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岩手県中学校文化連盟これまでの歩み
平成12年６月19日
平成13年６月27日

第２回岩手県中学校長会理事会で中学校文化連盟設立を提案了承
第１回岩手県中学校文化連盟設立準備委員会開催
岩手県中学校文化連盟設立準備室を盛岡市立下橋中学校に開設
（八重樫会長就任）
平成14年２月13日 県内全生徒・保護者に対して中学校文化連盟設立PRチラシ配布
平成14年３月25日 全国中学校文化連盟事務局訪問
平成14年５月29日 平成14年度第１回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
岩手県中学校文化連盟発足
平成14年６月５日 全国中学校文化連盟へ加盟通知
平成14年６月19日 岩手県中学校文化連盟設立記念式典・祝賀会開催
平成14年８月23日 全国中学校文化連盟総合文化発表会の舞台部門に普代村立普代中学校（中野七
頭舞）、展示部門に12校が初参加
平成14年11月25日〜26日 第１回岩手県中学校総合文化祭を岩手県民会館を会場に開催
平成15年３月５日 平成14年度第２回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
平成15年５月23日 平成15年度第１回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催（岡田会長就任）
平成15年７月18日 県中体連中央開会式において、進行アナウンス及び合唱を中文連で担当
平成15年８月21日 全国中学校文化連盟総合文化発表会の舞台部門に盛岡市立乙部中学校（黒川田
植え踊り）が参加
平成15年10月４日 岩手芸術祭開幕フェスティバルに中文連より、紫波町立紫波第二中学校（佐比
内金山太鼓）が参加
平成15年11月21日 第２回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成15年12月11日〜14日
同
展示部門を開催
平成16年３月２日 平成15年度第２回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
平成16年５月21日 平成16年度第１回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
平成16年10月２日 岩手芸術祭開幕フェスティバルに中文連より、花巻市立湯口中学校（円万寺神
楽）が参加
平成16年11月19日 第３回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成16年12月９日〜13日
同
展示部門を開催
平成16年12月11日〜12日 第４回全国中学校総合文化祭（沖縄県宜野湾市）の舞台部門に岩泉町立小
本中学校（中野七頭舞）が参加及び開会集会に太田望美（見前南中）の三味線が招
待。展示部門には美術作品等50点を出品
※大会期間中に参加各県中学生による交流会を開催。
平成17年３月４日 平成16年度第２回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
平成17年５月18日 岡山国体応援旗を制作（県教委へ提出）
平成17年５月20日 平成17年度第１回評議員・理事会開催（佐々木会長就任）
平成17年７月16日 県中総体中央開会式において、進行アナウンスを中文連で担当
平成17年８月21〜22日 第５回中学校総合文化祭（神奈川県横浜市）の舞台部門に矢巾北中（郡読劇
アテルイ）が参加。展示部門には新聞・書道作品等32点を出品
平成17年９月28日 臨時評議員会を開催（負担金の値上げについて）
平成17年10月１日 岩手芸術祭開幕フェスティバルに中文連より、遠野宮守地区中文連（山口さん
さ踊り）が参加
平成17年10月25日 第４回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成17年12月９日〜12日
同
展示部門を開催
平成18年２月15日 平成17年度第２回岩手県中学校文化連盟評議員会・理事会開催
平成18年５月19日 平成18年度第１回岩手県中学校文化連盟評議員・理事会開催
平成18年７月15日 県中体連中央開会式において、進行アナウンス及びプログラム冊子の表紙原画
を中文連で担当
平成18年８月26〜27日 第６回全国中学校総合文化祭（東京都江戸川区）の舞台部門に北上北中（二
子鬼剣舞）が参加。展示部門には新聞・書道・技家・美術作品等33点を出品
平成18年12月８日 第５回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成18年12月８日〜11日 同展示部門を開催
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平成19年２月19日
平成19年５月22日
平成19年７月14日
平成19年８月21日

第２回岩手県中学校文化連盟評議会・理事会開催
第１回岩手県中学校文化連盟評議会
県中体連中央開会式において、プログラム冊子の表紙原画を中文連で担当
平成19年度全国中学校体育大会（水泳競技）において、進行アナウンスを中文連
で担当
平成19年８月22〜23日 第７回全国中学校総合文化祭（国立オリンピック記念青少年総合センター）
の舞台部門に遠野市立土淵中（山口さんさ）が参加。展示部門には、美術作品８
点を出品
平成19年12月７日 第６回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成19年12月７日〜10日 同展示部門を開催
平成20年２月18日 第２回岩手県中学校文化連盟評議会・理事会開催
平成20年５月23日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会
平成20年８月20〜21日 第８回全国中学校総合文化祭（弘前市民会館・弘前文化会館）の舞台部門に
大槌町立吉里吉里中学校（鹿子踊り）が参加。展示部門には、美術作品、書道作
