
手話パフォーマンス甲子園実行委員会
大会公式プログラム
た い 　 　  か い こ う 　 　  し き

Web開催
YouTubeライブ配信では、障がいの有無にかかわらず、
皆さんに楽しんでもらえるよう、手話通訳・要約筆記を行います。 手話 要約筆記

ライブ配信LIVE

高校生たちによる
白熱の手話パフォーマンスを

ご覧ください！

YouTubeライブ配信の視聴はコチラのQRコードから▲

YouTube手話の聖地・鳥取県から
YouTubeで配信を行います。

※内容・時間等は変更となる場合があります。
9:30～配信開始月令和3年10 日3 日

▼目の不自由な方の
　ための音声コード



　今年も高校生による手話の祭典「全国高校生手話パフォー
マンス甲子園」が、新型コロナを乗り越えて、鳥取県米子市の
舞台と全国各地をインターネットで結び、ハイブリッド方式で
開催されることとなりました。お言葉を賜ります佳子内親王殿
下に謹んで厚く御礼申し上げますとともに、熱いパフォーマン
スを繰り広げる各校の生徒の皆さんを歓迎申し上げ、全日本
ろうあ連盟、日本財団はじめ本大会の開催に多大なる御支
援、御協力をいただいた皆様、学校関係者の皆様に心より感
謝申し上げます。
　鳥取県が平成２５年１０月に全国で初めて制定した「手
話言語条例」が先駆けとなり、今では４００を超える全国の
自治体で制定されるに至り、東京オリンピック・パラリンピッ
クのテレビ中継でも手話通訳が行われるなど、社会のあらゆ
る所で手話への理解と普及が進んできました。
　鳥取県で平成２７年度から始まった聴覚障がい者のため
の電話リレーサービスも、日本財団の御協力のもと、本年７
月から全国で導入されるなど、手話を使いやすい環境が広が
りつつあります。
　昨年度に引き続き、新型コロナで思いどおりにいかないも
どかしい日々が続いている中、今大会には昨年度を大きく上
回る５４校５３チームが参加し、本日は難関の予選を勝ち抜
いた１６校１５チームの精鋭が、練習の成果を発揮し渾身
の手話パフォーマンスの花を咲かせます。
　鳥取の会場で交流する機会が得られないのは残念です
が、高校生のひたむきな手話パフォーマンスは、インターネッ
トを通じ視聴される多くの方々に勇気を与え、世の中の閉塞
感を打破する力となるはずです。
　聞こえない、聞こえにくい、聞こえるに関わらず、皆がひとつ
になり、ここ鳥取から手話パフォーマンスで「手話革命」を起こ
していきましょう。
　結びにあたり、佳子内親王殿下のいやさかと、高校生、関係
者各位の御健勝と御多幸、一日も早くコロナ禍が終息を迎え
ますことをお祈り申し上げます。

　日本百名山や日本百景として選定されている中国地方の
最高峰大山は、山頂付近に自生する、天然記念物のキャラボ
クや高山植物、野鳥などが生息し自然の宝庫として、四季折々
の自然が楽しめます。大山は、「伯耆富士」と県民に親しまれ、
その裾野に広がる米子市において、第8回全国高校生手話パ
フォーマンス甲子園が開催できますことを大変嬉しく思いま
す。今年度も新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、終
息の兆しが見えない中、コロナ禍での2度目の開催を迎えま
した。
　本大会には、２７都道府県５４校（５３チーム）から応募
をいただきました。高校生の皆さまは、感染症防止対策を万
全に行い、練習に励んで来られたことと思います。そのような
中、選ばれた１５チームの皆さまおめでとうございます。日頃
の練習の成果をいかんなく発揮し、手話言語の素晴らしさを
その若い力で発信し、優勝をめざして頑張っていただきたい
と思います。
　昨年度に引き続き今回も、新型コロナウイルス感染症の拡
大を懸念し、Web開催となりました。本大会を楽しみにしてく
ださっている全国の皆さまとともに、選ばれた皆さまの熱演
をインターネット中継でエールを送りながら、楽しみたいと思
います。
　当協会は、障害者権利条約の理念である「私たちのことを
私たち抜きに決めないで」と謳われているように、障がい者
が自身に関わる問題に主体的に関与すること、また、「誰一人
取り残さない」というSDGsの理念に基づき、一般財団法人全
日本ろうあ連盟をはじめ、47都道府県協会の仲間とともに心
を一つに目標達成に向けて、今後も尽力して参ります。本大会
が、きこえない・きこえにくい人のこと、また手話言語について
理解を深め、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが考えて
自分でできることを実施し、共生社会の実現へとつなげる
きっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。一日も早く
コロナ終息を願い、皆さまと同じ会場でこの大会を迎える日
を楽しみにしております。最後になりましたが、本大会の開催
に当たり、全日本ろうあ連盟及び日本財団をはじめ、多大なご
支援をいただきました皆さまに、この場をお借りして、心より
感謝申し上げ、挨拶といたします。

平井 伸治
鳥取県知事
ひら　　 い  　　　 しん  　　じ しも　　がき 　  　あき  　のり

公益社団法人
鳥取県聴覚障害者協会 理事長

下垣 彰則
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ご挨拶ご挨拶
あい　 　 さつ

▼目の不自由な方の
　ための音声コード



※タイムスケジュールは変更となる場合があります。
　あらかじめご了承ください。
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●審査項目

