
郷土芸能部の歴史 

 

 

平成元年  中谷賢治校長 

   顧問 井渕信雄  

第１回県高文祭ステージ発表が郷土芸能活動の始まりである。  

 

平成２年  但田富雄校長  

顧問 井渕信雄  

第２回県高文祭ステージ発表  

 

平成３年  但田富雄校長  

顧問 井渕信雄  

第３回県高文祭ステージ発表  

 

平成４年  田上 弘校長  

顧問 井渕信雄  

第４回県高文祭ステージ発表・地方（PTA）に保存会を配置  

 

平成５年  田上 弘校長  

顧問 井渕信雄  

第５回県高文祭ステージ発表。地方（唄）に一部高校生が入る。  

 

平成６年  成川権士郎校長  

顧問 井渕信雄  

部長 辻智博  

全国高総文祭（愛媛大会）に初出場する。以後１２年連続出場。 

地方（唄、三味線）に高校生を配置する。20 名（五箇山地区以外の生徒 1 名）

参加。  

全国高校総体バスケット競技開会式アトラクション出演（砺波市）  

 

平成７年  成川権士郎校長  

顧問 井渕信雄  

部長 荒木弘久  

全国高総文祭（佐渡大会）地方はすべて高校生となる。33 名（五箇山地区以外



の生徒 1 名） 参加。  

 

平成８年  荒木平信校長  

顧問 井渕信雄・野畠峰彦・中井勉  

部長 山本諭  

全国高総文祭（北海道大会）28 名（五箇山地区以外の生徒 1 名）参加。 

第２回富山県伝統芸能フェスティバル出演（井波町）  

 

平成９年  荒木平信校長  

顧問 井渕信雄・野畠峰彦・中井勉  

部長 坂本博文  

全国高総文祭（奈良大会）文化庁長官賞（ベスト４） 

36 名（五箇山地区以外の生徒 1 名） 参加。 

郷土芸能クラブから名称を郷土芸能部とする。 （授業に「郷土芸能」を 1 年生

に必修として取り入れる。）  

第８回全国高総文祭優秀校東京公演出演（東京・国立劇場） 

 

福野町ことぶき大学教養講座出演  

福野町敬老会アトラクション出演  

城端むぎや祭出演  

平の祭・麦屋踊り出演  

 

平成 10 年  荒木平信校長  

顧問 井渕信雄・野畠峰彦  

部長 安達孝彦  

全国高総文祭実行委員会組織  

全国高総文祭（鳥取大会）優良賞（ベスト８） 

41 名（五箇山地区以外の生徒６名）参加。 

 

第 40 回自然公演大会出演（大山町・立山山麓スキー場）  

福野町ことぶき大学教養講座出演  

福野町敬老会アトラクション出演  

城端むぎや祭出演  

平の祭・麦屋踊り出演  

第２回県民芸術文化祭出演（高岡市）  

患者さんのためのコンサート（砺波市民病院主催）  



第 10 回高文祭ステージ発表  

 

平成 11 年  高瀬顕正校長  

顧問 野畠峰彦・松井悦子  

部長 笹部洋平  

郷土芸能活動推進委員会組織（委員長 井渕信雄）  

全国高総文祭（山形大会） 38 名（五箇山地区以外の生徒４名）参加。  

 

いなみ木彫キャンプウエルカムパーティ出演  

韓国江原国際観光博覧会ナショナルディ出演（韓国江原道草束市）  

福野町ことぶき大学教養講座出演  

城端むぎや祭出演  

平の祭・麦屋踊り出演  

平の祭・和紙まつり出演  

平村文化祭出演  

第 11 回高文祭ステージ発表  

 

平成 12 年  高瀬顕正校長  

顧問 野畠峰彦・山田建三・村上聡・石瀬悦子・稲飯美智雄・森川達也  

部長 宮川壮志  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 野畠峰彦）  

全国高総文祭（静岡大会） 40 名（五箇山地区以外の生徒８名）参加。  

優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第 11 回優秀校東京公演出演（東京・国立劇場） 

 

平村高齢者福祉施設「つつじ荘」にて発表  

福野町ことぶき大学教養講座出演  

福光町熱おくり祭本町イベント 福野町敬老会アトラクション出演  

城端むぎや祭出演  

平の祭・麦屋踊り出演  

国体採火式アトラクション（平村）  

国体交流会（上平村）  

平村文化祭出演  

第 12 回県高文祭ステージ発表  

白川郷文化フォーラムアトラクション出演（白川村）  

国際民族舞踏フェスティバル出演（東京・中野サンプラザ）  



日本の響き大地の舞 2000 出演（名古屋市・愛知県勤労会館）  

 

