺れる気持ちなど、様々

な形色などで表現されていると思いました（そ

の気持ちに正直に）。 （60 代 島根） 

 

■①いつも思うのですが、自由な発想・豊かな

発想がとても楽しいです。②何でこの作品が優

秀賞になのか分からないのがあります。審査員

の基準が知りたいです。③九州の学校も出品し

ているのが分かって嬉しかったです。ではまた

来年お会いしましょう。 （60 代 島根県） 

 

■心の中がストレートに表現されている作品が

多いと思いました。どこか身構えてみている自分



（アリラン（道） 大阪 高級部２年生） 

がいます。決してそんなことはないつもりなのに、決してそれではいけないんだけど…と

思いながら。いろいろな差別、いろいろな偏見に立ち向かっていかなければと改めて思い

ました。とりとめのない感想です。 （60 代 安来市） 

 

■気に入った作品 「きりん」大きい、高いがよく表れている。「ハムスター」かわいさ、

愛情がみてとれる。「人のこわさ」内面が良く表れている。「私の夢」想いがストレートに

表現されている。「良心の呵責」思わず吹き出してしまった。「檻の中の鳥」ドキッ！絵が

きれい。「願い」全くそうだ！「軍票」加害者は忘れても被害者は忘れない。 （60 代 鳥

取西部） 

 

■今年も個性豊かな作品群を見せていただきました。中級高級学年の生徒さん達の思念の

深さ、作品を完成させるまでの、ものすごい集中力には感嘆させられます。今回、何人も

の生徒さん達が「統一」という事をテーマにしていますね。私も昨年の南北首脳会談が実

現した日は、涙腺がゆるみっぱなしでした。まして彼らの願いの深さは想像するに難くあ

りません。様々な苦しみを与えているこの国の人間としてうなだれるばかりです。一人の

子供さんの「白頭山と金剛山に登るよ」という絵のタイトルに胸をつかれました。世界か

ら、どのように非難されようと、愛する祖国なのだなあと。政治の状況は予断を許しませ

んが、願いが叶う日が遠からず来ますように！！この美術展のためにいつもお力を尽くさ

れている皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 （68 歳 鳥取西部） 

 

■とてもすばらしい作品ばかりです。

日々の生活から、心の中の想いから、豊

かな創造力から、すべて素直でまっすぐ

で、力強いです。見る者の心をゆさぶり

ます。継続して開催されるには、大変な

困難を伴うことと思います。昨日、九州

での無償化裁判の不当判決を胸に痛めて

から、会場に来ました。大阪府庁前の火

曜日行動にも、一度だけ参加しました。

同じ日本で学ぶ子供達になぜ線を引くの

か、私には理解できません。申し訳なく

思います。そんな不当な差別の中にあっ

ても、このように明るく美しく力強い作

品をみせて頂けることに、感謝の気持ち

でいっぱいです。これからも応援しま

す！共に歩み、がんばりましょう！ （60

代 鳥取東部） 

 

■毎年ほんとうに子供達の気持ちが絵を

見ると伝わってきます。一日も早い高校無



（檻の中の鳥 東京 高級部１年生） 

償化が実現することを願いながら子供達が元気で勉強、絵を頑張ってくれることを願いな

がら来年の美術展を楽しみにして待っています。いつも私たちの子供達のためにご協力し

てくださるスタッフの皆様にコマッスムニダ。 （65 歳 鳥取西部） 

 

■各自が表現していたものを、単なる模写ではなく、自由に表現している。学校で、上手

に描くことは、何かという押さえつけでなく、自由に表現させたものように思える。日本

の学校も、美術や芸術とは自分を表現することであることを教えるべきであると思った。 

（60 代 島根県） 

 

■年齢が小さい程、発想や表現の仕方、考え方が素晴らしいですね。新鮮な感動を感じる

ことが出来ます。 （60 代  鳥取 西部） 

 

■発想、観察が表現  どれもすごいと思いました。圧倒されました。 （60 代 鳥取 西部） 

 

■初めて観せていただきました。各学年とても素晴らしい作品でした。高級部の作品は特

に素晴らしい学美にふれさせていただきました。 （60 代 鳥取 西部） 

 

■幼い子供さんや高等部の方々にとってもりっぱか絵が多くて来て見て大変良かったです。

でも抽象画が多く有るのでどうしようかなーと思いました。又見たいと思いました。11 月

に行われる島根の方に娘を誘ってぜひ行きたいです。  （69 歳 鳥取 西部） 

 

■幼稚部の子どもたちの絵はいつ見ても楽しい気分になります。高等部の皆さんの絵には

詩人のようにいか深い意味を持つ世界を見ているような気がします。いつも素敵な作品を

見学させていただきありがとうございます。 （60 代） 

 

