
展示部門［出品作品一覧］

　　のついたアーティストは撮影できます。  は撮影できません。

出品順 撮影 アーティスト名 作品名 制作年 技法・材質など

あ 大家啓利
オオヤヒロトシ スマホ写真機極彩之図 2021年 写真印画紙　カメラPixel3a、pixel4a

売約済み 2013年 キャンバスにアクリル絵具

キク 2022年 キャンバスにアクリル絵具

Red 2021年 キャンバスにアクリル絵具

のら 2012年 キャンバスにアクリル絵具

猫と盆栽 2021年 キャンバスにアクリル絵具

ダリアのうしろ 2012年 キャンバスにアクリル絵具

今日は 2012年 キャンバスにアクリル絵具

無題 2022年 キャンバスにアクリル絵具

幸福の子供 2022年 キャンバスにアクリル絵具

｢Aの光｣ 2021年

｢都心｣ 2017年

｢新緑｣ 2021年

｢ふゆの光｣ 2021年

｢春に触れる｣ 2021年

｢かくれんぼ｣ 2021年

｢太陽の花｣ 2021年

｢秋桜｣ 2021年

え sgmk
エスジーエムケイ

キラボシサアカス 2021年
グルーヴ社製ドール／プーリップ、テヤン、イスル、ダル、ビョル
衣装協力／れいれい、月下博物館、もけ堂（敬称略、順不同）

お

愛・藍・哀 2021年
リュウキュウアイ生葉染め　ナイロンオーガンジー、シルクオーガンジー
柿渋染め　綿布

ありがとう 2021年 手づくり沈殿藍手織り　クズ布(綿、麻 混)

窓 2017年 絞り　阿波藍　正藍染　(修了展　あなん光のまち展示)

い 宇田見飛天
ウタミヒテン

はぎのゆりこか

Canon Eos kiss x7で撮影
光沢紙に6色プリンタにて印刷

う

フリースぺース
チャレンジとくしま芸術祭2022

令和4年1月25日(火) ー 2月6日(日)
徳島県立近代美術館　展示室３

Nicon D5100で撮影
光沢紙に6色プリンタにて印刷

卯月
ウヅキ



出品順 撮影 アーティスト名 作品名 制作年 技法・材質など

｢ある晴れた日に｣ 2019年 籐

｢桜｣ 2021年 籐

｢ウェルカムドール｣ 2021年 籐

｢猫を抱いた少女｣ 2021年 籐

｢ピンクのばら｣ 2017年 籐

｢黄色のばら｣ 2020年 籐

｢愛犬ピース｣ 2014年 石粉粘土

｢わが子雛｣ 2017年 羊毛フェルト

☆どうしても干支に
入りたかったねこ。

2021年 コピック、色紙

☆釣りバカ絵日記 2021年 コピック、水彩鉛筆など

☆｢青に融ける｣ 2021年 水彩、水性カラーインク

け タニザキ ヒロエ ネイチャー 2021年 綿布、アクリル絵具

子育て四コママンガ、エッセイ 2020-21年 メディバンペイント

徳島での子育てイラスト 2020-21年 コピック、水彩、ペン、えんぴつ

さ 加代子
カヨコ

＆K
ケー

フレンド ボタニカルアート2022 2021年

技法　・粘土を色付けする　・花、葉一枚一枚を細工棒やハサミを使い
粘土で形作る　・乾燥させる　・ワイヤーで茎や枝を作る　・仕上げの
色を塗る　・組み立てる
材質　樹脂粘土、ワイヤーなど