平成 13 年  小幡勝義校長  

顧問 野畠峰彦・山田建三・村上聡・滝谷洋子  

部長 中谷真也  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 野畠峰彦）  

部員 44 名（五箇山地区以外の生徒９名）  

全国高総文祭（福岡大会）44 名（五箇山地区以外の生徒８名）参加。  

優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第 12 回優秀校東京公演出演（東京・国立劇場）  

 

環日本海インターハイ交流親善大会アトラクション出演  

福光町熱おくり祭本町イベント  

福野町敬老会アトラクション出演  

高校生クイズ出演  

五箇山民俗芸能祭出演（利賀村）  

城端むぎや祭出演  

平の祭・麦屋踊り出演  

こきりこ唄保存会設立 50 周年記念式典アトラクション出演  

道徳教育体験活動推進事業研究会出演  

富山県生涯学習団体協議会研修会出演  

第 13 回県高文祭ステージ発表 松博会新春弾初会出演（砺波市）  

特別養護老人ホーム「きらら」増築竣工式アトラクション出演（城端町）  

 

平成 14 年  小幡勝義校長  

顧問 野畠峰彦・山田建三・村上聡・萩中一郎・滝谷洋子  

部長 高桑匡生  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 野畠峰彦）  

部員 42 名（五箇山地区以外の生徒８名） 

全国高総文祭（神奈川大会）４２名（五箇山地区以外の生徒８名）参加。  

優良賞（ベスト８）  

 

北信越地区高等学校 PTA 研究大会アトラクション出演  

平村高齢者福祉施設つつじ荘にて発表  

全国高等学校教頭会（富山大会）アトラクション出演  

城端むぎや祭出演  



平の祭・麦屋踊り出演  

平村文化祭出演  

富山県教育委員会教育功労者表彰（優良団体）  

むぎや響演「城端むぎや物語」出演 

第 14 回県高文祭ステージ発表  

伝統芸能響演「高岡・祭りと伝統」出演  

高校生きらめきフェア出演  

全国高等学校文化連盟研究大会（富山大会）アトラクション出演  

 

平成 15 年  杉原 進 校長  

顧問 村上 聡・高田 立・萩中一郎・滝谷洋子・森川達也  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 永生眞成教頭）  

部長 高桑壮成  

部員 4３名（五箇山地区以外の生徒７名）  

第２７回全国高文祭 福井大会に出場  

優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第１4 回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 

 

大砺波圏保健衛生大会アトラクション（平村）  

特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」夕涼み会  

特別養護老人ホーム「福寿園」夕涼み会  

細入村高齢者福祉センターふくしセンターまつり  

いなみ木彫刻キャンプ２００３記念イベント  

城端麦屋祭り  

平の祭り・麦屋祭り  

日本福祉大学付属高校創立４５周年記念式典  

第２６回平村文化祭 第１５回高文祭ステージ発表  

白川村音楽祭 高校生きらめきフェア  

 

平成 16 年  杉原 進 校長  

顧問 村上 聡・高田 立・萩中一郎・滝谷洋子・木下 智玄  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 海木幸登教頭）  

部長 宮本幸則  

部員３８名（五箇山地区以外の生徒３名）  

第２８回全国高総文祭 徳島大会に出場 優秀校東京公演参加  

第１５回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 



 

特別養護老人ホーム「きらら」開設１０周年記念アトラクション  

井口村福祉センター 井口村敬老会アトラクション  

第１回リハーサル 砺波文化会館  

福光七夕 ※雷雨のため中止  

第２回リハーサル 砺波文化会館  

全国高文祭壮行会 こきりこ館  

特別養護老人ホーム いなみ  

城端麦屋祭り  

平の祭・麦屋祭り  

平行政センター竣工式  

富山県立志貴野高校 文化祭  

上平村閉村式アトラクション  

全国普通科校長会研究協議会アトラクション  

南砺市の歌大合唱大会  

４校（福光・井波・福野・平）芸術文化発表会  

第１６回県高文祭ステージ発表  

新湊市交通安全市民大会アトラクション  

北陸銀行奨学助成財団教材寄贈式披露会  

高校生きらめきフェア  

南砺市開市式アトラクション  

 

