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（総　評）	 	 私にとっては初めての県展審査でしたが、作者の多様な表現による作品を楽しく拝
見させていただきました。
午前中に私を含めて15人により第一次審査をし、午後私一人で入賞作品を決めさせ
ていただきました。審査基準は、まず作者の狙いなどがいかに表現されているか。フ
レーミング、光の読み方、シャッターチャンスの捉え方などの撮影テクニックも大切
です。入賞作品は当然ながら観る側の心を打ち、心の奥底まで響いてくる描写です。
長く余韻が残る作品が多かったのは嬉しいことです。
気になったのは、トリミングされた作品が多く、何故パネルの寸法に画面を合わせ
なければならなかったのか、気になりました。安易なトリミングによって、撮ったと
きの感動や、印象が薄れてしまった作品が多くあったように思います。
これからも人生の楽しみのひとつとして写真に関わっていただくことを期待してい
ます。	 （文責　三輪　　薫／写真家）
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（松江市）

この度の島根県展写真部門知事賞は、久方ぶりに古来からの日本美を見事に表現し、
独特の静けさと日本の侘び寂びが表現されており、心を打つ秀作です。
とかく単純な構図の作品は、奥行きを感じづらいものですが、その点も見事に克服
されている力作であると感心いたしました。
知事賞受賞おめでとうございます。
今後ますますのご活躍を期待します。	 （文責　有澤　一則）
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石見海岸は山陰でも最高によい海岸線があると言われています。
作者は、そのような情景を描いての撮影だと思います。
この作品の良さは、高飛びする獅子舞をいかにも躍動的に捉えて成功しました。
砂の色彩と青空が、画面を二等分にしています。加えて踊り手さんの舞が力強く撮
れています。
カメラアングルが低い位置で撮られているために遠近感と、水平線上に撮られたこ
とが、すばらしいと思います。
この県展でも、モノクロの時代は、この獅子舞を題材とした作品は多く見られまし
たが、今回は久しぶりにカラーで良い作品を見ました。プリントの仕上げも良く特に
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○移は移動展出品作品
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中間色の発色が良かったと思います。
これからの作家活動が楽しみな作者です。
金賞入賞おめでとうございます。	 （文責　川本　貢功）
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夏の日の夕暮れ時に、宍道湖畔で撮られた作品でしょうか。
家族や木と葉が、バランスの良いシルエットとなり、家族の愛情と物語性を感じさ
せるすばらしい秀作となっています。
写真は、作者が感じたものをしっかりと伝えるためにも、引き算が大切だと言われ
ます。この作品は、見事な空間と人物配置により、家族の語らいも感じさせてくれて
います。また、シャッターチャンスもすばらしいと思います。
作者のこれからのより一層の活躍を期待しています。
今までの県展では、表現されなかった逆光による撮影は、撮影技術も大変ですが、
中央ではこのような作品を背景ロマンとも言います。この作品は物語が多くあるよう
な、情景描写が優れており、久々に鑑賞力のある作品となりました。
入賞おめでとうございました。	 （文責　佐々木　聡）

銀　賞　○移	 結
ゆ

い	 寺
てら

　澤
さわ

　富
ふ

美
み

恵
え

（益田市）

事前からかなり計算された組写真です。
一枚一枚の写真を見ても作者の想いが十分伝わるところであり、特にそれぞれの写
真が色彩、表現方法ともに優れています。最近、組写真の応募が増えつつありますが、
この作品は「組」というものをよく理解した上で、最初に風呂敷の結び目、次に金封
の結び目、終わりに、きりりと締めた男帯で結んでいます。
組写真を十分理解した作者の秀作と思います。作者の日々の努力が報われた作品です。
銀賞の受賞おめでとうございます。	 （文責　足立　修吉）
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受賞おめでとうございます。
今回の県展応募作品で風景写真が少なかった中、この作品には完成された美しさ感
じました。
縦構図により奥行きが表現され、Sの字の水の流れが程良いスローシャッターと共
に動感が表現されています。
又右岸の苔むした岩と黄色がポイントとなり、静かな秋を感じさせます。
風景写真は写す刻が重要ですが、作者の被写体を見つめ見極める目の確かさを感じ
ました。	 （文責　森脇　寿一）
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組写真は一点一点が良い写真でバランスが取れていないといけないが、この方は組写
真とはなにかと言うことを良く理解した上で撮影されている。
自分のイメージを物の姿にかえて、心象写真を撮影しておられ、その発想を映像に変
えて表現されたテクニックは誠にすばらしい。
イメージ豊かな写真で、今後益々良い写真が期待されます。	 （文責　宮廻　親基）
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コンテストで、良く目にするジャンルの写真ですが、思わず息をのむインパクトのあ
る作品です。「斐の川」のキャプションは、「火の川」をイメージされたものでしょう。
この情景をファインダーに捉えた作者は、感動の中で、キャプションが直ちに閃い
たことでしょう。
とても、ドラマチックです。朝焼けの彩かな赤、光芒も素晴らしく、空と川のバラ
ンスも良く、感情の高まりをも誘います。
フレーミング、露出も文句無しの適切な技術であり、川をパターン的に表現出来た
ことで、完璧なできばえの作品になりました。
ご入賞おめでとうございます。	 （文責　小林　茂雄）

