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昭26 縣　　五六 津野　　任 別府緑丘 256,000 高文連結成（26,630）会費生徒１人10円

昭27 縣　　五六 津野　　任 別府緑丘 525,307 バッジ制定、各地方行事、会費20円

昭28 西中　充治 原田　耕起 日　　出 561,900 演劇夏季研究会合宿で成功

昭29 西中　充治 原田　耕起 日　　出 840,400 浅野リサイクルを各地で開く、会費30円

昭30 米田　貞一 田中　　昇 大分上野丘 886,423 藤倉アナウンサー招く

昭31 米田　貞一 田中　　昇 大分上野丘 939,178 文化講演会開く、会報1号刊、定時制会費15円

文芸部の名を新聞部と文芸部に分ける

昭32 米田　貞一 田中　　昇 大分上野丘 905,163 高文連手ぬぐい制定

昭33 中西　俊雄 高山　良介 別府鶴見丘 996,398 高校弁論九州大会招く

昭34 安達　一郎 高山　良介 別府鶴見丘 1,008,569 冊子「高文連10年を歩む」刊

九州高校演劇協議会結成大会　高文連賞創設

昭35 安達　一郎 安部健二郎 別府鶴見丘 1,065,468 冊子「高文連10年史」刊

会報「10周年記念号＝36.3月」

昭36 利光　英三 加藤　義夫 東　　豊 1,356,064 第1回全九州高校美術展開く

新聞部独立　会費40円（定時制20円）

昭37 利光　英三 加藤　義夫 東　　豊 1,672,171 西日本演劇コンクール招く、家庭部独立

昭38 御手洗一視 安藤　秀雄 大分上野丘 1,831,048

昭39 御手洗一視 真部　　好 大分上野丘 2,362,388 高校弁論全国大会招く

九州高校理科研究大会

昭40 稲浦　龍一 甲斐　文融 大分女子 2,464,404 文芸講演　大宅壮一招く

東京交響楽団招き6地区で県下高校生1200人動員

昭41 稲浦　龍一 松野　寿生 大分女子 2,943,604 高校弁論九州大会招く、会費50円（定時制30円）

西日本演劇コンクール招く

昭42 西中　充治 井ノ口正之 大分舞鶴 3,299,083 九州高校美術秀作展開く、社会部新設

昭43 西中　充治 井ノ口正之 大分舞鶴 2,988,117 高校発足20周年記念文化祭を開く

高文連歌制定

昭44 高木　　来 麻生　尚壽 大分商業 3,145,716 高文連産業文化祭開く、会費60円（定時制30円）

昭45 高木　　来 麻生　尚壽 大分商業 3,175,934

昭46 後藤　和生 樋田　並滋 大分工業 3,289,411 20周年式典、記念音楽発表会

「創立20周年記念誌」刊　放送部新設

昭47 後藤　和生 樋田　並滋 大分工業 3,204,650 九州演劇コンクール招く

昭48 楠本　達男 安部　　茂 大分上野丘 3,262,943 高校弁論九州大会招く

昭49 松並　　篤 佐藤　至良 大分商業 3,636,376 演劇全国大会（福岡）に派遣　会費70円

昭50 木本　数一 五島　辰夫 大分女子 3,674,739 会報20号記念新聞縮刷版刊行

昭51 木本　数一 五島　辰夫 大分女子 6,104,560 第1回大分県高校総合文化祭（竹田大会）を開く

会費120円（定時制60円）

昭52 土屋　元造 五島　辰夫 大分女子 6,313,733

昭53 土屋　元造 五島　辰夫 大分女子 5,975,462 高文連旗制定

第2回全国高校総合文化祭（兵庫大会）に派遣

昭54 帆足　敏郎 五島　辰夫 大分女子 8,864,358 第3回全国高校総合文化祭（大分大会）を招く

会費180円

昭55 糸永　正武 宮崎十四一 大分鶴崎 9,002,469 第4回全国高校総合文化祭（石川大会）に派遣

昭56 真部　　好 宮崎十四一 大分鶴崎 9,142,783 冊子「高文連30年史」刊、30周年記念表彰式

高校弁論九州大会を招く

第5回全国高校総合文化祭（秋田大会）に派遣

昭57 真部　　好 堀　　汕三 大分鶴崎 8,804,874 第6回全国高校総合文化祭（栃木大会）に派遣

昭58 佐藤　敏夫 渡邉　賢二 大分舞鶴 8,591,874 第7回全国高校総合文化祭（山口大会）に派遣

昭59 佐藤　敏夫 渡邉　賢二 大分舞鶴 13,494,696 第9回大分県高校総合文化祭（宇佐大会）を開く 会期2日間となる

第8回全国高校総合文化祭（岐阜大会）に派遣

会費280円（定時制140円）　吹奏楽、邦楽、吟詠の各部独立

「高文連集録1984」（第1号）を発刊

大分県高等学校文化連盟の歩み
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昭60 嶋津　文雄 渡辺　恭英 大分雄城台 14,316,166 第9回全国高校総合文化祭（岩手大会）に派遣

