
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 武澤
タケザワ

　光太郎
コウタロウ

メイキング 2019年 ウレタン、ラテックス、スチレンボード　等

い

う 微澄
ミスミ

｢この街で｣ 2019年 上質紙、写真用紙、フォトフレーム

上手に屏風に命を吹き込んだ 2019年 消しゴムはん画、廃材を使用

ユウコさんの好きな物 2019年 消しゴムはん画

ほな行こか～ 2019年 消しゴムはん画

ひるね 2019年 消しゴムはん画

運命の出会い 2019年 消しゴムはん画

お タケダナオユキ H&R2019 2019年
(ロール)キャンパス、色鉛筆、油絵具、オイルクレヨン、油性ペン、塩
ビ敷物、コーキングシリコン、段ボール

か 樫原
カシハラ

　嘉子
ヨシコ

浮かぶ 2019年 水彩ドローイング、阿波和紙

き ふじ むらさき 手織り 2015-19年
綿、麻、毛、化繊、絹
いろんな糸が織りなす"色の世界"を、楽しみました。

く 海北
カイホク

　雅史
マサフミ

｢漁港にて｣ 2019年

木クズに木工ボンドを混ぜ合わせて、粘土状にして盛り付けていきま
した。人魚本体は、ダンボールで型取って、樽は強度が必要なので
ベニヤで作った上に前記の粘土を塗り込み、サンダーで荒く磨きを
掛けて仕上げています。大きさも、材質も初めての試みです。

け 山橋
ヤマハシ

　大二郎
ダイジロウ

ダイジロウ昆虫記 2019-20年 ミクストメディア(紙など)

こ 夏
ナツ

之
ノ

　ツギ 空創中
2019年12月
ｰ2020年1月

ボンド、水彩絵の具、ビニールシート　他いろいろ

さ 森本
モリモト

　エリカ 混生 2019-20年 模造紙、アクリル絵具

黄色い花 2019年 オイルパステル

紫陽花 2019年 オイルパステル

鈴バラ 2019年 オイルパステル

白い花 2019年 オイルパステル

花Ⅰ 2020年 水彩

花Ⅱ 2020年 水彩

スケッチ画 2019-20年 水彩

す NOBU
ノブ

新旧 作品数点 -2020年 イラスト、デザイン、ペイント、カットアウト

女の子 2015年- コピー用紙、ボールペン、アクリル絵具

みててくれてありがとう 2019年 段ボール、クレパス

わかってくれている 2019年 クラフト紙、クレパス、アクリル絵具、インク

そ 穴山
アナヤマ

　千代子
チヨコ

自分流 2019年 櫛
くし

織り、シルク糸、綿糸、化セン糸、裂布

た IRIS
イーリス

変化 2019年 水彩 アクリル

え 消
ケ

っしーほりえ

し 西條
サイジョウ トシオ

　敏夫

 ※ご都合により、出品を辞退されました。

せ i'm girl.
アイム ガール
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ち 早渕
ハヤブチ

　太亮
タイスケ

夜をつくる 2019年 布、LED、木 (インスタレーション)

エッグアート 2019年冬 玉子の殻に色をぬり｢冬｣をテーマにボンドで貼りつけています

クリスマスリース 2019年秋
近隣で拾った枝を三角につなぎ、子どもたちが自由に毛糸を巻いて
作りました

みのむし工作 2019年秋 トイレットペーパーの芯に毛糸を巻き、みのむしを作りました

て 工藤
クドウ

　遥
ハルカ ｢Aria　風の依り代としての楽器｣/

他小品
2014年/

2014-19年
アルミ鋳造、ガラス、ナイロン弦/ウレタン樹脂、アクリルガッシュ/銅
版画/アクリルガッシュ、パステル、色鉛筆など

と 新納
ニイノ

　千尋
チヒロ

皮膚よりうえにある 2019年 キャンバス、アクリルガッシュ、油彩

な 永田
ナガタ

　広志
ヒロシ

碑について 2020年 ミクストメディア

に 双葉
フタバ

　きみこ かぞく と ごはん 2019-20年 ケント紙、コピック、色鉛筆、絵具　等

ぬ

ね 蒼
ソウ

花
カ

follow the feeling 2019年12月 布、手、墨

アミュレットストラップ
中心はコットンパール、ウッドビーズ、ガラス、樹脂パール、各種天然
石、各種金属(タングステン合金、黄銅等) 他多数。ワイヤー部は銀
950、純銀、ステンレス他。周囲ビーズは各種天然石。

ミニチュア刀 ハイス鋼製

ツイスト 本体は粘土、おゆまる、イロプラ、おゆプラ

は grace
グレイス

春夏秋冬　～君と僕の季節～ 2019年11月
素材は軽量粘土です。
動物のプレートは全てフリーハンドで写真を見ながら形成、模写し水
彩絵の具で着色後、ニスでしあげました!

