
出品順 アーティスト名 作品名 制作年

あ りょうすけ アミュレットストラップ 2015～2016

い 小形 有希
オガタ　アキ 驟雨静寂 2012～2013

陶芸 2016

カラードレス 2016

（西田 優史） 最後の刻 2016

（賀門 利誓） それを売ることは人生ではないか 2016

（竹中 愛視・島津 万穂） 流木 2016

（佐藤 立騎・板東 輝
・森本 ありや）

ホットケーキとプリン 2016

（岡田 実由・板東 輝） ＆a.bⅡ 2016

（得能 絵梨奈
・黒川 日菜子）

もっとも古い記憶 2016

お タムラアイ 色いろいろ、みるみる見える！ 2016

か SHINOBU OGAWA
シノブ　オガワ 「過去への扉」　作品4点 2014～2016

き Sachiko Nishihara
サチコ　ニシハラ 色 2016

く 劇団オヒトリさま
ゲキダン 男と女の情景 2017

け Free Bird
フリー　バード A Gut Feeling 2016

水墨画（花菖蒲、水の輝き）

2017年度 マイ・カレンダー

短歌

絵画（スケッチ）

さ はなの ようこ 虚 2016～2017

し Ca
カルシウム 森の隠れ家へ 2016

す S.A.Ramsay
エス エイ ラムジー Hold 2016

せ なごみ ｢ロールピクチャーの12支｣ 2015～2016

え

キャンバス、油彩

白山紬、染料

キャンバス、炭、水干

キャンバス、アクリル、油彩、桐木枠

マイ・オウン・ニュー・アート

ジャンル／技法材質など

技法　手作り
材質　純銀、銀950（ワイヤー部分）、天然石（周囲のビーズ）、
コットンパール、ラッカー、ほたる玉、エアーパール、タングステ
ン合金、他多数（中心部）