トーク人形｢大きなかぶ｣ 1975年ｰ

トーク人形｢もも太郎｣ 1975年ｰ

す BO–Da–KORi–
ボーダーコリー

a drift 2021-22年 木製パネル、水彩紙、アクリル絵具、流木、布、プラスチック、ねんど

せ 萩野
ハギノ

ひろみ 無題 2021-22年
藍染　綿布　約30×400cm 複数枚
技法…折り縫い、絞りなど　文様…破れ立湧など

街のにぎわい 2021年 透明水彩　画用紙　90×60cm

演舞場 2021年 透明水彩　画用紙　90×60cm

登山 2021年 透明水彩　画用紙　四つ切り

浜辺 2021年 透明水彩　画用紙　四つ切り

スタート 2021年 透明水彩　画用紙　四つ切り

新町川バルーンアート 2021年 透明水彩　画用紙　四つ切り

ダイヤモンドプリンセス 2021年 透明水彩　画用紙　四つ切り

運動会 2020年 透明水彩　画用紙　八つ切り

その他人物イラストなど

く きょん

き 石田
イシダ

晴美
ハルミ

もこもこのくつ下(片方)、ボール紙、フェルト、毛糸、綿、布(古着利用)
ボンドなどで貼っていく。服の部分はミシンで縫う。手縫いでもよい。

そ 新谷進
シンタニススム

し 小林友子
コバヤシトモコ

こ チョビ



出品順 撮影 アーティスト名 作品名 制作年 技法・材質など

た Satoru Ohkita(大北
オオキタ サトル

悟) The first challenge 2021年 紙、ボールペン、色えんぴつ

十五劇。 2019年

おもちゃ箱。 2019年

いつかきっと。 2020年

ピント。 2020年

面。 2020年

ウツリカワリ。 2019年

追憶。 2020年

夜の帳。 2020年

絶望。 2020年

インクがタンクでダンスした。 2019年

Time is over!。 2020年

空はキャンバス。 2020年

あどけな夢。 2019年

傍観者。 2019年

つ 早渕
ハヤブチ　タイスケ

 太亮 記憶の教室 2021年 インスタレーション　窓、木、LED、布

て タケダナオユキ りばあすさん 2021年
はさみで切り筆で塗る　キャンバス、油性マジック、水性塗料
ホッチキス

と クラゲ(陽気な家族) 昆虫キャラクターイラスト 2021年 鉛筆、ペン、えのぐ

もみじの頃のツンとした空気 2021年 布　ジェッソ、アクリル絵の具

ドウダンツツジの小さく
しっかりした葉

2021年 布　ジェッソ、アクリル絵の具

笹の匂い 2021年 布　ジェッソ、アクリル絵の具

に モリグチ・トモ イマジネーション・ドール 2018年
木製ベースに油絵で使用するキャンバス地を張り付けて人形を成形、油
絵の具で着色。ガラス製の葉っぱを針金に溶接して人形に巻きつけて完
成させた。

ぬ 西広生
ニシ　ヒロオ ワールドピース 2021年 綿布、エマルジョン、ジェッソ、グラファイト

ね ツギハギ。 ツギハギ、 2021年 いろいろ

の 吉田
ヨシダ

靜華
シヅカ こころ 2021年 アクリル絵の具

は 川眞田
カワマタ

彩
アヤ 神様 2021年 藁、麻糸、帆布

女の子 2021年 襖、紙、ボールペン、アクリル絵具

欲張り 2021年 クレパス、クラフト紙、アクリル絵具

ひ

晴
ハル

ち Kuwahara Haruka
クワハラ　ハルカ

な

i'm girl.
アイム　ガール

つまようじでえがいた。



出品順 撮影 アーティスト名 作品名 制作年 技法・材質など

｢BLUE ア BLOOD｣ 2021年 40号　油彩、英字新聞、楽譜、アクリル、ラメストーン、キャンバス

｢サティスファクション｣ 2021年 20号　アクリル、パステル、化粧品、バイオリン、キャンバス

｢フラストレーション, 放つ｣ 2021年 30号　墨汁、和紙、顔彩、木炭、毛糸、キャンバス

｢アディオス
西麻植バッティングセンター｣

2020年 30号　アクリル、油彩、パステル、鉛筆、クレパス、キャンバス

｢また来ようね。｣ 2020年 6号　  アクリル、パステル、キャンバス

へ なる川
カワ

かよ コンバージョン 2021-22年 デジタル、アクリル画

だいすきなくるま 2021年 水性ペン、クレパス、色鉛筆など

たんぼでとったざりがに 2021年 木の切れ端、芯、和紙、ビーズなど（造作物）

ま 牧内
マキウチ　エイジ

英治 おにゆり(花) 2021年 電気ペンで、ベニヤ板(シナベニヤ)にこがして描いた絵です。(約400℃)

干支はんこ 2021年 消しゴムはんこ

とらちゃんはんこ 2021年 消しゴムはんこ

いっぱいいっぱい
いろいろはんこ

2021年 消しゴムはんこ

む きたやま あい ワタクシ、ココデ眠リマス 2018年 磁器粘土で西洋陶芸の技法

め 大塚
オオツカ　ヤスオ

康男 わんわん凧一覧(昭和41年度) 2020年
・彫刻刀にて輪郭を彫り色を入れる
・桧端材

も ハルトメイト 〇△□ 2021年 和紙、針金 etc.

や Ca
カルシウム

『タイムカプセル』 –2021年 書道　紙／イラスト　紙、コピック等

花魁ぅらめしゃ 2020年 アクリルガッシュ

fighting nurse!! 2020年 アクリルガッシュ

Heavy Drinker 2021年 アクリルガッシュ

よ 新田
ニッタ

千恵子
チエコ つなぐ四国 2021年 布、染め、糸、手織り　すべて糸でつなぎ合わせている。

ら 前野
マエノ

亮治
リョウジ ともに 2016年 絹(動物繊維)とカジ(植物繊維)を合わせた作品

り 市川
イチカワ　ユウイチロウ

裕一朗 奥の細道 2021年 トレーシングペーパー、墨汁、筆ペン

る 手作
テヅク

り工房
コウボウ

『寛
カン

・美
ビ

』 卵の殻ですが… 2021年
・造形操作全般
・卵殻、段ボールシート、和紙、LEDライト

れ 榊
サカキ　マナミ

愛美 顔 2021年 版画板、アクリル絵の具

※ ｢お｣は、アーティスト名など、空白としています。

※ 出品作品は変更される場合があります。

※ 出品者から提出のあったデータに、原則として手を加えずに掲載していますが、一部、省略等を行った部分があります。

ほ なかにし てつじ

み みくはんこ

ふ 矢島
ヤジマ

耕平
コウヘイ

ゆ 歩未
アユミ


	当日リスト (展示)