入　選
題　　　　名 氏　　名 備　　考

小さな大自然 松　浦　福　男（松江市）
パフォーマンス 正　木　哲　雄（松江市）
我が子背おって愛でる花 中　本　喜代数（松江市）
秋ゆく空 秦　　　憲　良（松江市）
春暁 阿　郷　昌　彦（奥出雲町）
僧伽 長　瀬　　　祐（松江市）
ファンタジー 金　田　範　由（松江市） 特選

初化粧 佐々木　智　範（松江市）
熱演 高　橋　美和子（松江市）
秋模様 鶴　島　里　子（松江市）
遊び 今　岡　幸　夫（松江市）
私の勝ち 半　田　恵美子（隠岐の島町）
オレを殺せるか 桑　原　　　勇（奥出雲町）
島の神事 岡　田　文　夫（隠岐の島町）
荘厳 大　野　洋　文（松江市）
５０年の絆 田　中　郁　子（隠岐の島町）
蒼天 山　根　章　道（松江市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
金言寺 中　島　　　修（松江市）
兄妹の田植え 小　池　　　誠（奥出雲町）
登頂 飯　濱　和　明（松江市）

○移 きずな 高　橋　義　男（大田市） 特選

渓谷 長　島　　　栄（松江市）
写生日和 野　島　幹　郎（松江市）
春陽 迫　　　光　徳（松江市）
帰港 木　下　時　雄（隠岐の島町）
巫女 太　田　　　勤（松江市）
隠岐だんじり舞い 高　梨　文　博（隠岐の島町）
止まれ 奥　村　　　茂（隠岐の島町） 特選

珍鳥飛来 上　野　卯之松（隠岐の島町）
宇野だんじり舞 若　葉　信　幸（隠岐の島町）
いのち 井　上　恵美子（隠岐の島町）
老松と老人 高　橋　洋　雄（隠岐の島町）
絆 山　野　則　美（松江市）

○移 夏休み 立　花　伸　一（雲南市） 優秀賞

深秋 武　田　　　清（雲南市） 特選

白鷺 遠　藤　修　一（松江市）
松江市鹿島町御津ニテ 松　岡　直　光（松江市）
腕自慢 伊　藤　以都子（松江市）
霧間の烏 曽　田　敦　子（松江市）
未来へ 高　橋　真知子（松江市）
さえちゃんとゆうなちゃんの休日 福　井　眞佐子（松江市）
雄叫び 若　槻　愛二郎（雲南市）
移ろい 周　藤　茂　男（出雲市）

○移 別れ 橘　　　重　孝（大田市）
楽しい祭り 早　川　泰　子（出雲市）
ハット　トリック 原　　　正　治（松江市）
阿波の女 黒　川　恵美子（松江市）
まほろば 品　川　清　一（出雲市） 特選

春を訪ねて 石　倉　好　美（松江市）
Brave	osprey 和　田　勝　臣（出雲市）

○移 初夏 天　津　義　久（大田市） 奨励賞

○移 収穫の日 上　坂　二三男（川本町）
○移 仲良し 後　藤　孝　司（出雲市） 奨励賞

沐浴 田　坂　　　将（出雲市）
○移 しまねっこ見つけたよ 堀　江　利　加（浜田市） 特選

○移 一滴迄も 佐々木　清　幸（浜田市）
霧のひかわ野 福　島　一　夫（出雲市） 特選

夕日の中の風車 北　川　洋　子（安来市）
青春 権　田　　　宏（松江市）
秋空 森　脇　勇　吉（安来市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
青春 内　田　孝　子（松江市）
隠岐の海 石　倉　貞　昭（松江市）
祭日 安　田　朝　行（松江市）
風雪のオブジェ 信　藤　一　郎（飯南町）
街角 川　本　道　子（松江市）
祝賀飛行 武　田　節　朗（松江市）

○移 寒行 宮　﨑　文　恵（松江市） 奨励賞

祭りの日 土　井　富　雄（松江市）
視線 原　　　浩　二（松江市）
猫 多々納　　　巌（松江市）
投網 岸　本　正　信（松江市）
それぞれの夕焼け 経　種　　　聡（雲南市）
寸光 川　上　政　光（出雲市）

