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（総　評）	 	 いずれの壁面からも、熱気が伝わり、観る者を楽しませてくれます。
昨年に比べ、一般出品者数は減ったものの初入選作品九点を含む、七十七点が入賞・
入選となりました。総じて、どの作品も時間をかけ、じっくり取り組まれた魅力ある
作品であったと思います。
特に入賞作品は、長年あたためてきたモチーフを追求した作品が選ばれた気がしま
す。そんな中で、最高賞に輝いた、宍戸さんの「余韻」は県展初出品の作品でした。
この度の県展に新風を吹き込んでもらったように感じています。今後に続く出品を期
待しています。
また、賞の本数が限られている関係で、受賞にはならなかったものの、十分に受賞に
値する作品が多くあったことも付記しておきます。その意味も込めて、この度の移動展
の作品は一般入選者の作品の中から選出することにしました。	 （文責　若林　俊樹）
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（出雲市）

初出品で最高賞の受賞を祝します。
県展では初めて見る描法を大胆且つ繊細な表現でほぼ満票の評価を得ました。
板に和紙張りをし、やわらかい木炭の描線を生かしながら大木の古根を表現してい
ます。白い絵具を効果的に配しながら、空間の表現も巧みに表現された見応えのある
作品です。
若い作家と推察されますが、その感性と表現力は県展に新しい息吹を吹き込むよう
で、将来にも大きな期待が膨らみます。
次作、次々作を早く見たいと心弾む本作との出会いでした。	（文責　鳥屋尾　敬）
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（松江市）

樹林の特質を生かした魅力的な作品です。自然の造形美に着目し、その要素を造形
化し自らの世界を表現する方向性に安定感も感じます。画面の処現も効果的に感じます。
	 （文責　阿式　康央）

洋画 応募点数� 92点
入賞点数� 7点
入選点数� 70点

招待作品� 53点
展示点数� 130点
○移は移動展出品作品
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（海士町）

昨年と同じモチーフでの連続受賞である。注目すべきは、その内容の進展である。
モノクロームの中に小さな色面をアクセントとして用いられた昨年の作画から一新。
本作は、寒暖の色調をうまく交錯させながら、互いに色味が引き立て合って、全体の
構成とともに極めてリズミカルな画面を獲得していて、前作を上回る魅力を感じる。
一作ごとに作品の鮮度を見せる作者の今後を大いに期待するものである。
	 （文責　北本　雅己）
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（松江市）

作者は近年同じモチーフでの追求をされていますが、そのモチーフに対して掘り尽
くせない魅力を感じられておられることと思います。その感動がここち良いリズムを
生み出し独特のファンタジックな世界を作り上げておられます。モチーフの構成にも
ひとつひとつのモチーフの表現にも、これからのますますの精進を期待しています。
	 （文責　杉谷　俊一）
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（出雲市）

白黒の版画というだけでも力強いものがありますが、どちらも良くて数少ない二点
入選と決まり投票と挙手によりCELL 2 が銅賞に決定しました。
こちらの方が画面に躍動感があり動勢も強く感じます。大中小々の物体構成も良く、
不思議な空間感も出ています。	 （文責　金本　裕行）
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（松江市）

二人の女性像が説明的でなく、陰影に拘らずまとめられている画面構成のしっかり
した魅力的な作品である。手前に立膝をした人を置き、後方に座る人とが背景の空間
と絡み合い、色彩豊かに心象が表現されている。	 （文責　杉原　孝芳）
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（出雲市）

自分なりの造形感覚で仕上げた個性的な作品である。色彩をおさえることによって、
作者の意図がより明確に表わされている。特に、上部の処理に、心地よさを感じます。
	 （文責　桑本　京子）
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入　選

題　　　　名 氏　　名 備　　考
桟橋 石　川　修　夫（出雲市）
クスコの子供 小笠原　　　稔（松江市）
鵜鷺の岩 山　本　敏　夫（松江市）

○移 芽生 戸　谷　　　遥（松江市）
旅の途中 古　田　美沙子（雲南市）
La-fu 白　根　　　健（出雲市）
祈り 津　森　　　敏（松江市）

○移 YOU	DID	IT	TO	ME 金　谷　　　実（益田市）
ZOU	Ⅰ 森　木　克　則（松江市）

○移 ポジターノの坂道 福　原　幸　恵（益田市）
秋の海 渡　邊　聖　春（大田市）
昭和２０年夏の日 田　中　武　男（出雲市）
越南信仰の祠 藤　井　俊　矣（松江市）

○移 仏手 菅　野　達　朗（松江市）
陽光・春 八　尾　洋　一（鳥取県）
スイングⅡ 山　本　靜　代（安来市）
夏の山里 古　浦　登美子（安来市）
アメリカハナミズキ 伊　藤　若　美（出雲市）
記憶の中で・・・御嶽山 水　野　博　司（松江市）
いか焼き 原　　　良　栄（安来市）
積木 沙魚川　陽　子（隠岐の島町）
美保関 佐　藤　　　健（松江市）
病室の窓辺－病に伏す母を見舞う姉妹 足　立　　　耕（安来市）

○移 早春の川 古　曳　小夜子（安来市）
ばらの季 赤　木　和　子（安来市）
深まりゆく秋 小　畑　敬　子（雲南市）

○移 ゆうちゃん 畑　　　志壽子（益田市）
○移 夏の日 福　原　典　子（益田市）
○移 ボナッテーの廃屋 大　石　正　雄（益田市）
読書感想文 上　野　美　季（松江市）
「ベニスを旅して・・・」 中　田　浩　美（大田市）
喜寿の花 龍　澤　光　恵（大田市）

