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（総　評）	 	 今年の県展は、出品者数、及び出品点数の減少とともに、作品の小品化が進んだ展
覧会となりました。
このことは、県内の人口減少や高齢化の現状をそのまま反映しているように思われ
ます。
入選作品は、全般的に時間をかけ、誠実に取り組まれた作品が目立ちましたが、逆
に言えば、少々の破綻はあっても、意欲的に自己主張するような作品が少なかったと
も言えます。
特記すべきこととして、版画、水彩作品の中から、数少ない受賞作品が取り上げら
れました。洋画部門の底辺の広がりを感じます。
展覧会の充実は、必ずしも出品数や、作品の大きさで決まるものではありません。
作品一点一点の魅力で決まります。次回に向けて一般、招待の別なく県展を盛り上げ
ていく作品づくりに精進していきたいと思います。	 （文責　若林　俊樹）
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（海士町）

昨年の銀賞に続いて、最高賞の受賞を祝します。隠岐島海士町に住み、孤高の制作
を続けている姿に拍手を贈ります。
昨年と同じテトラポットを題材にした作品ですが、構成も色調にも大きな変化が見
られます。今作は緑と青を基調とした寒色の美しさに魅力を感じます。テトラポット
の微妙な変化が見どころですが、背景の海と山の色味が似たのが惜しまれます。海の
色面を明るくしたらどうかと思われます。
無機質な題材（テトラポット）に生命を与えたかのような作品です。
	 （文責　鳥屋尾　敬）

金　賞　○移	 巡
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（松江市）

受賞おめでとうございます。樹魂の朽ちた表情を通して、刻（とき）の移り変わり
を感じます。主体物を大胆に中央に配置した構成もより主題を明確にしていると思い
ます。空間的処理も樹形の流れと関連して画面を心地よく感じさせていると思います。
そして、巧みな筆使いの中にも力量を感じる作品だと思います。
	 （文責　阿式　康央）

洋画 応募点数� 78点
入賞点数� 7点
入選点数� 66点

招待作品� 52点
展示点数� 125点
○移は移動展出品作品
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題名が示すとおり、自然物（今回はピーマン他）をモチーフにして、リズミカルで
半抽象的な表現が面白い。中心の強い描線や色彩に対して、両脇を柔らかい点描の色
調で緩急をつけている点に画面構成の工夫が見られる。中心の黒い色面の中の強弱、
あるいはその黒を受ける色面が左脇のどこかにつながれば、さらに画面の広がりが出
たようにも思う。	 （文責　北本　雅己）
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（出雲市）

独特な造形感覚で、インパクトのある版画作品に仕上がっています。受賞作品は白
黒のバランスも良く、緊張感のある中に、ある面白味を感じさせます。じいっと見て
いると、逆に作品から凝視されているような不思議な感覚にとらわれます。
	 （文責　杉谷　俊一）
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（江津市）

水彩の良さを充分に生かした力作である。贈り物のバラと周辺の布の模様が一体に
なって全体から訴える力のある表現がなされている。	 （文責　仲西　嗣雄）
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（安来市）

題名の通り、リズムを強く感じさせ、動きのある画面となっている。また、画面全
体を緑色の仲間でまとめ、赤を加えることで、より緑を美しくみせている力作である。
今後の活躍を期待しています。	 （文責　寺井　壽一）
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（出雲市）

登り窯の一角を構図良くとらえております。窯の質感も多量の絵具の積み重ねて実
に良く出ています。
左上の隅の御幣が上手く効いています。右下隅の焚木も画面全体を引き締めて、無
くてはならないものになっています。
全体の色調も暖色系で統一され、窯場の雰囲気が実に良く出ていて、評判の良い作
品となりました。	 （文責　金本　裕行）
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入　選

題　　　　名 氏　　名 備　　考
神の通ひ路（Ｉ） 石　川　修　夫（出雲市）

○移 斐川の築地松 仲　田　嘉　文（安来市）
漣 吉　川　和　樹（出雲市）

○移 集落Ｉ 鎌　田　和　人（出雲市）
夏の夜 森　脇　みつ江（松江市）

○移 羅漢 岡　田　敏　幸（出雲市）
○移 アカ・青・クロ 森　木　克　則（松江市）
瀑布 水　野　博　司（松江市）
歩み 佐　藤　さなえ（出雲市）
センチメンタルジャーニー 古　田　美沙子（雲南市）
朝霧の一息 古　曳　小夜子（安来市）
formidablue 西　根　千　尋（松江市）
晩秋 赤　木　和　子（安来市）
三姉妹 栂　　　郁　子（松江市）
これが私の求める 楫　　　英　子（松江市）
なおも、輝く 北　原　敦　子（松江市）
想い 來　海　　　豊（松江市）
フィレンツェ近郊の朝の風景 正　國　享　子（松江市）
コーヒータイム 沙魚川　陽　子（隠岐の島町）
群青に牛骨を置く。 岩　谷　　　悟（益田市）
夕暮れの街 藤　本　登　美（松江市）
（原爆シリーズ）帰省 伊　藤　若　美（出雲市）
春近し山里 門　脇　　　豊（松江市）