品、技術・家庭作品をそれぞれ各10点を出品
平成20年11月21日 第７回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成20年11月28日〜12月１日 同展示部門を開催
平成21年２月16日 第２回岩手県中学校文化連盟評議会・理事会開催
平成21年５月22日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会（熊谷会長就任）
平成21年８月20〜21日 第９回全国中学校総合文化祭（神奈川県立青少年センター）の舞台部門に奥
州市立江刺第一中学校（一中太鼓）が参加。展示部門には、美術作品（11点）、書
道作品（10点）を出品
平成21年11月27日 第８回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成21年11月27日〜30日 同展示部門を開催
平成22年２月19日 第２回岩手県中学校文化連盟評議会・理事会開催
平成22年５月21日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会開催
平成22年８月20日〜21日 第10回全国中学校総合文化祭福岡大会（大野城市まどかぴあ）の舞台部門
に盛岡市立繋中学校が参加。展示部門には美術作品（10点）、書道作品（10点）を
出品
平成23年５月20日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会開催
平成23年６月28日 第11回全国中学校総合文化祭岩手大会 第１回実行委員会開催
平成23年８月２日 第11回全国中学校総合文化祭岩手大会 第２回実行委員会開催
平成23年８月18日~19日 第11回全国中学校総合文化祭岩手大会開催
〈岩手大会の規模〉
1. 舞台発表部門
①出演者総数：1,201名
②出演学校数：岩手30校（14団体：980名）／全国17校（16団体：221名）
2. 展示発表部門
①出展作品総数：1,886点
②出展学校数：岩手：171校（1,403点）／全国：250校（483点）
3. 参観者
①参観者総数：10,068名（２日間合計 ※出演者含む）
②実行委員数：411名（生徒実行委員：213名、教職員実行委員：198名）
平成24年２月17日 第２回岩手県中学校文化連盟評議会開催
平成24年５月25日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会開催
平成24年８月17日〜18日
第12回全国中学校総合文化祭栃木大会（宇都宮文化会館）の舞台部門に陸前高
田市立気仙中学校（けんか七夕太鼓）が参加。
展示部門には、美術作品（９点）書道作品（４点）を出品
平成24年11月22日 第11回岩手県中学校総合文化祭開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成24年11月22日〜25日 同展示部門を開催
平成24年２月14日 第２回岩手県中学校文化連盟評議会開催
平成25年５月24日 第１回岩手県中学校文化連盟評議会開催（小岩会長就任）
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平成25年８月19日〜20日 第13回全国中学校総合文化祭山口大会（山口市民会館）の舞台部門に宮
古市立重茂中学校（トド埼太鼓）が参加。
展示部門には、美術作品（10点）書道作品（10点）を出品。
平成25年 9 月24日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議開催
平成25年11月22日 第12回岩手県中学校総合文化祭 開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成25年11月22日〜11月25日 同 展示部門を開催（岩手県民会館）
平成26年 2 月14日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
平成26年 5 月16日 第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
岩手県中学校文化連盟のシンボルマークを県内中学生の公募により決定
平成26年 9 月26日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議開催
平成26年11月21日 第13回岩手県中学校総合文化祭 開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成26年11月27日〜12月 1 日 同 展示部門を開催（岩手県民会館）
平成26年12月13日〜12月14日 第14回全国中学校総合文化祭 沖縄大会（浦添市）の舞台部門に
岩泉町立小本中学校（中野七ツ舞）が参加
展示部門には、美術作品（10点）書道作品（ 5 点）を出品
平成27年 2 月13日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
平成27年 5 月15日 第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
（高橋会長就任）
平成27年 8 月20日〜 8 月21日 第15回全国中学校総合文化祭 東京大会（調布市）の舞台部門に
紫波町立紫波第二中学校（佐比内金山太鼓）が参加
展示部門には、美術作品（10点）書道作品（ 5 点）を出品
平成27年 9 月25日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議開催
平成27年10月27日 第14回県総文祭実行委員会開催
平成27年11月20日 第14回岩手県中学校総合文化祭 開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成27年11月20日～ 11月22日 同 展示部門を開催（岩手県民会館）
平成27年12月28日 第 2 回全国中文連理事・評議員合同会議（東京）