平成 17 年  杉原 進 校長  

顧問 高田 立・村上 聡・萩中一郎・木下 達也・滝谷洋子  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 海木幸登教頭）  

部長 山下 翔太  

部員３８名（五箇山地区以外の生徒５名）  

第２９回全国高文祭 青森大会に出場  

優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第１6 回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 

 

城端麦屋祭り  

平の祭・麦屋祭り  

県中学校文化祭  

平区域文化祭  

ロータリークラブアトラクション  



4 校（福光、井波、福野、平）芸術文化発表会  

第１７回高文祭ステージ発表  

常陸宮賜杯第５６回中部日本スキー大会 

お成りお茶会出演  

南砺市シルバー人材センター総会アトラクション  

 

平成 18 年  小川 和夫 校長  

顧問 高田 立・村上 聡・木下 達也・河上亜衣・滝谷洋子  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 海木幸登教頭） 

部長 前本 莉乃  

部員４０名（五箇山地区以外の生徒１０名）  

第３０回全国高文祭 京都大会に出場  

最優秀賞（文部科学大臣賞）受賞  

第１７回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 

最優秀賞受賞演目披露（平小学校体育館）、祝賀会（春光荘） 

 

城端麦屋祭り  

平の祭・麦屋祭り  

世界バレー歓迎レセプションアトラクション  

平区域文化祭  

北海道高文連 50 周年記念  

となみの高等学校文化祭  

４校（福光、井波、福野、平）芸術文化発表会  

第１８回高文祭ステージ発表  

黄綬褒章福寿園  

南砺市教育フォーラム KNB 

女性セミナー  

 

平成 19 年  小川 和夫 校長  

顧問 木下達也・中島秀章・村上聡・新木隆浩・河上亜衣・滝谷洋子  

郷土芸能活動推進委員会（委員長 永井衛 教頭）  

部長 藤田 成子  

部員４７名（五箇山地区以外の生徒１５名）  

第３１回全国高文祭 島根大会に出場  

優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第１８回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 



 

北信越高 P 連研究大会アトラクション  

中部日本バレーボール選手権大会アトラクション  

城端麦屋祭り  

平の祭・麦屋祭り  

福野芸能祭  

平区域文化祭  

南砺菊祭り  

第１９回高文祭ステージ発表  

全国古道・街道フォーラム  

世界遺産三村交流会  

砺波総合病院オアシスコンサート  

北陸銀行総会アトラクション  

城端つごもり大市  

 

平成 20 年  渡辺 裕一 校長  

顧問 木下達也・中島秀章・河上亜衣・滝谷洋子（・村上聡・石名田周治） 

郷土芸能活動推進委員会（委員長 永井衛 教頭）  

部長 河端 晃介  

部員４１名（五箇山地区以外の生徒１７名）  

第３２回全国高文祭 群馬大会に出場  

 

腎移植フォーラム  

城端麦屋祭り  

平の祭・麦屋祭り  

県民芸術文化祭 2008  

日韓交流おまつり２００８in Seoul  

平区域文化祭  

富山県環境保健衛生大会  

小矢部市立大谷小学校芸術鑑賞会  

白川村村民文化祭  

第２０回高文祭ステージ発表  

全国椿サミット南砺大会  

 

平成 21 年  渡辺 裕一 校長  

顧問 木下達也・河上亜衣・滝谷洋子・河村真理子・辻慶彰  



郷土芸能活動推進委員会（委員長 松井均 教頭）  

部長 山﨑 慎平  

部員４１名（五箇山地区以外の生徒２５名）  

第３３回全国高文祭 三重大会に出場  

優良賞受賞  

 

第５１回北信越ろうあ者大会アトラクション  

真宗青年大会  

城端麦屋祭り  

平の祭り・麦屋祭り  

マーシ園５０周年祭  

高岡市立中田中学校芸能鑑賞会  

国際ソロプチミスト S クラブ認証  

太美山公民館祭り  

ファースト砺波会総会特別公演 

 

平成 22 年 寺尾 淑栄校長 

      顧問 田中保・河村真理子・滝谷洋子・古門香・宮田良 

      部長 山本 菜津美 部員４５名（五箇山地区以外の生徒２７名） 

      第３４回全国高文祭 宮崎大会に出場  

優良賞受賞 

 