○移 モデル 池　尻　　　都（松江市）
黄昏 松　本　行　雄（松江市）
理髪店の花 陶　山　本　子（雲南市）
言の葉 ふじはらあゆみ（松江市）

○移 益田兼尭像 山　根　立　成（益田市）
ホーランエンヤ 長　岡　道　久（出雲市）

○移 “地球の風景” 瀬　島　純　樹（出雲市）
覗線 重　岡　成　美（出雲市）
五穀豊穣 金　築　克　郎（出雲市）
古い壁 三　代　典　子（出雲市）
孤影に添ふ 賀　戸　亜　子（大田市）
断魚渓 湯　浅　和　美（江津市）
旅だち 窪　田　加津子（江津市）
春の西国寺 藪　田　康　子（浜田市）

○移 八つ手と紙風船 中　島　忠　男（浜田市）
○移 和室のアンスリューム 沖　原　厚　子（浜田市）
アンソリュウム 田　中　睦　次（江津市）
トナカイーアラスカにて 安　達　俊　平（浜田市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
オレンヂ色の傘 福　原　幸　恵（益田市）
宮殿 非　々　玲　子（川本町）
ケイトウの話し声がする 原　田　清　栄（江津市）
バラ園 中　島　夏　子（江津市）
熱情21 高　橋　義　男（大田市）
ひまわり 本　原　悦　子（江津市）
水辺 津　森　　　敏（松江市）
船団 吉　岡　太　佑（松江市）
過そと過密 龍　澤　光　惠（大田市）
農家の猫車 柿　田　周　直（大田市）

○移 群生 大　道　愛由美（浜田市）
○移 ひまわり 大　国　豊　子（出雲市）
古い館 藤　井　萬葉子（松江市）
扉と窓（イルクーツク） 藤　井　俊　矣（松江市）
蓮華会舞ＮＯ．１ 宅　和　令　子（松江市）
大山の秋 間　庭　喜美江（松江市）
牡丹 石　飛　榮　子（松江市）
早春（安来の里） 古　浦　登美子（安来市）
石畳 山　本　敏　夫（松江市）

○移 常布の滝 大　石　正　雄（益田市）
○移 ひまわり 福　原　典　子（益田市）
○移 ビクトリア・フォールズ橋 畑　　　志壽子（益田市）
大山 小　畑　敬　子（雲南市）
色 西　村　仁　伸（松江市）
宍道湖の夕景 曽　田　　　稔（徳島県）

招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

人形の室 阿　式　康　央（松江市）
デュエットー二重奏－ 井　上　富美子（出雲市）
一隅 笠　井　英　子（大田市）
Noah（畏れ） 鹿　島　昭　一（松江市）

○移 漁村 梶　谷　修　弘（出雲市）
静かな時 金　築　秀　俊（出雲市）

○移 芭蕉より生る 金　本　裕　行（益田市）
○移 古い街 北　本　雅　己（出雲市）
ざくろと裸婦 古　浦　秀　明（松江市）
ワタシトワタシタチ 杉　谷　俊　一（松江市）
静寂 田　部　明　芳（雲南市）
IZUMOnoHiBiKi 田　辺　二　枝（松江市）
風景 常　松　育　夫（大田市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
ふたり 常　松　淳　子（出雲市）
秋景 鶴　原　　　勲（出雲市）

○移 咲き乱れる曼珠沙華 寺　井　壽　一（益田市）
愁‐のうぜんの咲く頃 富　田　郁　子（松江市）

○移 ジプシーの詩　 鳥屋尾　　　敬（出雲市）
メロディ 豊　島　美智恵（松江市）

○移 ガラスの刻　 永　尾　和　子（浜田市）
ＪＯＭＯＮ 中　島　啓　子（松江市）
別れ 仲　西　嗣　雄（安来市）
共生 花　谷　久　代（安来市）
刻のかけら 原　　　伊津枝（安来市）
二人の空間 原　　　昌　之（出雲市）
獅子頭のある静物 原　　　増　男（出雲市）
森の詩 樋　野　　　梢（松江市）
春への想い 福　田　佳　史（出雲市）
息 藤　原　房　子（松江市）
赤いドレス 藤　本　雄　二（雲南市）
大門の四面仏 船　原　春　枝（大田市）
生命 堀　江　睦　子（奥出雲町）
風の行方－２０１５－ 前　島　由紀子（松江市）
風化 松　村　　　豊（松江市）
薫風 松　本　道　博（松江市）
地の人 三　島　耕　二（松江市）
旅立ち 宮　本　燾　充（出雲市）
人の入る風景 村　上　道　正（隠岐の島町）
室内断章　砂の王国 目　次　隆　志（松江市）
残響 森　井　久　司（出雲市）
IZUMO－ANIMISM 森　田　　　廣（安来市）
風の伝言 森　山　　　恭（出雲市）
風のかたち１５－ ２ 山　岡　晴　夫（出雲市）
わたしはわたし 山　﨑　一　枝（安来市）
室内 山　崎　道　弘（安来市）
青嵐 山　田　悠紀子（松江市）
棲み処Ⅴ 山　本　昌　子（松江市）
若い女 吉　野　康　子（松江市）

○移 潮彩 米　原　　　智（松江市）
黒いトルソ 米　原　夕美子（松江市）

○移 漁村 若　林　俊　樹（松江市）
○移 楽園への歩み 和　崎　正　美（益田市）


