
　         (年齢　 　　歳) 

受付番号

・アーティストネーム、イニシャルなどの表示を希望される方は、｢氏名｣欄に

　その名前を記入してください。

・完成した作品の写真を、この出品票下部に貼付してください。

第７回「障がい者アーティストの卵」発掘展

出　品　票

作品名

ふりがな

氏　名 市町村名

使用材料
（写真を除く）

制作中のエピソー

ドなど、自由にお

書きください。

写真貼付

(この枠内にお貼りください。)

可　　・　　不可
会場での写真・動画

等の撮影について



受付番号

　        　　令和 　　年　　 月 　　日
ふりがな 年齢

（アーティストネームなどでの活動を希望される方は下欄の「作者氏名」欄に記入してください。） 歳

ふりがな

作者氏名

（〒　  　　ー　　　　　）

電話 FAX
（〒　　  　ー　　　　　）

(担当者名      )
E-Mail
電話 FAX

（学校・施設など）

障がい

種別・程度

作品名

・１枚もの　（　四つ切り　・　ワイド四つ切り　・　A４　）
・組写真  写真枚数：(    　)枚　台紙サイズ：縦(         )㎝×横(         )㎝

重さ(　　　　　)㎏
(該当するものに○印をつけてください。) 未発表作品で  (応募作品が未発表の物で

あることの確認 ある場合〇をご記入ください)

※３

※１    平面作品・立体作品のサイズは、額縁などを含んだサイズを記入してください。
※２　写真作品は、１枚物の場合、該当するサイズを〇で囲んでください。組写真の場合は
　　　写真の枚数と、台紙のサイズを記入してください。
※３　応募作品は、他の美術展等で未発表のものに限ります。(ただし、過去に公募展・
　　　コンクールなどに出品したが展示されなかった作品及び個展・グループ展などでの
　　　発表作品は可。またインターネットで公開し、画像で確認できる作品は不可。

幅　(　　　　　)㎝×高さ(　　　　　)㎝×奥行(　　　　　)㎝

現住所

所属先名

出 品 申 込 書
第７回「障がい者アーティストの卵」発掘展

下記のとおり、出品の申込をします。

氏　名

@

連絡先

（日中必ず連絡の

つく連絡先を記入

してください。）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

立体作品

記入上の注意

徳島県内在住　・　徳島県出身

サイズ

※１ ※２

県との関わり

　縦（　　　　　）㎝×横（　　　　　）㎝

来館者が作品を撮影すること　　　　　　　可　　　　　・　　　　　不可　　　

作品集・Webに作品を掲載すること　　　　可　　　　　・　　　　　不可　　　

平面作品

写真作品



令和３年度とくしま共⽣アートプロジェクト推進事業 

第７回「障がい者アーティストの卵」発掘展 作品募集要項 

 
障がい者の芸術⽂化活動を⽀援し、障がい者の⽣きがいや充実感を⾼めるとともに、障がい者による芸術の   

すばらしさを広く県⺠に PR することにより、県⺠の障がい者への理解を深め、障がい者の⾃⽴と社会参加の 
促進を図ることを⽬的としています。 
 
１ 事業概要 

    芸術⽂化活動に取り組んでいる障がい者のアート作品を募集・展⽰するとともに、優れたアーティスト 
    に対して活動⽀援⾦を⽀給し、その活動を⽀援します。 
 
２ 応募資格 

    徳島県内在住⼜は徳島県出⾝の障がいのある⽅なら、どなたでもご応募いただけます。 
 
３ 募集内容 

  （１）平⾯作品、写真作品⼜は⽴体作品とします。 
  （２）応募作品は個⼈制作とし、共同制作作品は不可とします。 
  （３）作品数は１⼈１点に限り、複数の要素で１作品を構成するものも可とします。 
  （４）作品のテーマは⾃由です。 
 
４ 応募作品の規格 

 平⾯作品 ―おおむね、縦＋横の合計が１６０㎝以下 
（展⽰ができるように、吊り紐等をつけてください。また、額装する場合はガラス不可） 

  写真作品 ―四つ切り（ワイド四つ切り含む）⼜は A４サイズ 
      (組写真の場合は、各写真のサイズに規定はありませんが、おおむね、縦＋横の合計が 

１６０㎝以下の台紙に収まるようにテープでとめて、組んだ状態で応募してください。) 
―インクジェットでのプリントの場合は、フォトプリント紙での応募に限ります。 

 ⽴体作品 ―おおむね、幅＋⾼さ＋奥⾏きの合計が１８０㎝以下（素材は⾃由） 
＊規格については⽬安とし、出品者が安全に搬⼊及び搬出でき、かつ展覧会スタッフが安全に展⽰作業を 
できる⼤きさと重さであること。壁⾯若しくは、台上、床上に安定して飾れる状態とすること。 
      

５ 出品申込書等提出期間 
     提出期間 令和３年７⽉１⽇(⽊) 〜 令和３年７⽉３１⽇(⼟) 必着（当⽇消印有効） 
 
６ 応募⽅法（必ずお読みください） 

（１） 別紙出品申込書及び出品票に必要事項を記⼊し、郵送、電⼦メールあるいは持参により、徳島県障
がい者芸術・⽂化活動⽀援センターまで提出してください。 
持参の場合の受付時間は、９：００〜１７：００です。 

（２）出品票には、完成作品の写真を必ず添付してください。 
出品票に記載いただいた内容は、展覧会会場において、作品とともに紹介します。 

（３）出品申込書等の提出のない⽅は出品いただけません。 
また、ご提出いただいた出品申込書等は返却いたしません。ご了承ください。 

（４）出品料は無料です。（ただし、応募の際にかかる経費は、各⾃負担とします。） 
 

７ 応募作品の搬⼊及び搬出について 
（１） 応募作品には裏⾯、底⾯などに作者名、作品名を記⼊してください。 
（２） 作品の搬⼊・搬出については、次の期間に徳島県⽴近代美術館１階ギャラリーにて本⼈⼜は