●演技時間

審査項目は、「手話言語の正確性・分かりやすさ」「演出力・パフォーマンス度」の２つの項目があり、以下の観点で
採点されます。

演技時間は6～８分以内。

手話言語が正しく表現されているか。顔の表情も使って、分かりやすく表現されているか。演技者が表現したい内容が手話言
語で伝わり、理解できるか。

（第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園本大会審査実施要領より抜粋）

▼「手話言語の正確性・分かりやすさ」

チームとしての一体感があるか。機知に富み観客を魅了する表現力、ひたむきさがあるか。演技者が込めた思いやメッセージがしっ
かりと伝わってくるか。構成や演出がよく工夫されているか。演技の構成がスクリーンの表示に頼りすぎたものになっていないか。

▼「演出力・パフォーマンス度」

パフォーマンス（①～⑧）

昼休憩
パフォーマンス（⑨～⑮）

審査発表／表彰式

開会式９：30

10：00

11：30

12：30

13：50

14：00

①金沢北陵高等学校（石川県）
②済美高等学校・松山聾学校
　（愛媛県）
③田鶴浜高等学校（石川県）
④鳥取聾学校（鳥取県）

⑤境港総合技術高等学校（鳥取県）
⑥桜花学園高等学校（愛知県）
⑦熊本聾学校（熊本県）
⑧明誠学院高等学校（岡山県）

⑨真和志高等学校（沖縄県） 
⑩杏和高等学校（愛知県）
⑪坂戸ろう学園（埼玉県）
⑫奈良県立ろう学校（奈良県） 

⑬青森聾学校（青森県）
⑭鳥取城北高等学校（鳥取県）
⑮横浜南陵高等学校（神奈川県）

※第7回大会の様子

優勝／準優勝／第３位／審査員特別賞／
全日本ろうあ連盟賞／日本財団賞／鳥取県聴覚障害者協会賞／手話パフォーマンス奨励賞

地元高校生による郷土芸能「荒神神楽」

大会スケジュール

審査項目＆演技時間
しん　　  さ　　   こう　  もく　　　　　   えん      ぎ　　   じ　　  かん

●関係者挨拶
●出場チーム紹介
●選手宣誓　済美高等学校・松山聾学校（愛媛県）

かい  かい  しき

ひる きゅう けい

じ もとこうこうせい きょうど げいのう こうじんかぐら

しん　 さ　 はっ ぴょう　　　ひょうしょう しき

しん  さ  こう もく

えん  ぎ　じ　かん

たい       かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード



出演者
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一生懸命練習した手話で演技司会に挑戦。出場チームとともに大会を
盛り上げる。

はら　だ　   ひろ かず

原田 裕和さん
い ざ わ こ こ み

伊澤 心美さん

演技司会者

ＮＨＫ鳥取放送局チーフアナウン
サー。岡山県出身。平成５年NHK入
局。山口・広島・東京などを経て平成３
０年６月からNHK鳥取放送局勤務。

総合司会者

平成７年に地域の方から後押しされて創立し、地域に残る荒神神楽
を継承すべく、活動している。
地元のお祭りへの参加はもちろん、韓国をはじめとする海外での公
演も行っている。

審査員長

大竹 浩司さん
一般財団法人 全日本
ろうあ連盟副理事長

おおたけ   こうじ か 　 ず 　 き
庄﨑 隆志さん
演出家・俳優

しょうざき たか し

演目「荒神神楽」

日野高等学校　郷土芸能部
こうじん  かぐら

審査員

郷土芸能ステージ

ろう者 ろう者 ろう者

KAZUKIさん
サインパフォーマー

門 秀彦さん
絵かき 

かど ひでひこ たなか  だいすけ

聞こえる
人

聞こえる
人

聞こえる
人

メイミさん
NPO法人 笑顔工場

理事長

田中 大介さん
鳥取大学地域学部

准教授

しゅつ　　えん　　 しゃ

えん　ぎ    し　 かい  しゃ そう  ごう   し   かい  しゃ

しん   さ   いん

きょう  ど   げい のう

きょうど  げ い のう ぶひ　　の    こう  とう    がっ   こう

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

米子高等学校１年、放送部,JRC部所属

こ ば や し み　　く

小林 未空さん
米子高等学校２年、放送部,演劇部所属
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私たちは、石川県立金沢北陵高等学校生活・福祉系列の２年生
です。授業の中で手話について学んだ際、本大会について知りまし
た。初めての挑戦に不安もありましたが、手話パフォーマンスを通
し、手話表現の楽しさと難しさについて感じることができました。ま
だまだ知らないことが多いですが、少しずつ表現できることを増や
していけたらと思います。パフォーマンスでは、歌詞の意味を考
え、手話を表現する際の手の位置を意識しました。さらに、目で見
て楽しめるよう小道具も工夫しました。一生懸命頑張ります。よろし
くお願いします。

本大
会出場

初出場

雨上がりの空の下で
（歌唱・演劇）

演技タイトル

出場チーム一覧（全15チーム）

出場チームの紹介
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メンバー

岡部 愛凛（2年） 長部 寛大（2年） 東野 優（2年） 三澤 愛斗（2年） 渡部 結月（2年）
 おかべ　あいり  ながべ  かんた ひがしの ゆう  みさわ  まなと  わたべ  ゆづき