○移 鍛冶屋 五十嵐　尚　輔（江津市）
○移 のびやかに 窪　田　加津子（江津市）
○移 柘榴 宇津巻　由美子（浜田市）
○移 小鳥のいる室内 田　中　睦　次（江津市）
○移 華 沖　原　厚　子（浜田市）
○移 夏の朝 砂　田　津多江（邑南町）
○移 ガク紫陽花 中　島　夏　子（江津市）
○移 一番荻 原　田　清　栄（江津市）
荘厳 非　々　玲　子（川本町）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
○移 庭の一隅 大　道　愛由美（浜田市）
○移 庭の片隅　はまゆう 能　美　　　睦（江津市）
緑の時 陶　山　本　子（雲南市）
放牧牛 松　本　行　雄（松江市）
懐古 三　代　典　子（出雲市）
万象の秋 瀬　島　純　樹（出雲市）
CELL	 １ 重　岡　成　美（出雲市）
木の光を感じて 周　藤　千亜子（雲南市）
モロッコの鍛冶屋 岡　田　敏　幸（出雲市）

○移 ドック（Ⅱ） 吉　岡　太　佑（松江市）
幻想の森Ⅱ　２０１４ 神　門　芳　子（松江市）

○移 自然観察－Ⅱ 二　岡　みえこ（安来市）
祖谷渓谷 間　庭　喜美江（松江市）
ストレリチア 講　武　比富美（松江市）
ヴェネツィア追想 小　中　　　寛（出雲市）
妖彩 小　山　美代子（松江市）
マヌカンの部屋 吉　岡　眞　恵（松江市）
窓 來　海　　　豊（松江市）

○移 土偶と土面 宅　和　令　子（松江市）
○移 窓辺 田　中　昭　久（出雲市）
ブイの詩 大　塚　昌　雄（出雲市）
鹿のいる愛宕山公園 金　森　　　登（出雲市）
鏡の前で 佐　藤　さなえ（出雲市）
猫車 柿　田　周　直（大田市）
狂談中 賀　戸　亜　子（大田市）
狛犬Ⅱ 曽　田　　　稔（松江市）
夕暮れの山里 門　脇　　　豊（松江市）
はな 門　脇　計　子（松江市）

○移 海辺でスケッチ 西　丸　　　貴（益田市）

招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

人形の室 阿　式　康　央（松江市）
日御碕早春 石　橋　　　博（出雲市）
無花果 伊　藤　　　孟（出雲市）
ひまわり 乾　　　克　子（浜田市）
よみがえる 井　上　春　雄（松江市）
メッセージ（願い） 岩　崎　久美子（安来市）
追憶 岩　田　明　美（松江市）
或る日の対話 岩　田　賀代子（安来市）
蟹とトロ箱 岩　田　義　男（松江市）
蟹 宇　家　節　子（出雲市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
たわむれ 荏　田　和　子（松江市）
Noah（仲間達） 鹿　島　昭　一（松江市）
小伊津 梶　谷　修　弘（出雲市）
ＩＲＯＮ　ＨＯＲＳＥ 春　日　裕　次（出雲市）
遙かなる処へ 勝　田　敏　夫（松江市）
景Ⅰ 勝　部　和　子（大田市）
いか干し 門　脇　博　光（松江市）
赤い布 金　本　裕　行（益田市）
清水寺雪景 川　井　一　玄（安来市）
進化論・化石 川　上　浩　平（出雲市）
抱擁 神　庭　　　明（安来市）
港 杵　築　　　伸（出雲市）
運河の街 北　本　雅　己（出雲市）
浮遊するピエロ 熊　谷　侑　子（松江市）
月 藏　敷　真　弓（出雲市）
光を求める 栗　原　清　司（松江市）
潮騒の記憶 桑　本　京　子（出雲市）
日御碕海岸 古　浦　秀　明（松江市）
忘れられた風景 近　藤　　　隆（安来市）
木彫り 近　藤　隆　夫（浜田市）
昭和の鏡 佐　田　尚　穂（益田市）
神楽 佐　藤　收　男（出雲市）
神楽 塩　野　　　毅（雲南市）
人々の風景 篠　田　正　美（益田市）
女たち 清　水　俊　二（松江市）
島根半島　大芦 水　津　保　美（津和野町）
ワタシトワタシタチ 杉　谷　俊　一（松江市）
河畔の村 杉　原　孝　芳（出雲市）
トレド風景 角　　　洋　子（出雲市）
蜃楼 武　上　秋　津（安来市）
ひといき 忠　井　　　豊（雲南市）
すとれっち 田　中　敬　二（大田市）
石見の砂丘 田　平　耕　一（大田市）
遺跡の番人 鳥屋尾　　　敬（出雲市）
清風 中　川　勝　湖（出雲市）
ガラスのハーモニー 永　尾　和　子（浜田市）
初夏 野　竹　瑞　子（出雲市）
砦 持　田　隆　志（出雲市）
ＩＺＵＭＯー未生 森　田　　　廣（安来市）
風のかたち１４－ 2 山　岡　晴　夫（出雲市）
野菜たち 山　本　和　子（大田市）
潮彩 米　原　　　智（松江市）
魚 若　林　俊　樹（松江市）