平成28年 2 月12日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
岩手県中学校文化連盟シンボルマークバッチを作製
平成28年 5 月17日 第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
平成28年 8 月18日～ 8 月19日 第16回全国中学校総合文化祭 大分大会（大分市）の舞台部門に
大船渡市立吉浜中学校（津波演劇）が参加
展示部門には、美術作品（10点）書道作品（ 5 点）を出品
平成28年 9 月23日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議開催
平成28年10月25日 第15回県総文祭実行委員会開催
平成28年11月18日 第15回岩手県中学校総合文化祭 開会式・舞台部門を開催（岩手県民会館）
平成28年11月18日～ 11月20日 同 展示部門を開催（岩手県民会館）
平成28年12月28日 第 2 回全国中文連理事会（東京）
平成29年 2 月10日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
平成29年 5 月19日 第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事･事務局長･評議員合同会議 開催
平成29年 8 月17日～平成29年８月18日 第17回全国中学校総合文化祭 神奈川大会（横浜市）の舞
台部門に滝沢市立一本木中学校（一本木さんさ）が参加
展示部門には、美術作品（10点）、書道作品（ 5 点）を出展
平成29年９月20日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議 開催
平成29年10月24日 第16回岩手県中学校総合文化祭実行委員会 開催
平成29年11月16日 第16回岩手県中学校総合文化祭 開会セレモニー・舞台発表部門を開催
（岩手県民会館）
平成29年11月16日～平成29年11月21日 同 展示発表部門を開催（岩手県民会館）
平成29年12月26日 第 2 回全国中文連理事会（東京）
平成30年２月15日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
平成30年 5 月16日 第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事･事務局長･評議員合同会議 開催
（小野寺会長就任）
平成30年 8 月24日～平成30年 8 月25日 第18回全国中学校総合文化祭 長崎大会（佐世保市）の舞
台部門に二戸市立金田一中学校（演劇：藍の風が吹くとき）が参加
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展示部門には、美術作品（11点）、書道作品（5 点）を出展
岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議 開催
第17回岩手県中学校総合文化祭実行委員会 開催
第17回岩手県中学校総合文化祭 開会セレモニー・舞台発表部門を開催（岩手
県民会館）
平成30年11月22日～平成30年11月26日 同 展示発表部門を開催（岩手県民会館）
平成30年12月27日 第 2 回全国中文連理事会（東京）
平成31年２月15日 第 2 回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
令和元年 5 月８日 全国中学校総合文化祭岩手大会実行委員会 第 1 回運営委員会 開催
第 1 回岩手県中学校文化連盟地区理事･事務局長･評議員合同会議 開催
令和元年 8 月22日～平成31年 8 月23日 第19回全国中学校総合文化祭 富山大会（富山市）の舞台部
門に遠野市立遠野東中学校（青笹しし踊り）が参加
展示部門には、美術作品（10点），書道作品（ 5 点）を出展
令和元年 9 月24日 全国中学校総合文化祭岩手大会実行委員会 第 2 回運営委員会 開催
岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議 開催
令和元年10月30日 第18回岩手県中学校総合文化祭実行委員会 開催
令和元年11月22日 第18回岩手県中学校総合文化祭 開会セレモニー・舞台発表部門を開催（岩手
県民会館）
令和元年11月22日～令和元年11月25日 同 展示発表部門を開催（岩手県民会館）
令和元年12月16日 全国中学校総合文化祭岩手大会実行委員会 第 3 回 運営委員会 開催
令和元年12月27日 第２回全国中文連理事会（東京）
令和元年 2 月10日 第２回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
令和 2 年 5 月 7 日 全国中学校総合文化祭岩手大会実行委員会 第 4 回 運営委員会 開催
第１回岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長・評議員合同会議開催
（松葉会長就任）
令和２年６月３日 岩手県中学校文化連盟ホームページ開設
令和２年８月19日～令和２年８月20日 第20回全国中学校総合文化祭 福岡大会（北九州市）の舞
台部門に宮古市立花輪中学校（郷土芸能：花輪の伝統芸能を舞う）、展示部門
には、美術作品（10点）を出展予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、大会が中止
令和２年９月28日 岩手県中学校文化連盟地区理事・事務局長合同会議開催
令和２年10月26日 第19回岩手県中学校総合文化祭実行委員会 中止
令和２年11月20日 第19回岩手県中学校総合文化祭 開会セレモニー・舞台発表部門 中止
令和２年11月20日～ 11月23日 同 展示発表部門を開催（岩手県民会館）
平成30年 9 月19日
平成30年10月29日
平成30年11月22日
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