○移 水面 田　中　利　生（江津市）
家路 藤　井　千　富（出雲市） 特選

日の出の漁労 山　内　征　之（松江市）
戯れ 島　本　睦　男（松江市）

○移 ベー。 森　岡　　　修（江津市）
夕日の中で 芝　原　本　修（松江市）
獲る 岩　本　克　幸（出雲市） 特選

対決 金　築　　　哲（出雲市）
宵まつり 八　澤　元　昭（松江市）
鷺舞 管　田　亘　城（松江市）
一斉砲火 山　本　正　男（松江市）
美峰秀麗 岡　本　和　久（松江市） 特選

無心 橘　　　由貴枝（松江市）
自信 中　島　　　哲（松江市）
晩秋のころ 岩　﨑　　　昇（安来市）
ミサゴ 小　玉　光　二（出雲市）
パワー全開 渡　部　あきえ（松江市）
村祭りの日 小　村　泰　久（出雲市）

○移 雨上がり 嘉　藤　誠　一（松江市） 優秀賞

○移 雪原に沈む 門　脇　玄一郎（安来市） 奨励賞

捜し物 吉　田　亮　三（安来市）
砂あそび 福　田　秀　夫（安来市）
つながる想い 石　原　康　博（松江市）
拝礼 遠　藤　　　勉（安来市） 特選

夕景色 田　中　博　義（安来市）
水景色 福　田　一　壽（安来市）
木戸川にて 松　浦　　　誠（安来市）
夕凪の国賀海岸 徳　島　義　孝（雲南市）
時間旅行 米　田　直　之（安来市）
華一輪 原　　　喜　弘（雲南市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
大餅さん 田　中　康　治（松江市）
祭日 大　本　順　子（松江市）
お彼岸の朝 石　倉　太　介（出雲市） 特選

○移 秋深し　となりは何をする人ぞ 白　岡　真由美（益田市）
野球少年 須　谷　厚　子（出雲市）
神舞 坂　田　耕　男（雲南市）
かわいい主役 椿　　　正　二（出雲市）

○移 激走 松　田　　　桂（大田市）
○移 秋彩 大　畑　　　勉（川本町）
鬼気 石　飛　桂　子（出雲市）
小さな友達 山　田　　　勉（出雲市）
直会 田　村　啓　子（松江市）

○移 雨乞い神事 橋　本　英　治（出雲市） 奨励賞

青春 福　寄　冨久江（松江市）
渓谷に挑む 宮　野　輝　夫（鳥取県）
縁 吉　田　豊　美（出雲市）
Lim→∞ 原　　　美穂子（安来市）

○移 泥水遊び 焼　杉　正　明（江津市）
やすらぎ 江　角　好　敏（出雲市）
黄昏時 山　田　恭　敬（出雲市）
秋の余韻 三加茂　綾　子（出雲市） 特選

国際交流 杉　本　宗　明（松江市）
○移 暑い日 高　田　雍　一（浜田市） 特選

要塞跡の日だまり 渡　辺　悦　男（松江市）
○移 韓島夕景 坂　根　昭　一（大田市）
○移 フクロウ 福　原　純　孝（益田市）
○移 豊穣～秋色～ 島　川　鐵　雄（益田市）
○移 蟲送り 大　畑　秀　人（益田市） 奨励賞

渓流 小　室　富　雄（松江市）
秋晴れの日 戸　屋　智　通（奥出雲町）
焦点 木　澤　昭　平（奥出雲町）
故郷 藤　原　由　里（出雲市） 特選

晩秋 糸　原　詩　郎（奥出雲町）
かえりみち 高　橋　ひとみ（出雲市）
休息（たばこ） 勝　部　　　正（奥出雲町）
冬木立 荒　木　義　人（奥出雲町）

○移 放牧 和　泉　一　朗（奥出雲町） 奨励賞

サイクリスト 内　田　定　廣（奥出雲町）
大桟橋にて 楫ヶ瀬　　　進（雲南市）
移流霧 糸　原　輝　幸（奥出雲町） 特選

静かな日 高　尾　啓　子（松江市）
ほたる 山　根　　　猛（奥出雲町）
ほのかな恋情 真　綿　隆　行（奥出雲町）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
サルビアの咲く丘で 小　林　　　修（奥出雲町）

○移 幻繰の舞台大山 渡　部　　　悟（奥出雲町） 奨励賞

フィナーレ 安　部　　　勲（奥出雲町）
ゴージャス 加　藤　哲　夫（奥出雲町）
波しぶきを照らす朝日 田　中　　　修（隠岐の島町）
海からの夕日 神　門　　　勉（出雲市）
湖畔の情景 管　　　敏　朗（出雲市）
鵜の語り合い 川　津　慶　治（松江市）
くもの巣朝霧水玉光 岩　城　篤　明（松江市）
古蹟巡礼 髙　木　幹　雄（松江市）
たそがれ 磯　田　律　子（松江市）