全国高等学校文化連盟設立される（初代副会長に嶋津氏）

昭61 嶋津　文雄 渡辺　恭英 大分雄城台 15,604,265 高文連加盟校78校（全加盟）となる

第10回全国高校総合文化祭（大阪大会）に派遣

第33回文部大臣旗全国高校弁論大会を開く（於大分市コンパルホール）

昭62 矢部　　効 首藤　軍記 大 分 南 15,569,426 第11回全国高校総合文化祭（愛知大会）に派遣

昭63 矢部　　効 首藤　軍記 大 分 南 16,007,434 第12回全国高校総合文化祭（熊本大会）に派遣

平1 塔鼻　勝人 須崎　俊郎 大分女子 15,998,166 第13回全国高校総合文化祭（岡山大会）に派遣

平2 岩田　満之 須崎　俊郎 大分女子 16,894,293 創立40周年記念表彰式

創立40周年記念フェスティバルを開く

第15回大分県高等学校総合文化祭（創立40周年記念大会）を開く

第14回全国高校総合文化祭（山梨大会）に派遣

平3 岩田　満之 須崎　俊郎 大分女子 25,588,500 第15回全国高校総合文化祭（香川大会）に派遣

第3回全国生涯学習フェスティバルへ参加

九州地区高等学校文化連盟が結成される

会費450円、定時制及び障害児学校（高等部）200円

平4 安部　　秋 小原　　裕 大分工業 26,176,450 第16回全国高校総合文化祭（沖縄大会）に派遣

平5 匹田　　賢 小原　　裕 大分工業 26,068,576 第17回全国高校総合文化祭（埼玉大会）に派遣

囲碁将棋部新設

平6 匹田　　賢 小原　　裕 大分工業 26,732,549 第18回全国高校総合文化祭（愛媛大会）に派遣

平7 藤井　昭義 佐藤　達美 大分豊府 27,660,345 第19回全国高校総合文化祭（新潟大会）に派遣

全総文祭（新潟大会）出場生徒激励壮行会を開く

創立45周年功労者表彰

平8 藤井　昭義 佐藤　達美 大分豊府 28,879,528 第20回全国高校総合文化祭（北海道大会）に派遣

全総文祭（北海道大会）出場生徒激励壮行会を開く

平9 幸重　和治 河内山　直 情報科学 29,960,295 第21回全国高校総合文化祭（奈良大会）に派遣

全総文祭（奈良大会）出場生徒激励壮行会を開く

平10 幸重　和治 河内山　直 情報科学 25,015,262 第22回全国高校総合文化祭（鳥取大会）に派遣

全総文祭（鳥取大会）出場生徒激励壮行会を開く

第1回大分県高校生日韓文化活動交流（派遣事業）

第13回国民文化祭おおいた’98が開催され、高文連各部が参加する

第34回大分県芸術祭中幕行事を担当し、芸術際賞を受賞

平11 田崎　弘泰 冨成　碩甫 鶴崎工業 25,290,131 第24回大分県高等学校総合文化祭（中津・下毛大会）を開く

（第1回大分県民芸術文化祭参加行事）

第23回全国高校総合文化祭（山形大会）に派遣

全総文祭（山形大会）出場生徒激励壮行会を開く

第2回大分県高校生日韓文化活動交流（招聘事業）

第1回高校生文芸道場（文化庁主催）九州ブロック大会（大分大会）開催

平12 田崎　弘泰 冨成　碩甫 鶴崎工業 26,103,333 大分県高文連創立50周年記念式典

第25回大分県高校総合文化祭（創立50周年記念大会）を開く

（同上により第2回大分県民芸術文化祭奨励賞受賞）

第24回全国高校総合文化祭（静岡大会）に派遣

全総文祭（静岡大会）出場生徒激励壮行会を開く

第3回大分県高校生日韓文化活動交流（派遣事業）

第22回九州高校放送コンテスト大分大会開催　12月14～16日　於鶴見園グランドホテル

第9回全国高等学校文化連盟将棋新人大会開催　平成13年2月8～10日　於鶴見園グランド

ホテル

平13 山本　芳直 横田　耕作 大 分 東 25,743,306 第25回全国高校総合文化祭（福岡大会）に派遣

全総文祭（福岡大会）出場生徒激励壮行会を開く

第4回大分県高校生日韓文化活動交流（招聘事業）

第7回九州地区高文連美術・工芸、書道、写真展開催　6月15～21日　於大分市内

第16回全九州高等学校文化連盟囲碁選手権大会　11月17～18日　於鶴見園グランドホテル

平14 山本　芳直 横田　耕作 大 分 東 24,852,243 第26回全国高校総合文化祭（神奈川大会）に派遣

全総文祭（神奈川大会）出場生徒激励壮行会を開く

第5回大分県高校生日韓文化活動交流（派遣事業）

第52回九州地区高等学校弁論大会　11月20日　於大分豊府高校
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平15 浜小路悦生 河野　俊一 大分上野丘 23,028,282 第27回全国高校総合文化祭（福井大会）に派遣