■今回始めて学美に参加して、子ども達の想造力と表現力の豊かさを自分で見てよく実感

できた。決められた枠とテーマで束縛さ

れてる日本人学校と比較し、日本人生徒

へのあわれさを感じました。 （70 代 鳥

取西部） 

 

■いろいろ見て、それぞれの人の見方考

えが絵に描かれこれからの未来にむけて

考え、描かれていてとても素晴らしかっ

たと思います。 （79 歳 鳥取西部） 

 

■美的感覚にウットリしました。構図の

素晴らしさ胸を打たれる作品も何個かあ

りました。久しぶりに良いものをみせてもら

いました。コマスミダ （70 代 鳥取） 



（願い 神戸 高級部３年生） 

 

■作品すべてがすばらしかったです。なによりも懐かしい人に会えてうれしかったです。

また会う日を楽しみにしています。ありがとうございました。 （70 代 安来市） 

 

■①心打たれました。②南北が一つになるようにお願いします。 （70 代） 

 

■去年初めてでしたが松江で鑑賞しました。案内をいただいてから、きっとまた心に豊富

な栄養がはいるだろうと、この日を待っていました。そして今日も又、栄養をもらうこと

ができて、嬉しい気持と一緒に帰ります。目を奪われる作品ばかりで圧倒されそうです。

いやされました。ありがとうございました。   （70 代 松江市） 

 

■絵のそれぞれ描き方が、個性があり変わっていて、おもしろかったです。 （70 代 鳥

取県内） 

 

■時間を気にして去りますが、もっとゆっくりみたい（きっと、日曜日に又来る）。日本の

子供の絵も、もっと見たいと思う。けれど、

多分、先生たちが語られたように、ここま

で、自分の描きたいものを描く自由を獲得

している人は少ないと思います。金賞の学

生さんの絵と本人の解説－黒っぽい、暗

い･･･の中に、離れてみるととても明るい光

がある。自分のほんとうの道を探していく

ことに、明るさをもっているのだと思いま

した。高校生で進路を決めることに悩みに

悩んでわが娘は、きっと、この絵に共感し

励まされた（もし、そのとき見たら）と思

いました。 （70 代 鳥取西部 日本の母） 

 

■絵画は、絵を描く人のその時の心の思い

を表現しています。描く人の思いが理解で

きるものもあれば、理解できない絵もあり

ます。しかし、絵を見る人が自由な立場で

見ることにいい点がある。人が語る言葉は、

聞く人に圧力をかけることもできるが、絵

は見る人の個性で、自由に観察することが

できるところに良い点がある。なぜかと言

うと、ヒットラーは若いときに絵を描くこ

とが好きで画家になることを希望していた

ということです。彼が政治家にならずに、

画家として生涯を生きていたなら、偉大な



（大きなイチゴ 神戸 ２才児） 

画家となっていたかもしれないのです。 （75 歳 鳥取西部） 

 

■ありがとうございました。2 歳のお子様から高校生の皆様の作品まで成長の過程を実感

しながら拝見し言葉にならない多くの言葉を受け止めねばならない思いを抱きました。人

は物心ついたときから自我に目覚め自らを様々に表現しますが、それが当たり前の様に自

由に表現できることが保障されねばならないと思います。なかなか難しいことを日々感じ

ています。それぞれの作品はありのままに自らを表現され何に気づき何を問題としてどこ

へ向かいたいのかを展示作品で話していただいた気がします。成長され、より今の時代の

課題を明確に示し、しかも作品としてのレベルが高く、多くを学ばせていただきました。

絵や写真、作品の表現力の素晴らしさ～この力をすべての子どもたちに保障できる世の中

にしたいですネ。 （70 代・鳥取西部） 

 

■色彩が豊か、鮮やか （70 代 鳥取西部） 

 

■すごい迫力とエネルギーを感じた。特に高校生の絵のメッセージと合わせて見ると、身

ぶるいするくらいだった。日常生活の大切さと自分の関係性のあいまいさにきづかされた。

みんなの作品が元気で良いし、特に中学生部の絵は上手ですね。日常生活＝平和なことを

人々とつながること、人権が大切にされることなど。 （70 代  島根） 

 

■絵とタイトルの関係が楽しく感じました。子ども達の発想は大人と違い夢があります。

ありがとう。 （70 代 鳥取 西部） 

 

■おりの中の鳥 色々考えさせられる題材と思いました。 （77 歳 松江市） 

 

■現代アート的表現、色彩、構図など面白く見せていただきました。今後に期待します。 

（70 代 鳥取 西部） 

 

■人は誰も苦しみ悲しみ、喜びを持って

います。今回の出展物を見て発想のすば

らしいことに感じ入りました。これから、

これからという考えでがんばってくださ

い。 （80 代 鳥取県内） 

 