キャンバス、アクリル絵の具、布、オイルパステル、色鉛筆

技法　パネル、画布、μグランド（ミューグランド）、テンペラ、
油彩、オイルクレヨン

アクリル、鏡面シート、鏡など

水墨画、書道、スケッチ

ミクストメディア

技法　ペン画
材質　画用紙

紙、水彩絵具、アクリル絵具、パラフィンワックス、LED照明、
顔料

複合アート（インスタレーション）
立体形のオブジェ、平面の写真及び絵画・詩文

PCでのイラストレーション

う 横田 薪朗
ヨコタ　マキオ

田村 俊雄
タムラ　トシオこ 2016

書道、コピック

色画用紙を使ったロールピクチャー

技法　ろくろ
材質　白土

技法　切りじつけという縫製の技法など
材質　サテン(生地)など…

キャンバス、油彩

キャンバス、油彩



出品順 アーティスト名 作品名 制作年 ジャンル／技法材質など

そ はぎのゆりこ 涼風 2010～2016

た
オイワイ オイワイ
・ほりえかずよ

祝いの間 2016

ち 山本 真子
ヤマモト　マコ 「想像の世界」 2015～2016

つ タニザキヒロエ タ ノ シ イ コ ト 2016～2017

て s0gno
ソーニョ Try&Feel without eyes

－無視覚で感じてみよう－
2016

と 武澤 光太郎
タケザワ　コウタロウ ガウス 2016

な 田中 見那美
タナカ　ミナミ お洒落Animalcollection 2014～2016

に 手作り工房『寛・美』
テヅクリコウボウ　カン ビ IL CERCHIO = I L QUADRATO 2017

ぬ 沖
オキ

 はるか recorte de papel 2015～2017

ね 松永 拓也
マツナガ　タクヤ ありふれたもの 2016

凜として 2016

滝の響 2016

春を待つ 2011

suttan nuttattan 2016

ブリキのいえ 2016

ぼくの描いたん 2016

ぼくのぬったん 2016

飛行機 2016

バス 2016

みのむし君 2016

ひ 小川 菜々
オガワ　ナナ 「Little you & Great world」 2016

大熊猫戯曲 2009～

ごまぱん＋@ 2016～

阿波青果物戦国記 2011～

「はじまりの日」 2016

背守りぽち袋 2016

切り紙釣り堀 2016

つづれ織、櫛筬織、櫛織
シルク糸、タユ糸、極太毛糸、スパンコール、綿糸、化繊糸、
裂布

靴、うちわ、バッグなど小物を数点展示予定です。

ケント紙、ペン、トーン、コピック、写真、色画用紙、和紙、
お土産包装紙、ハサミ、のり　など

ものくろどーぶつ＋蔬菜絵巻

写真、ケント紙、ペン、アクリルガッシュ

画用紙、模造紙、クレヨン

ダンボール、ポスカ

穴山 千代子
アナヤマ　チヨコ

アクリルガッシュ

ダンボール、結束バンド、鉛筆、クレヨン、油性ペン

ダンボール、ポスカ

Freedom あまべっこ
フリーダムは

ダンボール紙を切る・はがす等のマイナス造形操作とアクリルカ
ラーによるグラデーション彩色。

切り絵、紙

ウレタン、液体ゴム等

の

帆布にシルクスクリーン、ポスカ

ミクストメディア

写真、触察図、音声

米袋、ダンボール、紙、木

水琴 鞘
ミズキ　サヤふ

手書き、紙、その他

・染　絞り―雁木竜巻絞り、杢貝絞り　板締め―麻の葉、麻の
葉巻上げ締め
・織　麻糸（市販）、クズ糸（植物より手づくり）

木（カラーボックス）、ポスカ、油性ペン

コピックで描いたものを、スキャナーでパソコンに取り込み、クリッ
プスタジオで加工したものをプリントアウトしました。

消しゴムはんこ、ケント紙、インク、マスキングテープ



出品順 アーティスト名 作品名 制作年 ジャンル／技法材質など

へ 春羽
ハルワ 不可思議ワンダーランド。 2016～2017

『Extreme 666』 2017

『FLASH 1』 2016

『FLASH 2』 2016

『FLASH 3』 2016

『FLASH 4』 2016

『FLASH 5』 2016

『FLASH 6』 2016

『FLASH 7』 2016

『FLASH 8』 2016

『FLASH 9』 2016

『FLASH 10』 2016

『MAD ONE』 2016

『MAD TWO』 2016

ま まるおかあきこ 「天へ＃3 -Middle World」 2017

太田 光代 2015

リリー・フランキー 2016

ガリガリガリクソン 2016

松友 美佐紀 2016

日村 勇紀（バナナマン） 2016

土屋 太鳳 2016

む かぜまーる 繋 ～つながる～ 2016

め なる 川 かよ
　　　　 カワ I ines 2016～2017

も 堀本 かやこ
ホリモト 四季 2016

や 伊丹 直子
イタミ　ナオコ 正方形のやすらぎ 2016

ゆ 尾田 稔子
オダ　トシコ 回遊魚 2016

※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。

み

enamel on Skateboard deck

油性ボールペン

ほ

その他 数点

NOBU
ノブ

ペン、紙

油性ボールペン、水彩サインペン

油性ボールペン、水彩サインペン

他474点

関根 禎一
セキネ　テイイチ

水彩画、Photoshop、色えんぴつ　など

enamel on guitar

木片、和紙、鉛筆、アクリル絵具

技法　ミクストメディア
素材　木枠、羽根、蝋、タコ糸

コピック、コピックマルチライナー、マルマン、スケッチブック
など

油性ボールペン、水彩サインペン

油性ボールペン、水彩サインペン

キャンバス、油絵

書道、壁紙

油性ボールペン、水彩サインペン

杉材（かまぼこ板など）、紙、アクリル絵の具　など

ペン、紙

ペン、紙

ペン、紙

enamel on Skateboard deck

ペン、紙

ペン、紙

ペン、紙

ペン、紙

ペン、紙

ペン、紙



開始
時間

アーティスト名 ジャンル 演目等 その他

A
10:00

カルテット ジャグリング ストーリージャグリング
3名のジャグラーとお客様とでパフォーマンスの四重
奏（カルテット）を行います。

B
10:20 Sunflower

サンフラワー ダンス

C
10:40

ダンススタジオ矢田・宮本
　　　　　　　　　　　　　　ヤタ 　ミヤモト

「八万フラサークル」
　ハチマン

フラダンス
社交ダンス

メカ・ナニ・アオ・カウポ（フラダン
ス）　シング・シング・シング（ジャ
ズ・社交ダンス）　シルバ・チャ
チャチャ・ルンバ（社交ダンス）

出演者
山田 音緒　宮本 慎也　　他８人

D
11:00 笑門亭 田楽

ショウモンテイ　デンガク 講談
阿波狸合戦
その１「金長と六右衛門」

講談の面白さを伝えてみます。お楽しみに。

E
11:20 ラッキー　　クローバー 創作ダンス

「ジャンプ！」
「気まぐれロマンティック」
（2曲とも　いきものがかり）を予
定しています。

構成メンバー
コト・レナ・モモエ・ショウコ

F
11:40

カツオブシマシーン
エレキギターとピアノ
の演奏

Sir Duke/キューティーハニー
/Close to You

ギター：松家 史明
ピアノ ：戸田 雅隆

G
13:10 草の音

クサ　オト 朗読とハーモニカ演
奏

母への祈り・草
自作詩朗読：新田 千恵子
クロマチックハーモニカ演奏：あらいなおこ

H
13:30 COLORS

カラーズ 音楽・コーラス
① I will follow him.
②古い日記
③ you raise me up

メンバー
えり・とみ・やっこ・あや・ゆみ

I
13:50 劇団オヒトリさま＋

ゲキダン

（プラス） 舞台芸術 男と女の物語
劇団オヒトリさまと＋（プラス）シークレット女優の演技
をお楽しみください。

J
14:10 徳島市立高校ダンス部

トクシマシリツコウコウ　　　　　　ブ ダンス
Break Free/boom bayah
/ Nana～shout out to my ex
/Ordinary girls

K
14:30 DC,Flap

ディーシー フラップ ダンスパフォーマンス

1. DANCE
2. How Ya Doing
3.スルーバック・ラブ
4. We Wanna
5. I LOVE ME
6. Dance Like Your Daddy

少々のバトントワリングもあります。

L
15:05

ミスターリズム＆ファンタ
シア

音楽 即興
E.ギターとドラムセットの予定
E.ギター 河本ひでき（ファンタシア）
ドラムセット ミスターリズム

M
15:25 藤田

フジタ

 春
シュン ギター弾き語り

花と旅人
少女は花になる
孔雀のように

N
15:45

かぜまーる 書道パフォーマンス
安室奈美恵 Hero
百花繚乱
吉田兄弟 Rising

玉城千博、星川遥香、仲井真歩加、宇良樹希、
矢部育実

O
16:05 山口

ヤマグチ

 和也
    カズヤ 一人芝居 「無題」

P
16:25 いとう優歌

　　　　　 ユウタ 芝居 音楽ライブ（ルールを守って）

昼休憩　Lunch Break

小休憩　Short Break