代理の⽅が⾏ってください。 
※作品の郵送、宅配等での受付は⾏いません。 

（３） 作品の展⽰⽅法については、主催者側でコーディネートし、展⽰のレイアウトについては、
主催者に⼀任いただきます。 

（４） 搬⼊ 令和 3 年８⽉２９⽇（⽇）   ９：３０ 〜 １６：００ 
（５） 搬出 令和 3 年９⽉ ５⽇（⽇） １６：００ 〜 １７：００ 

 令和 3 年９⽉ ６⽇（⽉）  ９：３０ 〜 １１：３０ 
 

８ 展覧会⽇時・会場および Web 公開 
     （１）⽇時 令和 3 年９⽉１⽇（⽔）〜 ９⽉５⽇（⽇） 

９：３０〜１７：００ （最終⽇は１６：００まで） 
     （２）会場 徳島県⽴近代美術館１階ギャラリー 
           〒770-8070 徳島市⼋万町向寺⼭ ⽂化の森総合公園内 

（３）Web  9 ⽉ 4 ⽇（⼟）以降に、障がい者芸術・⽂化活動⽀援センターホームページ上でも公開     
します。 

 
９ 作品の審査 

（１）作品の審査は、県内の芸術⽂化関係者で構成される審査委員会にて⾏います。 
（２）⼊賞者に賞状を授与するとともに、⾦賞・銀賞・銅賞の⽅には活動⽀援⾦を贈呈します。 

        各賞は次のとおりです。 
          ⾦賞  １０万円   １名 
          銀賞   ５万円   １名 
          銅賞   ３万円   １名 
          審査委員特別賞   若⼲名 

（３）⼊賞者のみに審査結果の連絡をいたします。 
（４）⼊賞作品は後⽇、徳島県⽴障がい者交流プラザ１階プラザギャラリーにて展⽰します。作品

の搬⼊出について、ご協⼒お願いします。 
 

１０ 表彰式 
      ９⽉５⽇（⽇）１５：００〜 ⽂化の森総合公園内 徳島県⽴⼆⼗⼀世紀館イベントホール 



１１ 応募にあたっての注意事項 
（１）出品作品を掲載した作品集を制作し出品者・関係機関等に配布します。また、Web で会場の様⼦

と作品を紹介します。作品掲載についてご了承ください。 
（２）不慮の災害、事故その他展⽰上の不可抗⼒による作品の破損等については責任を負いません。 
（３）応募数・会場の都合により、別会場で展⽰される場合や展⽰されない場合があります。 

その場合は、作品の搬⼊及び搬出について別途連絡します。また、展⽰の安全性等を鑑み、主催者
の判断により受付をお断りすることがあります。 

（４）出品作品は徳島県及び徳島県障がい者芸術・⽂化活動⽀援センターの紹介・広報等のために    
今後使⽤させていただくことがあります。また、作品の使⽤料については無償とさせていただき
ます。 

（５）⼈物、美術品、写真等の肖像若しくは著作物を写真作品に使⽤する場合は、あらかじめ被写体と
なる⽅や、著作者、所有者等から承諾・使⽤許諾を得た上で応募してください。 

（６）応募作品は、他⼈の著作権など知的財産権について侵害しないことを厳守してください。 
（７）申込の際にご記⼊いただいた個⼈情報につきましては、事業運営にのみ使⽤します。 
（８）アーティストネーム等での応募も可能です。 
（９）応募作品は他の美術展等で未発表のものに限ります。 

      （ただし、過去に公募展・コンクールなどに出品したが展⽰されなかった作品及び個展・グループ
展などでの発表作品は可。また、インターネットで公開し、画像で確認できる作品は不可。） 

（１０）⼀般⼊場者による写真・動画撮影不可の場合は、出品申込書と出品票に記⼊してください。 
 
１２ 新型コロナウィルス感染拡⼤予防のため展⽰会場では、以下のように対策を取ります。 

（１）マスクの着⽤  
（２） ｢三つの密｣ を避ける対策をとります。 

【密閉】について 展⽰室内は空調設備等により換気も⾏われています。 
【密集】について ⼊場者数が⼀定数を超えた場合、⼊場制限をおこないます。 
【密接】について 密接場⾯を⽣じさせないために、皆様にご協⼒をお願いします。 

＊なお、展⽰・表彰式等につきましては、中⽌となる場合がございます。その場合、Web のみの作品 
公開となります。予めご了承ください。（当センターホームページでご確認ください。） 
皆様には、⼤変申し訳ございませんが、ご理解・ご協⼒をお願いいたします。 

 
１３ 出品申込書等の提出及び問合せ先 
     徳島県障がい者芸術・⽂化活動⽀援センター 

   〒770-0005 徳島市南⽮三町２丁⽬１−５９ 徳島県⽴障がい者交流プラザ １階 
 Tel 088-631-1200    Fax  088-631-1300   E-mail  t-geibun@kouryu-plaza 

出品申込書及び出品票は、徳島県障がい者芸術・⽂化活動⽀援センターのホームページからもダウン  
ロードできます。 http://kouryu-plaza.jp/gb-center/ 

この展覧会は、 
「第２１回全国障害者芸術・⽂化祭わかやま⼤会」サテライト会場となっています。 
2021 年 10 ⽉ 30 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 21 ⽇（⽇）和歌⼭県内各地で多彩な⽂化イベントを開催予定 
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          主催：徳島県，徳島県障がい者芸術・⽂化活動⽀援センター 
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