しゅつ　　じょう いち　　 らん

しゅつ　じょう  しょう　  かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

●奈良県立ろう学校
　（奈良県）

●坂戸ろう学園
　（埼玉県）

●横浜南陵高等学校
　（神奈川県）

●田鶴浜高等学校
　（石川県）

●金沢北陵高等学校
　（石川県）

●桜花学園高等学校
　（愛知県）

●杏和高等学校
　（愛知県）

●青森聾学校
　（青森県）

北海道・東北ブロック
（１チーム）

関東ブロック
（2チーム）

九州・沖縄ブロック
（2チーム）

近畿ブロック
（1チーム）

中部ブロック
（4チーム）

●鳥取城北高等学校
　（鳥取県）

●境港総合技術高等学校
　（鳥取県）

●鳥取聾学校
　（鳥取県）

●明誠学院高等学校
　（岡山県）

●済美高等学校・
  松山聾学校
　（愛媛県）

中国・四国ブロック
（5チーム）

鳥取県

●熊本聾学校
　（熊本県）

●真和志高等学校
　（沖縄県）

金沢北陵高等学校（石川県）
かな    ざわ     ほく   りょう こう    とう     がっ    こう
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私たちは、済美高等学校有志と愛媛県立松山聾学校高等部全生徒に
よる合同チームです。3度目の出場、今年のテーマは「ふるさと」です。
厳しさを増しているコロナ禍で私たちにできることを探し出し、不安
や焦りの壁を乗り越えながら作品を創り上げました。互いに励まし
支え合って深めた絆とチームワークを活かして、ふるさとへの想いを
呼び起こすために精一杯パフォーマンスしました。初挑戦の手話俳句
を始め、合同チームならではの味わいの中に、大切な人・場所・時間
など、一人ひとりの愛おしさへ繋がる閃きがあれば幸いです。

本大
会出場

4回目
3回目

ふるさと
（歌唱・演劇）

演技タイトル

看護師や介護福祉士として、「誰かの支えになりたい」。私たちが
「誰か」の役に立つために「コミュニケーション力」と「笑顔」は必須
アイテム。先輩の手話を見てその表現力に引き込まれ、手話部に
入部した私たちです。先輩たちがつないでくれた「手話パフォー
マンス甲子園」に今年も出場が叶いとても嬉しいです。同時に、
出場をつなぐ責任の重さを実感しています。実習や部活動自粛で、
みんなで一緒に練習できる日は少なかったですが、見て下さった
皆さんの心に、私たちの思いが届くように一生懸命表現します。

本大
会出場

8回目

自分らしく　誇り高く
（歌唱・演劇）

演技タイトル

出場チームの紹介

中根 帆紀香（2年） 吉田 桜優（2年） 澤越 あかり（2年） 水田 杏（1年） 吉田 菜優（3年）

松澤 可奈子（3年）

 なかね　   ほのか   よしだ　 はるか さわこし  みずた　あん  よしだ　 なつみ

まつざわ　  かなこ

メンバー

しゅつ   じょう　  しょう    かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

02

03 田鶴浜高等学校（石川県）
た　　つる    はま こう    とう     がっ    こう

済美高等学校・松山聾学校（愛媛県） 
さい　   び  こう    とう    がっ    こう まつ     やま   ろう がっ    こう

メンバー

二神 優（3年） 浅井 愛翔（3年） 日野 利桜名（3年） 宮内 萌香（3年） 梶原 綾乃（3年）

杉野 美音（3年） 浅井 絢葉（1年） 土屋 蓮丹（1年） 井上 多喜（1年） 横道 泉美（3年）

大利 心澄（2年） 中川 洸伽（2年） 村上 正恭（2年） 永野 彩夏（2年） 岡﨑 明日香（1年）

ふたがみ  ゆう  あさい　 まなか   ひの　      りおな みやうち  もえか かじわら　あやの

 すぎの　  みお   あさい　あやの  つちや　  れに いのうえ    たき よこみち　いずみ

 おおり　  きよと なかがわ　ほのか むらかみ  まさゆき  ながの　あやか おかざき　 あすか
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こんにちは！今年は、4月に会ったばかりの新１年生4人が参加しま
す。手話パフォーマンス甲子園で表現したい内容について、４人で
たくさんの話し合いを重ね、練習してきました。コミュニケーション
方法が違う僕たちが出会ったことで気がついた課題と、それを乗り
越えていく姿を演技と手話歌で表現します。育った環境やコミュニ
ケーション方法がそれぞれ違う中で起きる葛藤や、なんとかお互い
の気持ちを伝えたいという思いが見所です！一生懸命演じ、歌い、
表現します。どうぞ、ご覧ください。

本大
会出場

5回目

～共に～
（歌唱・演劇）

演技タイトル

私たちは、福祉科の活動のなかで手話について学んできました。学
んだり経験を積んだりする中で、手話で会話をすることで人と繋が
ることの面白さを知りました。そして手話を多くの人に広めたいと
思い、地域のイベントで手話歌を披露し、保育園児に手話を伝える
などの活動をしてきました。手話パフォーマンス甲子園では、これま
での活動で私たちが感じた事が表現でき、見ている人に伝わるよう
に工夫をしたいです。これまでの練習の成果を発揮し、ともに学ん
できた仲間全員で頑張ります。