全総文祭（福井大会）出場生徒激励壮行会を開く

第6回大分県高校生日韓文化活動交流（招聘事業）

平16 浜小路悦生 河野　俊一 大分上野丘 27,564,000 会費600円（定・盲・聾・養護学校250円）

第28回全国高校総合文化祭（徳島大会）に派遣

全総文祭（徳島大会）出場生徒激励壮行会を開く

第7回大分県高校生日韓文化活動交流（派遣事業）

平17 阿部　忠雄 二宮　範明 大分商業 26,944,000 第29回全国高校総合文化祭（青森大会）に派遣

全総文祭（青森大会）出場生徒壮行会を開く

第8回大分県高校生日韓文化交流（招聘事業）

平18 上橋　一夫 二宮　範明 大分商業 25,230,000 第30回全国高校総合文化祭（京都大会）に派遣

全総文祭（京都大会）出場生徒壮行会を開く

第9回大分県高校生日韓文化交流（派遣事業）

平19 吉賀　源文 甲斐啓一郎 大分鶴崎 25,317,000 事務局校と会長校が相違する事態が出来し、高文連規約第1条を「事務局を会長校におく

芸術緑
丘高校 ことを原則とする」と改正する

第31回全国高校総合文化祭（島根大会）に派遣

全総文祭（島根大会）出場生徒激励壮行会を開く

第10回大分県高校生日韓文化交流（招聘事業）

第9回高校生文芸道場九州ブロック大会（大分大会）を別府豊泉荘にて開催

平20 内田　良三 甲斐啓一郎 大分鶴崎 24,630,000 内田校長が会長に就任し、事務局校と会長校が一致するという本来の正常な状態に戻る

18番目の専門部として新たに青少年赤十字部を設立

各専門部に部会長を設けることにし、高文連規約第６条、７条、10条を改定

11月3日文化の日に学術・文化振興関係功労団体として創設57年目にして初の県知事表彰

を受賞

全総文祭（群馬大会）出場生徒激励壮行会を開催

第32回全国高校総合文化祭（群馬大会）に派遣

第11回大分県高校生日韓文化交流（派遣事業）実施

第23回全九州高等学校囲碁選手権大会（大分大会）を大分市コンパルホールにて開催

第30回九州高校放送コンテスト並びに校内放送活動研究集会（大分大会）を別府ビーコン

プラザにて開催

平21 小野　二生 河野多加志 大分舞鶴 23,490,000 第33回全国高校総合文化祭（三重大会）に派遣

全総文祭（三重大会）出場生徒激励壮行会を開催

第12回大分県高校生日韓文化交流（招聘事業）実施

第21回全国高等学校文化連盟研究大会（大分大会）を別府ビーコンプラザにて開催

第15回九州高文連美術・工芸、書道、写真展（大分大会）を大分県立芸術会館外にて開催

九州高等学校文化連盟第59回九州高等学校弁論大会大分大会を杵築市文化体育館にて開催

平22 小野　二生 河野多加志 大分舞鶴 23,655,000 各部を各専門部と呼称変更し、役員構成員に事務局長と事務局次長を加えるとともに事務

局の任期を原則３年に延長など高文連規約を一部改定

各専門部の会計帳簿、証憑書類の本部提出の際に各専門部会長の承認を得ることなど高文

連会計処理規定を一部改定

高文連功労者表彰規定の感謝状の高文連役員の条件のうち、会長・理事長・事務局長を１

年以上に変更

第34回全国高等学校総合文化祭（宮崎大会）に派遣