■子供は目で描くより、心に映るもの（驚

きとか恐怖とか、不安とか）で捉えるの

で素晴らしい。それを大人たち、とくに

教育者たちがああしなさい、こうしなさ

いと歪めるのではないか。 （85 歳 鳥

取西部） 

 



■幼稚班の絵ののびのびと自分の見たまま感じたものをそのまま表現されている作品に感

動いたしました。岡山初中級学校入選作品一年生「私の名前」鋭いと思うし、表現のうま

さに感心した。人の怖さが、この二人が可哀想で涙が出る。もう少し、おおらかにのんび

り人生を送らせてあげたい。他の子たちの作品を見たから思う。こう感じることは大変大

事なことであり、現実の厳しさは理解しているけれど、私は心が痛い。戦争を経験した時

代の大人として。同じことは高級部の絵画を見ながらも思いました。まず思想ではなく絵

画を制作して欲しい。あれだけ才能があるのだから。 （80 代 鳥取西部） 

 

■明るい構図で色使いが年令が上るにつれて上手になっていました。元気に育っているの

がよく現れています。 （80 代 鳥取 西部） 

 

■すべて素晴らしい作品です。私達が考えなければならない社会のことを子ども達はちゃ

んと見ている事に気づかされました。 （鳥取 西部） 

 

■子どもたちの発想力豊かな絵に感心しました。中高生のメッセージ、考えさせられるこ

とばかりでした。 （鳥取西部） 

 

■とても熱心に書き込んでいて感心しました。モチーフがすてきなのがありました。 

 

■小学校 説明的。感性が欲しい。中級部 ・罪を背負う（意味深い）・心象風景が多い。

写実は？・左手で書いた私。すばらしい。  

 

■毎回楽しく鑑賞させて貰っています。個々の表現したいものが様々で興味深くも有り、

ほほえましくもあり、又、少なからず、考えさせられ、自分自身の心のリフレッシュ、又

は頭のリフレッシュになります。スタッフの皆様ありがとうございます m(_ _)m （出雲

市） 

 

■色彩が明るい。高級部は緻密だ。絵を通して交流があってよかった。 （鳥取西部） 

 

■皆さん想像力豊かな絵ですばらし

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■米子展スタッフＴさんの感想 

今年も来られました！在日朝鮮学生美術展、通称「学美」。素晴らしい作品と、朝鮮学校

の先生方、そして学美に惚れ抜いた山陰メンバーのみなさんに再びお会いできて、本当に

嬉しく存じました。 

私が大学を休学し、似顔絵を描きながら旅をしようと思えたのも、学美にかようことを

通じて、自分の中の絵に対する感情を肯定し、向き合えたからでした。 

 

さて、学美とはどんな展覧会なのでしょうか‥？ここでは以下のような絵はありません

‥「先生が望んでる絵を描かなきゃダメだ」 

他者の評価越しに自分の表現を見たり、誰かのために表現を歪めたりするものではあり

ません。自分の描きたいもの、作りたいもの、表現したいものに対して、すごく「生身（も

しくは剥き出し）」でいたんだろうなぁと想像できる作品ばかりです。 

ここにいると、自分がいかに普段の生活で「二重の基準」を気にしているか、それも息

をするレベルで、というのがよく分かります。本当は〇〇したいけど、こう望まれている

からこうしよう、こう思われたくないから〇〇しなきゃ‥など。 

そこから解き放たれた表現に触れられるから、私はここに来るのだと思います。だから

学美には、在日朝鮮人・日本人、国籍を問わず、たくさんの人が集まるのだと思います。

学美にあふれんばかりの表現は、朝鮮学校の先生方の、美術と子供たちへの情熱と愛情で

支えられています。 

 

絵や芸術の価値観をひっくり返された学美ではありますが、学美を通じて、私は日本に

おいてマジョリティであることに、あぐらをかいて生きている自分に気づきました。 

そこから掘り下げると、社会の差別の構造に加担している自分に出会いました。言い換え

るならこうでしょうか。与えられる情報を疑いもせず生きてきました。 

血が通わぬ「記号」となりメディアやネット上に溢れる「在日」という存在。 

「なんか怖い」 

「なんか嫌だ」 

「考えたくない！」 

という思いから無関心という壁を作り、

見ないようにしてきた。 

そんな私は大学一年生のとき、大学の先

生に誘っていただき、ブルブル怯えなが

ら学美倉吉展に行きました。 

そのときから、私のなかの記号だった

「在日」に血が通い、脈打つものになり

ました。朝鮮学校の先生方の笑顔と私に

示してくださった優しさ、学美の作品、

ぎゅっと握手をしたときの温もりが脳

裏にくっきり思い浮かびます。 



 