本大
会出場

6回目

笑顔で２時５０分！！
（歌唱・演劇・その他）

演技タイトル

メンバー

鯉口 悠生（1年） 藤原 海斗（1年） 石賀 生（1年） 橋本 健佑（1年）
こいぐち　はるき ふじわら　かいと  いしが  じょう はしもと けんすけ

メンバー

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

05

04 鳥取聾学校（鳥取県）
とっ　   とり　  ろう     がっ     こう

境港総合技術高等学校（鳥取県）
さかい  みなと そう    ごう      ぎ     じゅつ こう    とう     がっ    こう

秋田 晴（3年） 稲田 岬希（3年） 小川 花菜（3年） 亀井 慎都（3年） 川本 亜子（3年）

郡 美葵（3年） 周藤 歩（3年） 種田 恵太（3年） 種田 紗耶香（3年） 寺澤 舞（3年）

花浦 里菜（3年） 藤田 菜花（3年） 松本 美月（3年） 松本 美優（3年）

 あきた　はる  いなた　 みさき  おがわ　  はな  かめい　 まなと かわもと　 あこ

こおり みずき すとう　あゆみ  たねだ　 けいた  たねだ　    さやか てらざわ  まい

はなうら     りな  ふじた    なのか まつもと   みつき まつもと　 みゆ
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私たちは、桜花学園高等学校インターアクトクラブです。私たちは、
現在26名で活動しています。普段は、土日、祝日などを利用して
福祉施設や保育園、地域のお祭りなどでボランティア活動を行って
います。その活動の中で、私たちは、ボランティア先で出会えた方と
の交流やコミュニケーションを大切に活動しています。そんな交流
をもっとたくさんの方と取りたいという思いから、新たなコミュニ
ケーション手段の獲得のために月2回ろう者の先生を招いて手話
を学んでいます。

本大
会出場

2回目

最初に夜をてばなした
（ダンス・演劇）

演技タイトル

こんにちは！熊本聾学校手話落語部です。先輩から技とエールを
引き継ぎ、７回目の本選出場です。今年度は３人の演技ですが、オリ
ンピックさながらの全力のパフォーマンスで皆様を笑いのるつぼ
に引き込みます！お客さんの反応につられて、ついノリノリになり、
顧問の先生をハラハラさせるのが得意な私たちですが、残念なが
ら今年もお客さんは画面の向こう。しかし、フレームアウトするのを
心配するぐらい走り回り、目の離せない８分を演じます。どうぞ楽し
んでください。船酔いと嵐と、紫外線にご用心！

本大
会出場

7回目

釣り船に乗っただけなのに・・・
（コント）

演技タイトル

出場チームの紹介

メンバー

メンバー

岩下 大樹（3年） 今池 大心（2年） 西橋 一彦（1年）
いわした  たいじゅ いまいけ  はあと にしばし かずひこ

しゅつ   じょう　  しょう    かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

06

07

桜花学園高等学校（愛知県）

熊本聾学校（熊本県） 
くま    もと

こう    とう     がっ    こう

ろう    がっ    こう

おう     か      がく    えん こう    とう     がっ    こう

西尾 唯（2年） 福島 育実（2年） 津田 愛心（3年） 後藤 心優（3年） 古市 麻緒（3年）

丹羽 麻菜（3年）

 にしお　ゆい ふくしま　 いくみ   つだ　   まなみ  ごとう　   みゆ ふるいち　まお

   にわ　   まな



明誠学院高等学校吹奏楽部です。「窓の外には」演奏会の度に部員み
んなで演奏させていただいています。いじめを苦に自らの命を絶った
小森香澄さんの、やさしい心が一番大切だよというメッセージを歌と
手話と演奏で披露しています。手話甲子園に向けての取り組みの中
で、手話の深い感情の表し方を学ぶことにより「窓の外には」がより
響くようになってきました。ご両親から託された生前香澄さんが使用
していたトロンボーンと共に、相手を思いやることの大切さを意識し
日々活動しています。その思いをみなさまに心からお届けいたします。

本大
会出場

2回目

窓の外には　～優しい心が一番大切だよ～
（歌唱）

演技タイトル

テーマはLＧＢＴ。部員一人一人が、高校生が今悩んでいる問題や性
の多様性について真剣に考えました。コロナ禍の中、何度も出され
る部活動停止、仲間と会えないことこそが緊急事態！そんな中、高校
生が抱える悩みを知って、我が手話部のために、県内のアーティス
ト「ちむぐくる」が『仲間達へ』という曲を作って下さいました。この
歌と共に、仲間の体験を元に脚本に織り込み創り上げました。それ
ぞれの個性を認め合い、ありのままの自分を好きになり、さらに勇
気を持てる人が増えることを願って、この舞台に全力で挑みます。