ひ やっぴぃ ｢令和 かるた｣(絵手紙) 2019年12月
段ボール、和紙、青墨、顔彩、落款
今回は｢れ・い・わ｣の3文字にちなんで、大判のかるたを作ってみま
した。

Pick your poison 2019年 ウッドパネル、エナメルペイント

Persevere 2019年 ウッドパネル、エナメルペイント

One foot in the grave 2019年 スケートボード、エナメルペイント

Meaningless 2019年 スケートボード、エナメルペイント

Beetle juice 2019年 スケートボード、エナメルペイント

Moshi moshi? 2019年 電話、エナメルペイント

Ring of fire 2019年 貯金箱、エナメルペイント

へ なる川
カワ

　かよ アップダウン 2019-20年 アクリル画、油絵、クレヨン絵画、ペン画

ほ 菅井　英明
スガイ ヒデアキ

・Ng Pei Ning
ンー・ペイニン 参加型サウンド・インスタレーション

｢四季のための音楽｣
2019年

デジタル素材(動画・音楽・絵)
紙、ふせん、鉛筆、塩ビパイプ、水性ペンキ

ま ハルトメイト 博物館 2019年 紙、テープ　など

｢変幻する水｣ 2019年 和紙、顔彩、阿波晩茶、鳴門の塩

｢臨　王鐸 草書詩巻(一部)｣ 2019年 和紙、墨

｢眉山｣ 2019年 和紙、顔彩、阿波晩茶

いーち スクール

小林
コバヤシ

　幸
コウ

舟
シュウ

み

りょうすけ

つ

の

 ※ご都合により、出品を辞退されました。

ALYSSA
アリサ

ふ
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む
徳島
トクシマ

文理
ブンリ

高校
コウコウ

仁木
ニキ

 萌々香
モモカ

  　島
シマ

 ありさ

私たちが伝えたいこと 2019年11月- 板、アクリル絵の具、装飾　etc...

め spice and
スパイス　アンド

The origin　～起源～ 2019年
チュール、布、不織布、紙　など
アジアをテーマに日本を中心として５つの国を抜粋した。それぞれの
文化の柄や素材を用い、自分たちの書道と融合。

｢光の森｣ 2019年 色鉛筆、紙

｢空と海と虹｣ 2019年 色鉛筆、紙

「色とりどりのたまごたち」 2019年 色鉛筆、紙

「こぐまのふたご」 2019年 色鉛筆、紙

「三匹のこいぬ」 2019年 色鉛筆、紙

「うさぎの親子」 2019年 色鉛筆、紙

「先輩妖精と後輩妖精」 2019年 色鉛筆、紙

「三姉妹」 2019年 色鉛筆、紙

「青春の1ページ」 2019年 色鉛筆、紙

「ドレスアップ」 2019年 色鉛筆、紙

や OOHUNT書
ショ

阿波の踊り 2019年
OOの2人が大字(阿波の踊り)、HUNTの4人が鳴り物を書で表現そし
て、徳島市内の名所を絵で表した。同じ書塾に通う6人の高校生に
よる書作品。

ゆ 中筋
ナカスジ

　奈津子
ナツコ

剣山頂上･祈りの場所 2019年 水彩画

よ エイトマン ｢虹彩曼陀羅｣ 2020年 デジタルカメラでクモの巣をクローズアップ撮影した写真

だいこくさま 2001年 銅板、たたき出し

タカ 2001年 銅板、こすり出し

のばら 2006年 銅板、こすり出し

あやめ 2007年 銅板、こすり出し

バラ 2011年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

浮彫 2012年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

バラ 2012年 アルミ(缶)板、こすり出し、輪郭部のみ着色

バラ 2013年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

あやめ 2013年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

大日如来 2014年 銅板、こすり出し

毘沙門天 2014年 アルミ(缶)板、こすり出し、一部着色

龍 2015年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

恕(じょ) 2016年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

絆(きずな) 2019年 アルミ(缶)板、こすり出し、着色

美崎
ミサキ

　梨里
リリ

その他使用した材料、道工具など　1)アルミ(缶)板(アルミ缶を展開して再利用)　2)こすり出し用ヘラ(自作など)　3)ゴムス
ポンジ(購入品)

益井
マスイ

　正樹
マサキ

ら

も



出品順 撮影 アーティスト名 作品名 制作年 技法・材質など

り 手作り工房『寛･美』
テヅク　 コウボウ　カン・ビ

何々、ちょうこくう～。 2019年
紙(ダンボール･ペーパーライン・牛乳パック･和紙)を中心にぶどうの
つる、卵殻、木の実、LEDライトを使用。貼ったり、結んだり、くっつけ
たり、照らしたりして壁面構成をして楽しむ。

る West Rick
ウエスト リック

メデゥーサ 2019年12月 すべて発泡スチロール

アネモネ 2019年 キャンバス、油彩

奏でる人 2019年 キャンバス、油彩

BAR 2019年 キャンバス、油彩

ヒガンバナ 2019年 キャンバス、油彩

コスモス 2019年 キャンバス、油彩

稲木
イナギ

　友哉
ユウヤ

れ