この出会いがかけがえのないものだと知っているからこそ、ここで陥りがちな点を指摘

したいです。 

在日コリアンに対する差別に抗議するために、私は本来ならば、在日コリアンの人々と

の出会いは必要がなかった、ということです。 

だって、差別を糾弾するために、在日コリアンの友人がいる必要はないでしょう？ 

私が誰と出会う貴重な機会があったにせよ、その差別は、明白におかしなことなのだから。

私が、誰に出会うかけがえのない機会があったかどうかと、かれらに対する差別があきら

かにおかしいことは、別の問題だからです。 

 

でも、私は、自分が体験したことからしか考えられない人間です。私は、この経験がな

ければ、直接朝鮮学校と関わる機会がなければ、このおかしな社会に氾濫する「在日」と

いう記号をそのまま受け入れていたでしょう。 

そうすればもしかして、この前の在日朝鮮学校無償化に対する不当判決だって、「しょう

がないじゃん」と受け入れていたかもしれない。（朝鮮学校の成り立ちには、日本の起こし

た戦争と、その後も続く差別問題があります。そして現在に至ってもなお、政治や司法が

子供たちをも苦しめている。もうこんなことは終わりにしなければいけません。） 

 

それとともに、マイノリティや社会的弱者を「記号」に押し込めてペラペラな存在にし、

私たちから想像力を奪うものって何だろうと思います。 

私だってこの社会で多数派に属することが多いですので、その仕組みに加担している。 

そして、わたしたちは自国の歴史に対して無関心が過ぎるのではないかと思うことがたく

さんあります。自分の言葉で話せるようになることが、なにより大事だと思います。 

 

こんなことを考えました。ありがとう学美。私は学美山陰展がだいすきです。みなさん

が作り出す、あの場に置いていただけたこと、本当に感謝をしています。これからも、す

みに置かせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



駐韓日本大使館の前「平和の少女像」を製作した彫刻家キム・ソキョンさん(上段中央

女性)・キム・ウンソンさん(右)を迎えて 
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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 10827        

入選 3970 3959        

入賞 766 766        

 



「在日朝鮮学生美術展」山陰展（巡回展）活動履歴 

■「第３７回在日朝鮮学生美術展」鳥取巡回展（倉吉市） 

  ２００９（平成２１）年３月１３日（金）～１５日（日）     

  倉吉未来中心 アトリウム 

■「第３８回在日朝鮮学生美術展」鳥取巡回展（米子市） 

２０１０（平成２２）年３月２１日（日）～２３日（火） 

米子市美術館 第３・４展示室 

■「第３９回在日朝鮮学生美術展」鳥取展（鳥取市） 

２０１０（平成２２）年１２月２５日（土）～１２月２８日（火）＜２７日休館＞   

  とりぎん文化会館 展示室・フリースペース 

■「第４０回在日朝鮮学生美術展」鳥取展（倉吉市） 

  ２０１２（平成２４）年１月７日（土）～１月９日（月・祝日） 

  倉吉未来中心 アトリウム  

■「第４１回在日朝鮮学生美術展」鳥取展（米子市） 

２０１３（平成２５）年２月２２日（金）～２４日（日） 

鳥取県立武道館 小道場２ 

■「第４２回在日朝鮮学生美術展」島根展（松江市） 

  ２０１４（平成２６）年２月１３日（木）～１６日（日）  

  島根県立美術館 ギャラリー2・3 

■「第４３回在日朝鮮学生美術展」出雲展 （出雲市） 

２０１４（平成２６）年１２月２０日（土）～２３日（火）   

ビッグハート出雲 アートギャラリー・文化サロン 

■「第４４回在日朝鮮学生美術展」鳥取倉吉展（倉吉市） 

  ２０１５年（平成２７）９月４日（金）～９月６日（日） 

  倉吉未来中心 アトリウム 

■「第４４回在日朝鮮学生美術展特別巡回展」浜田展（浜田市） 

  ２０１６（平成２８）年５月２０日（金）～５月２２日（日） 

  浜田市立世界こども美術館 

■「第４５回在日朝鮮学生美術展」鳥取展（鳥取市） 

  ２０１７（平成２９）年２月２４日（金）～２０１７年２月２６日（日） 

  とりぎん文化会館 展示室・フリースペース 

■「第４６回在日朝鮮学生美術展」松江展（松江市） 

  ２０１８（平成３０）年２月１日（木）～４日（日）  

  島根県立美術館 ギャラリー１・２・３ 

■「第４７回在日朝鮮学生美術展」鳥取米子展（米子市）今回 

２０１９（平成３１）年３月１５日（金）～１７日（日） 

米子市美術館 第３・４展示室 

■「第４８回在日朝鮮学生美術展」出雲展 （出雲市）次回開催決定 

２０１９年１１月１日（金）～３日（日）   

ビッグハート出雲 アートギャラリー・文化サロン 
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