本大
会出場

8回目

虹色のかぜ
（演劇）

演技タイトル

08

メンバー

杉山 達哉（3年） 惠利 彩花（3年） 宇那木 智也（3年） 小橋 実弥（3年） 鶴藤 晴奈（3年） 岡本 万由子（3年）

宇野 綾華（3年） 岸本 理香（3年） 川上 叶（3年） 橋本 咲希（3年） 大谷 紗輝（3年） 仁村 菜月（3年）

森本 富稀（3年） 田野 里菜（3年） 松田 心（3年） 堀端 宥佑（3年） 岡田 大飛（3年） 髙杉 理歩子（2年）

樋口 小春（2年） 近藤 梨音（2年）

すぎやま  たつや     えり　  さやか      うなぎ　    ともや   こばし　 みや つるふじ　はるな おかもと　  まゆこ

  うの　   あやか きしもと　  りか かわかみ れな はしもと　  さき おおたに　 さき  にむら　 なつき

もりもと　 ふき    たの　   りな  まつだ  こころ ほりばた ゆうすけ  おかだ　 ひろと たかすぎ　  りほこ

 ひぐち　 こはる こんどう　  りほ　

メンバー

金城 沙也花（3年） 佐々木 美柚（3年） 當間 悠来（3年） 德元 紗菜（3年） 伊波 夏花（3年） 平川 夏蓮（3年）

奥平 泰己（3年） 比嘉 琉華（3年） 玉木 杏有深（2年） 新里 桜（2年） 宮城 凛太郎（2年）

比嘉 イザベラ京子（1年） 新城 夏帆（1年） 中曽根 心梛（1年） 上原 優来（1年） 森田 有澄（1年）

名嘉真 百葉（1年）

きんじょう　 さやか      ささき　    みゆう   とうま　   ゆら とくもと　  さな     いは　 なつか ひらかわ　かれん

おくひら　たいき    ひが　 りゅうか   たまき　    あゆみ しんざと  さくら  みやぎ　 りんたろう

   ひが　　　　　　　    けいこ  あらしろ　 かほ    なかそね　 ここな うえはら　 ゆうら  もりた　  あずみ

     なかま　    ももは

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

09

08 明誠学院高等学校（岡山県）

真和志高等学校（沖縄県） 
ま　　  わ　　　し

めい    せい   　がく　  いん こう    とう   がっ    こう 

こう    とう    がっ    こう
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私たちは、手話言語条例が制定されたことをきっかけに、手話
パフォーマンスを披露して手話に興味を持って学ぶ人を増やす
活動をしています。今回は宮沢賢治の作品の中から、『注文の多い
料理店』を演じます。人間ではない役を演じることがとても難しい
です。また、演技内容を分かりやすい手話表現で伝える事と台詞を
同時に言う事に苦労しています。私たちの演技が、「今の私たちに
できること」を考えるきっかけとなり、多くの人を笑顔にできるよう
がんばります！

本大
会出場

5回目

本大
会出場

2回目

『食べる・食べられる　～自然共生社会を目指して～』　（注文の多い料理店より）
（演劇）

演技タイトル

あの２人が“ろうの星”から２年ぶりに地球に着陸！地球上にあるろう
学校が減り始めていく危機を感じて地球にやってきた２人。先輩達
が大切にしてきたろう学校をなくさない為に、坂戸ろう学園の高校
生３人の力を借りて、ろう学校を救う作戦に出る。救う方法とは…
多くの人達に私達の演技を披露することだ。演技を通して、笑いと
ろう学校の魅力を届ける事が私達の使命。私達５人で心を一つに、
自分らしい手話表現を追求してきました。世界初のろう学校を作っ
たド・レペに感謝し、ろう学校がこれからも存続することを祈って
演じます。

ド・レぺの小さな学校　～永遠に紡ぐ～
（演劇・ポエム）

演技タイトル

出場チームの紹介
しゅつ   じょう　  しょう    かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

10

11

杏和高等学校（愛知県）
きょう   わ こう    とう     がっ    こう

坂戸ろう学園（埼玉県） 
さか    ど がく　   えん

メンバー

菊地 由芽（2年） 赤松 沙哉（2年） 桒山 紗矢音（2年） 藤木 遥陽（2年） 福島 啓介（2年）

鈴木 千晴（1年） 加藤 莉心（1年） 鈴木 星良（1年） 武田 未来（1年） 佐々木 柚歌（1年）

臼井 亜梨紗（3年）

 きくち　   ゆめ あかまつ　 さや くわやま　   さやね  ふじき　  はるひ ふくしま  けいすけ

 すずき　 ちはる  かとう　   りこ  すずき　 せいら  たけだ　  みく     ささき　    ゆずか

 うすい       ありさ

伏島 愛美（3年） 白根 萌花（3年） 吉瀬 千咲（1年） 菊池 智喜（1年） 佐藤 絵梨花（1年）
ふせじま　あいみ  しらね　  もえか   きせ　   ちさき  きくち　  ともき  さとう　     えりか

メンバー
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私たちは奈良ろう演劇部です。７人の部員の個性が集まり、いつも
笑いが絶えず元気いっぱいで賑やかに楽しく活動しています。時々
意見がぶつかったりしますが、話し合いを繰り返し、苦難を乗り越え
て強い絆で結ばれた最高のチームです。残念ながら今年もオンラ
インによる開催ですが、コロナ禍であってもこの大会に挑む思いは
変わりません。頑張る気持ちは他のチームより負けません。演劇で
培ってきた表現力と夢を持ち続ける強い思いを精一杯伝えたいと
思います。栄光を手にして世界に笑顔と勇気を！２連覇を目指し
ます！