全国総文祭（宮崎大会）参加生徒激励壮行会を開催

第13回日韓文化活動交流事業（派遣事業）実施

創立60周年記念事業としてホームページを開設

平23 小野　二生 河野多加志 大分舞鶴 23,460,000 大分県高文連創立60周年記念式典

第36回大分県高等学校総合文化祭別府大会を開催

高文連功労者表彰規定の感謝状の高文連役員に専門部会長・事務局次長・事務局員を追加

し、表彰の条件を専門部会長・事務局次長はそれぞれ通算３年以上、事務局員は通算６年

以上に改訂

第35回全国高等学校総合文化祭（福島大会）に派遣

全総文祭（福島大会）参加生徒激励壮行会を開催

第14回日韓文化活動交流事業（招聘事業）実施
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平24 髙木　啓次 藤井　雅明 大分雄城台 30,450,000 会費800円（定・盲・聾・支援学校会費300円）

第15回日韓文化活動交流事業（派遣事業）実施

第36回全国高等学校総合文化祭（富山大会）に派遣

全総文祭（富山大会）参加生徒激励壮行会を開催

第37回大分県高等学校総合文化祭大分大会を開催

臨時評議委員会にて高文連規約第２条を改訂

平25 髙木　啓次 藤井　雅明 大分雄城台 30,363,000 第16回日韓文化活動交流事業（招聘事業）実施

第37回全国高等学校総合文化祭（長崎大会）に派遣

全総文祭（長崎大会）参加生徒激励壮行会を開催

第38回大分県高等学校総合文化祭佐伯大会を開催

平26 髙木　啓次 藤井　雅明 大分雄城台 29,919,000 美術専門部を美術・書道・写真の各専門部に分離独立、理事の呼称を専門委員長に変更

第17回日韓文化活動交流事業（派遣事業）実施

第38回全国高等学校総合文化祭（茨城大会）に派遣

全総文祭（茨城大会）参加生徒激励壮行会を開催

第39回大分県高等学校総合文化祭日田大会を開催

平27 小畑　陽子 野村　浩之 大 分 南 30,142,000 第39回全国高等学校総合文化祭（滋賀大会）に派遣

全総文祭（滋賀大会）参加生徒激励壮行会を開催

第40回大分県高等学校総合文化祭大分大会を開催

第18回日韓文化活動交流事業（招聘事業）実施

平28 糸永　正弘 野村　浩之 大 分 南 29,929,000 第40回全国高等学校総合文化祭（広島大会）に派遣

全総文祭（広島大会）参加生徒激励壮行会を開催

第19回日韓文化活動交流事業（派遣事業）実施

第41回大分県高等学校総合文化祭別府・速杵・国東大会を開催

平29 糸永　正弘 野村　浩之 大 分 南 34,870,000 職業専門部については４班（商業班・工業班・農業班・水産班）を新たに設置し、

職業専門委員長に加えて、各班長を評議員会と専門委員長会の構成員とする

バトン班を吹奏楽専門部に統合し、バトン班長を吹奏楽専門部の常任委員の一人とする

第41回全国高等学校総合文化祭（宮城大会）に派遣

全総文祭（宮城大会）参加生徒激励壮行会を九州北部豪雨のため中止

第20回日韓文化活動交流事業（招聘事業）実施

第42回大分県高等学校総合文化祭大分大会を開催

第1回全九州高等学校総合文化祭沖縄大会に派遣