○移 妙演 赤　坂　俊　一（安来市） 奨励賞

タッチアウト 高　橋　幸　夫（松江市） 特選

シルエット 星　野　純　子（松江市）
モリアオガエルの産卵 山　碕　昭　三（飯南町）

○移 夏の夕日 藤　原　博　文（松江市） 奨励賞

静かな時 太　田　淳　子（松江市）
秋色 岡　　　一　夫（松江市）
遠い夏の思い出 武　田　克　弘（雲南市）
日本の秋 芦　野　博　子（松江市）
異国の秋 吉　田　智　恵（松江市）
音ひとつ無し 藤　江　真知子（出雲市）

○移 語らい 岡　本　和　幸（浜田市）
田舎の春 森　脇　久　雄（松江市）
一人っ子 久　谷　サチ子（松江市）
だるまみくじ 小　玉　裕実子（出雲市）
秋の日 吉　田　和　正（松江市）
此岸と彼岸 加　田　弘　道（松江市）
夜明けの騒めき 岡　　　寛　志（出雲市）
夜明けの刻 宮　川　克　吉（松江市） 特選

里の秋 長　島　　　聡（松江市） 特選

霧行く白根山 堀　　　幸　枝（松江市） 特選

○移 青春を撮る 岩　田　　　毅（大田市）
○移 またな 森　山　典　雄（大田市）
北の旅 友　塚　由美子（松江市）
裏町 吉　岡　千代子（松江市）
旧家の印象 石　飛　克　己（雲南市）

○移 平和の祈り 山　崎　三　仁（大田市）
秋	凛々 伊　東　久　男（松江市）

○移 神迎え 坂　本　新　次（出雲市） 優秀賞

稲佐 石　飛　生　子（雲南市）
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招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

○移 好奇心 根　宜　康　広（大田市）
家族 内　藤　嘉　之（松江市）
朝日を浴びて 仲　佐　勝　己（安来市）
傘アート 吉　田　信　幸（隠岐の島町）
ラムネ 湯　浅　　　明（出雲市）
朝もや 金　津　志未子（松江市）
飛翔 菅　野　　　紘（松江市）
海辺にて 松　本　　　正（松江市）
雲のカーテン 浜　田　周　作（松江市）
祝日 安　達　　　彰（松江市）
航波 桂　川　　　亮（松江市）
子供神楽 高　橋　範　行（松江市）
夜舞い 武　部　英　子（松江市）
祭りの子 藤　原　靜　雄（雲南市）

○移 愛犬 吉　﨑　佳　慶（益田市）
○移 水浴び 尾　崎　　　剛（浜田市）
○移 帰路 竹　本　晴　男（浜田市）
○移 ハプニング 井　上　健　治（浜田市）
弁慶まつり 新　田　俊　之（出雲市）

○移 異界 佐々木　　　聡（出雲市）
○移 雨の日 川　本　貢　功（松江市）
神事 出　川　正　廣（松江市）

○移 群れ 小　林　茂　雄（江津市）
フェース 森　山　　　徹（松江市）
眼下の光彩 田　村　唯　男（松江市）
10月 8 日19時51分 大　成　清　美（松江市）
潮騒の詩 森　山　豊　治（出雲市）
べた踏み坂　朝景 行　長　好　友（出雲市）
闇に舞う 三　次　功　侑（出雲市）
仁王雲 西　澤　由　英（仁多郡）
爽秋 佐　野　弘　義（出雲市）
孫達の未体験ゾーン 土　江　真　弘（出雲市）
濤 渡　部　久　由（仁多郡）
ポスト 田　中　利　博（仁多郡）
だれだったかしら 景　山　利　治（雲南市）
弁慶帰山す 荒　木　諭　吉（出雲市）
隠岐海峡-夕陽無限 前　田　　　健（隠岐の島町）

○移 Ice	craftsman 品　川　　　功（大田市）
初秋 宇田川　好　美（仁多郡）
陰影競争 渡　辺　正　史（松江市）
里の秋 岡　　　敏　文（松江市）



28 写　真

題　　　　名 氏　　名 備　　考
朝日を浴びて 酒　井　重　礼（松江市）
湖面寸景 足　立　修　吉（松江市）
茶屋町 本　木　儀　和（松江市）
明ける中海 宮　廻　　　功（松江市）

○移 サーファー 松　谷　敏　秀（浜田市）
佇む 森　脇　寿　一（松江市）
陽暮れて 宮　廻　親　基（松江市）