本大
会出場

8回目

空も飛べるはず
（演劇）

演技タイトル

青森県立青森聾学校高等部です。私たちの聾学校は津軽・南部・
下北出身の生徒達が集まっています。歴史的に仲が悪いと言わ
れていますが、私たちはそんなことは無く、格段に仲が良いです！
私たちは、今大会に向けて、青森県の3地域の方言や魅力と手話の
魅力をどのように結び付け、伝えるか話し合いを重ねてきました。
青森県に親近感をもてるような楽しく面白いストーリーになって
います。私たちは今回初めての出場ですが、日常生活で作り上げて
きた団結力、絆を見せます！そして、皆さんの元に笑いと魅力を届け
ます！

本大
会出場

初出場

盛りだくさん方言～手話で解決～
（演劇・コント）

演技タイトル

メンバー

メンバー

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

13

12 奈良県立ろう学校（奈良県） 
な　　   ら     けん    りつ

青森聾学校（青森県） 
あお    もり ろう　   がっ    こう

がっ    こう

羽田 輝星（1年） 平野 桂（1年） 新 七海（2年） 鶴崎 陽仁（2年） 中石 健斗（3年） 

平木 愛梨（3年） 細田 由妃（3年） 

  はだ　　きらら  ひらの   けい あたらし ななみ つるさき はるひと なかいし  けんと

 ひらき     あいり  ほそだ      ゆき

阿部 亮（3年） 山田 聖也（2年） 三上 真輝（3年） 堤 隼人（2年） 菊地 遥圭（2年）

古川 瑛梨奈（2年） 北畠 慎太郎（2年） 藤田 優翔（2年） 中野 夢実（2年） 中美 優太（1年）

  あべ　たすく    やまだ　 せいや  みかみ　 まさき つつみ はやと  きくち　 はるか

ふるかわ　  えりな きたばたけ  しんたろう  ふじた　 ゆうと   なかの　 ゆめみ  なかみ　  ゆうた



鳥取城北高等学校ボランティア部です。私たちは『手話遊び研究
所』という手話パフォーマンスを披露します。手話を楽しく学びたい
と次々にやってくる様々な依頼者たちに『手話遊び研究所』の博士
と助手がしっかりとお応えします。これで手話でのコミュニケー
ションはバッチリ！？ 手話の表現力はもちろん、手話を楽しく学んで
もらいたいという私たちの想いが伝わるパフォーマンスにしたい
です。それぞれのパフォーマンスに込められた全国のみんなの想い
をここ“手話の聖地”に集結させ、今年も素敵な大会にしましょう！
お待ちしています！

『手話遊び研究所』
（演劇）

演技タイトル

神奈川県立横浜南陵高等学校社会福祉部です。私たちは３年生
１人、２年生７人、１年生１１人の計１９人で活動しています。手話と
ボランティア活動を中心に行っています。手話ソングの発表や手話
通訳、地域のイベントや清掃活動にも力を入れている賑やかな部活
です。新型コロナウィルスの影響で活動の幅も限られていますが、
オンラインを通して様々な方と交流をしています。このような状況
だからこそ、私たちの発表で見ている方々を元気に！そして笑顔に
なってもらえるように、全力で頑張ります。

新しい世界へ　
（歌唱・演劇）

演技タイトル

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

14

15

11

本大
会出場

6回目鳥取城北高等学校（鳥取県） 
とっ　   とり じょう   ほく こう    とう    がっ    こう

横浜南陵高等学校（神奈川県） 
よこ    はま なん    りょう こう    とう    がっ    こう

出場チームの紹介

メンバー

しゅつ   じょう　  しょう    かい

本大
会出場

4回目

髙橋 明里（3年） 上村 心海（3年） 中嶌 優歩（3年） 西尾 芽（3年） 門脇 綾花（3年）

佐々木 幸咲（1年） 竹内 逢妃（1年）

たかはし   あかり うえむら   みなみ なかしま　 ゆ ほ  にしお　めい かどわき  あやか

    ささき       みさき たけうち    あき

河原 花奈（3年） 浦野 瑞季（2年） 樋口 円香（2年） 大島 わかな（2年） 水野 真彩（2年）

髙澤 由紀菜（2年） 堀田 諒（2年） 蝦名 広大（2年） 入谷 果子（1年） 守 絢禾（1年）

淺野 桜結（1年） 柳沢 玲花（1年） 大島 美樹（1年） 金子 彩（1年） 山本 楓（1年）

森 千春（1年） 中島 愛華（1年） 阿部 智也（1年） 上杉 リュウ（1年）

かわはら　 かな  うらの　 みずき  ひぐち　 まどか おおしま　  みずの　 まあや

たかざわ　  ゆきな  ほりた　りょう  えびな　こうだい  いりや　  かこ もり　あやか

 あさの　   さゆ やなぎさわ   れいか おおしま　 みき  かねこ　あや やまもと かえで

もり　ちはる なかじま　まなか   あべ　  ともや うえすぎ

メンバー



▼目の不自由な方の
　ための音声コード

12

学校名ブロック名

関東
ブロック

北海道・東北
ブロック

中部
ブロック

近畿
ブロック

中国・四国
ブロック

九州・沖縄
ブロック

●室蘭栄高等学校（北海道） ●青森山田高等学校（青森県）
●青森聾学校（青森県）

●常総学院高等学校（茨城県） ●坂戸ろう学園（埼玉県）
●日出学園高等学校（千葉県） ●大泉桜高等学校（東京都）
●正則学園高等学校（東京都） ●足立東高等学校（東京都）
●潤徳女子高等学校（東京都） ●豊南高等学校（東京都）
●クラーク記念国際高等学校東京キャンパス（東京都）
●横浜南陵高等学校（神奈川県）