  婦翔会３０周年記念式典 

  ボランティアフェスティバル in NANTO 

  城端むぎや祭 

  五箇山麦屋まつり 

  平文化祭 

  世界遺産登録１５周年記念式典 

  北野公民館３０周年記念式典  

  第２２回高文祭ステージ発表 

  白川村文化祭 

 

平成 23 年 寺尾 淑栄校長 

      顧問 谷崎孝志・河村真理子・滝谷洋子 

      部長 室田しおり 部員４５名（五箇山地区以外の生徒３０名） 

第３５回全国高文祭 福島大会に出場 



優秀賞（文化庁長官賞）受賞（ベスト４）  

第２２回全国高総文化祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 

 

富山公演（チャリティ公演） 

日本ユネスコ運動全国大会 in 富山 

高山市国府交流センターさくらホール杮落とし 

砺波市北部苑 

福野町福寿園 

城端むぎや祭 

五箇山麦屋まつり 

白川音楽祭 

ふれあい五箇山もみじ日和 

平文化祭 

富山県高等学校文化祭 

富山県更正保護大会 

東海となみ野会（名古屋） 

白川村文化祭 

八尾公演 

全国教育研究大会 

冬のみちのく芸能まつり（北上市） 

砺波公演 

 

平成 24 年 中川 雅之校長 

顧問 谷崎孝志・河村真理子・滝谷洋子 

      部長 山﨑 真理絵 部員 ５０名（五箇山地区以外の生徒３８名） 

第３６回全国高文祭 富山大会に出場 

優良賞受賞 

ふるさと教育富山賞受賞 

 

全国経済同友会富山大会 

第３６回全国高文祭 富山大会１００日前イベント 

高瀬菖蒲まつり 

PTA北信越大会 

東海北陸公民館大会 

中部地区母子寡婦福祉研修大会 

城端麦屋祭り 



五箇山・麦屋祭り 

平区域文化祭 

富山県高等学校文化祭 

中部ブロック地域婦人団体研究大会 

第 1 回全国高校生伝統文化フェスティバル 

第 1 回伝統文化交流事業 in ゆとろぎ 

トヤマウタ出演（NHK) 

青少年伝統芸能祭 

 

平成 25 年 中川 雅之校長             （平成２５年１１月２２日現在） 

顧問 谷崎孝志・小原健太郎・稲垣愛子・滝谷洋子 

      部長 平本 奈美 部員 ４５名（五箇山地区以外の生徒３４名） 

第３７回全国高文祭 長崎大会に出場 

優良賞受賞 

       

  介護老人施設「うらら」10周年記念事業 

ライオンズクラブ北陸三県大会 

城端麦屋祭り 

県民芸術文化祭 

五箇山麦屋まつり 

日本酒で乾杯推進会議富山大会 

日本体育大学同窓会 

第５６回全国内水面漁業振興大会 

近畿富山県人会  

富山県高等学校文化祭 富山県大会優秀賞（平成 26 年度全国大会出場予定） 

調停委員富山大会 

平地域文化祭平芸能祭り 

明るい社会づくり 40 周年大会 

日中韓３か国 地方政府交流会議 

NHK 民謡魂 公開録画 

 

平成 26 年 松岡 等 校長             （平成２７年２月２５日現在） 

顧問 谷崎孝志・稲垣愛子・酒井祐輔・滝谷洋子 

      部長 髙田葉月 部員 ４８名（五箇山地区以外の生徒３７名） 

第３８回全国高文祭 茨城大会に出場 

      最優秀賞・文部科学大臣賞受賞 



      第２５回全国高文祭優秀校東京公演出演（東京国立劇場） 

      最優秀賞受賞演目披露・祝賀会（春光荘） 

 

北信越 市長会議 

国際ソロプチミストそれいゆ砺波 

司法書士連合会 中部ブロック大会 

  高瀬しょうぶ祭り  

  とやまのたから２０１４ 

  全国総文祭茨城大会 

  日本赤十字 

  老人福祉センターさつき荘訪問 

  城端麦屋祭り 

  井波町並みアート 

  五箇山麦屋まつり 

  北陸新幹線開通 半年前イベント 

  北陸北信越着物の集い 

  滋賀大会プレ大会 

  苗加苑訪問 

  平地域文化祭 

  富山県高等学校文化祭 富山県大会優秀賞（平成２７年度全国大会出場予定） 

  南砺市 10 周年記念 ママさんバレーアトラクション 

  南砺中央病院訪問 

  中部日本スキー大会常陸宮お茶会 

  能登・雪割草まつり 

   

 