●鳥取城北高等学校（鳥取県） ●琴の浦高等特別支援学校（鳥取県）
●青翔開智中学校・高等学校（鳥取県） ●米子東高等学校（鳥取県）
●境港総合技術高等学校（鳥取県） ●鳥取聾学校（鳥取県）
●米子高等学校（鳥取県） ●明誠学院高等学校（岡山県）
●岡山県美作高等学校（岡山県） ●津山高等学校（岡山県）
●ノートルダム清心高等学校（広島県） ●聖光高等学校（山口県）
●尽誠学園高等学校（香川県） ●済美高等学校・松山聾学校（愛媛県）

●三井高等学校（福岡県） ●熊本聾学校（熊本県）
●高森高等学校（熊本県） ●大分東明高等学校（大分県）
●出水中央高等学校（鹿児島県） ●向陽高等学校（沖縄県） 
●真和志高等学校（沖縄県） ●読谷高等学校（沖縄県）

予選参加チーム一覧 （２７都道府県の５３チーム／５４校）

●田鶴浜高等学校（石川県） ●金沢北陵高等学校（石川県）
●啓新高等学校（福井県） ●身延山高等学校（山梨県）
●岡崎東高等学校（愛知県） ●修文女子高等学校（愛知県）
●菊華高等学校（愛知県） ●桜花学園高等学校（愛知県）
●杏和高等学校（愛知県） ●古知野高等学校（愛知県）

●京都八幡高等学校南キャンパス（京都府） 
●日星高等学校（京都府）
●扇町総合高等学校（大阪府） ●昇陽高等学校（大阪府）
●鳴尾高等学校（兵庫県） ●奈良県立ろう学校（奈良県）
●聖心学園中等教育学校（奈良県） ●橋本高等学校（和歌山県）

よ　　　 せん　　 さん　　　か いち　　 らん
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▼目の不自由な方の
　ための音声コード

地域の夢、お客様の夢をかなえる
創造的なベストバンクを目指して

ご協賛企業・団体様
 だん　　 たい　　 さまきょう　　さん　　   き　　 ぎょう



14

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

●社会医療法人仁厚会・社会福祉法人敬仁会
●株式会社丸合 ●大江ノ郷自然牧場
●鳥取県信用保証協会
●大山乳業農業協同組合 ●ＮＯＫ株式会社
●株式会社イーウェル Ｅ－Ｓｐａｃｅ米子
●今井書店グループ
●ＡＮＡクラウンプラザホテル米子
●株式会社鶴見製作所 ●ＴＶＣ株式会社
●葉月システム株式会社
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 ● https://www.fujiya-sc.co.jp/contact/index.html
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【お問い合わせ先】

鳥取事業所：鳥取市今町2-112  アクティ日ノ丸総本社ビル6階

応援しています！

TOTTOR I

課題解決をお手伝いしますビジネスプロセスのビジネスプロセス

不二家システムセンターは

手話パフォーマンス甲子園を
全国高校生



これまでに開催した
全国高校生手話パフォーマンス甲子園

これまでに本大会では、たくさんの高校生手話パフォーマーが熱い演技を披露してきました。その一部をご紹介します。

第１回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程： 平成26年11月23日(日・祝)
●開催会場： 鳥取県立生涯学習センター
 県民ふれあい会館（鳥取県鳥取市）

田鶴浜高等学校 （石川県）

鳥取聾学校 （鳥取県）

三重高等学校・相可高等学校・

松阪工業高等学校 （三重県）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

田鶴浜高等学校 （石川県）

第2回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程： 平成27年9月22日(火・国民の休日)　
●開催会場： 米子市公会堂（鳥取県米子市）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

三重高等学校・相可高等学校・

松阪工業高等学校 （三重県）

クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス （東京都）

田鶴浜高等学校 （石川県）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

奈良県立ろう学校 （奈良県）／鳥取聾学校 （鳥取県）

ぜん    こく     こう     こう     せい しゅ      わ

かい    さい
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▼目の不自由な方の
　ための音声コード

第3回全国高校生手話パフォーマンス甲子園

熊本聾学校 （熊本県）

真和志高等学校 （沖縄県）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

三井高等学校 （福岡県）　

熊本聾学校 （熊本県）

熊本聾学校 （熊本県）

第4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程：平成29年10月1日（日）
●開催会場：とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

杏和高等学校 （愛知県）

大泉桜高等学校・立川ろう学校 （東京都）

真和志高等学校 （沖縄県）

熊本聾学校 （熊本県）

鳥取城北高等学校 （鳥取県）

田鶴浜高等学校 （石川県）

●開催日程： 平成28年９月25日（日）
●開催会場： 倉吉未来中心（鳥取県倉吉市）

審査員特別賞

第3位

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

鳥取県聴覚
障害者協会賞

優勝

準優勝

審査員特別賞

第3位

全日本ろうあ連盟賞

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

優勝

準優勝

審査員特別賞

第3位

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

優勝

準優勝

審査員特別賞

第3位

優勝

準優勝
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▼目の不自由な方の
　ための音声コード

第5回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程： 平成30年10月７日（日）
●開催会場： 米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）

審査員特別賞

真和志高等学校 （沖縄県）

黒石原支援学校 （熊本県）

熊本聾学校 （熊本県）

中央ろう学校 （東京都）

立川ろう学校・富士森高等学校 （東京都）

杏和高等学校 （愛知県）

ノートルダム清心高等学校・広島南特別支援学校 （広島県）

第3位

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

鳥取県聴覚
障害者協会賞

第6回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程： 令和元年9月29日（日）
●開催会場： とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市）

真和志高等学校 （沖縄県）

奈良県立ろう学校 （奈良県）

埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 （埼玉県）

田鶴浜高等学校 （石川県）

聖心学園中等教育学校 （奈良県）

米子東高等学校 （鳥取県）

熊本聾学校 （熊本県）

優勝

準優勝

審査員特別賞

第3位

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

鳥取県聴覚
障害者協会賞

優勝

準優勝

審査員特別賞

第3位

全日本ろうあ連盟賞

日本財団賞

鳥取県聴覚
障害者協会賞

優勝

準優勝

第7回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 ●開催日程： 令和２年９月27日(日)
●開催会場： 倉吉未来中心（鳥取県倉吉市）

奈良県立ろう学校（奈良県）

熊本聾学校（熊本県）

真和志高等学校（沖縄県）

聖心学園中等教育学校（奈良県）

済美高等学校・松山聾学校（愛媛県）

クラーク記念国際高等学校東京キャンパス（東京都）

身延山高等学校（山梨県）

第7回までの高校生手話パフォーマーの
熱い演技が見られます。チャンネル登録

お願いします

しゅ    わ こう    し    え ん

「手話パフォーマンス甲子園」
　　　　　  動画チャンネル

どう    が



▼目の不自由な方の
　ための音声コード

前回の大会
ぜん　   かい たい     かい
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特別番組のお知らせ

TATSU（HANDSIGN）さん
た は ん ど さ い んつ

中尾 真亜理さん
日本海テレビアナウンサー

なかお まあり

根本 こころさん
ねもと

青翔開智中学校・高等学校
繁田 聖宙さん
しげた   せいら

倉吉西高等学校
荒木 歩果さん
あらき   ほのか

米子西高等学校

応援サポーター

番組レポーター

第8回 全国高校生
手話パフォーマンス甲子園
１１月１4日（日）  １６：３０～

日本海テレビにて放送！

地元高校生が「応援サポーター」として、広報活動など大会をレポートしています。｠
YouTube手話パフォーマンス甲子園☆動画チャンネル「出場チーム決定編」にも出演しています

とく      べつ       ばん       ぐみ し

おう  えん

ばん  ぐみ

第８回全国高校生手話パフォー
マンス甲子園の模様をたっぷり
とお届けする特別番組です。
全国から出場する１５チームの白
熱のパフォーマンスをはじめ、鳥
取県内の出場チームや初出場
チームについては、大会出場に向
けた事前の練習や意気込みもご
覧いただけます。
手話言語で表現する高校生によ
る熱き戦いの模様をお楽しみく
ださい。

大会の感動を再び！

ぜん こく せいこう こう

し えんこうわしゅ

ぜんぜんぜん こくこくこく せいせいせいこうこうこう こうこうこう

ししし えんえんえんこうこうこうわわわしゅしゅしゅ

だい かい

▼目の不自由な方の
　ための音声コード

第8回 全国高校生

手話パフォーマン
ス甲子園の記録

元気!勇気!
本気!手話で届ける、私
ちのた
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内閣府、厚生労働省、文部科学省、米子市、手話を広める知事の会、全国手話言語市区長会、一般社団法人全国手話通訳問題研究会、一般社団法人
日本手話通訳士協会、全国聾学校長会、公益社団法人全国高等学校文化連盟、社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団、社会福祉法人 NHK 厚生文化
事業団、社会福祉法人全国社会福祉協議会、全国難聴児を持つ親の会、一般社団法人日本演劇教育連盟、日本障害フォーラム、日本赤十字社鳥取県
支部、鳥取県青少年赤十字指導者協議会、朝日新聞社、毎日新聞鳥取支局、読売新聞鳥取支局、産経新聞社、日本経済新聞社鳥取支局、新日本海
新聞社、山陰中央新報社、中国新聞鳥取支局、共同通信社鳥取支局、時事通信社鳥取支局、NHK 鳥取放送局、BSS山陰放送、日本海テレビ、
TSK さんいん中央テレビ、テレビ朝日鳥取支局、鳥取県ケーブルテレビ協議会、エフエム山陰、FM 鳥取、DARAZ FM

●主催／手話パフォーマンス甲子園実行委員会
●共催／鳥取県、公益社団法人 鳥取県聴覚障害者協会　●特別協力／一般財団法人 全日本ろうあ連盟
●後援／

●協賛／ ●特別協賛／

手話パフォーマンス甲子園実行委員会

▼目の不自由な方の
　ための音声コード
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	A4_nakatoji_p020_A4のコピー
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