
フリースぺース　チャレンジとくしま芸術祭2013　　　 展示部門
［出品作品一覧］ 平成25年1月22日（火）-27日（日）

徳島県立近代美術館　展示室３

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

あ ユートヒロフミ
童謡の世界へ　ようこそ
歌詞で巡る春夏秋冬そして３月

1972-2012年 音楽(童謡)
模造紙に童謡詞を手書き
（マジックインキ使用）

い 上野博子 版画、写真

ふくちゃん 2009年

ふたり 2010年

水鏡 2011年

明日の投影 2010年

流 2011年

気泡に舞って 2012年 エッチング（A３サイズ）

秋の訪れ 2009年

秋の境内 2010年

秋の大山寺 2011年

退屈な午後 2011年

秋空 2011年

収穫 2011年

驟雨（しゅうう） 2012年

茜空 2012年

初秋の塩塚高原 2012年

匠 2012年

イルミネーション１ 2012年

イルミネーション２ 2012年

阿波おどり１ 2012年

阿波おどり２ 2012年

戯れ 2012年

あの空 2012年

う フクモト メグミ デッサンズ 2012年 絵画 紙 鉛筆 コンテ 水彩

え 川口永津子 いぬねこ 2012年 絵画 パステル・色鉛筆

お 四国大学書道クラブ 個性 2012-2013年 書道作品の展示
紙（書道で普段使用されて
いない紙）

か 篠原零 心の卵 2012-2013年 イラストレーション アクリル絵具、紙ねんど

写真（A３ノビ） 木製パネル

写真（ワイド四つ切り） 木製額縁

シルクスクリーン
（A３サイズ）

リトグラフ（A３サイズ）

写真（A３サイズ） 木製パネル

写真（半切） 木製パネル



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

き 川久保貴美子 まんまるちゃん 2012-2013年 ファブリックアート 手縫い、フエルト

く アモウエミコ イラストレーション、zine

en-zine 2012年 オリジナルzine

おやすみ 2012年 アクリル画

はこ 2012年 アクリル画

け 蓮花
れんげ

くらぶ パワースポット 2012年
絵画と紙の
コラボレーション

紙 ・絵画・造形

こ 藤井のぼる 凪のあとから 2011-2012年 写真
撮影：ネガカラーフィルム
印画：光学露光 発色現像方式

さ 萩野百合子 HANA 2010-2012年 染織

・藍染・草木染・花びら染
（椿・梅・桃・レンギョウ・ヤマブ
キ・ウツギ・リュウキュウアイ他）

材質：絹・木綿・ナイロン（ミ

ルクオーガンジー）・羊毛、他
・カード織
・フェルト

し 片山 達貴 胎動 2012年12月 絵画。インスタレーション。 絵画　アクリル絵の具

す H2 アカゴオトナシス 2012年12月 デザイン FRP等

せ カルシウム 四季 2012-2013年 書道、イラストレーション 書道・イラスト

そ 春琴と子供たち 啐硺 2012年 書道 墨（画箋紙、半紙など）、筆

た HeartfulA Challenged in Marathon 2012年9月- イラストレーション 写真加工（Photoshop）

ち manna とりどり 2012-2013年 イラストレーション
紙・キャンバス・アクリルガッ
シュ・透明水彩など

つ デイサービスセンター花みずき

（下絵：スタッフ） 2012年の干支「竜」 2011-2012年

金閣寺 2011-2012年

て あかまつみお ソコココ 2012年 絵 段ボールにらくがき

と Hiro. びっくり箱 2012年11-12月 絵画 油彩・canvas.

な 阿部真理 四季の絵画 2000-2010年 四季の絵画
日本画
水墨画

に watanabe mika
　　ワタナベ　　　　ミカ

Happy Wedding 2012-2013年 ウェルカムボード /アクリル・水彩

ゆきがふるのは 2012年 絵本/色えんぴつ

トイレのおばけ 2012年 絵本/色えんぴつ

おかあさん 2012年 絵本/色えんぴつ

Postcard Design 2007-2013年 イラストレーション/CG

折鶴絵

7.5cmと6cm四方の折紙

7.5cmと6cm四方の折紙

絵本・イラストレーション



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

ぬ 原田
はらだ

史郎
しろう

ＴＩＮＮＣＯＮＮ 2011-2012年 藍染工芸
筒描
つつがき

染め（麻布）とムラ染

め（土佐和紙）

ね 羊毛フェルト　おばけ＊ねこ 羊毛フェルト

タヌキ 2012年 羊毛フェルト

イリオモテヤマネコ 2012年 羊毛フェルト

アマミノクロウサギ 2012年 羊毛フェルト

の 熊野
クマノ

世
セ

璃
リ

菜
ナ

誕生 2013年 絵画(デザイン) ベニヤ板にアクリル

は なる川かよ 絵画

国つくり 2013年 油絵　／　F50

三貴子誕生 2013年 油絵　／　F30

オオクニヌシの国造り 2013年 油絵　／　F50

天孫降臨 2013年 油絵　／　F50

山幸彦と海幸彦 2013年 油絵　／　P30

ひ 多田信二 ただ 2012年 絵画、写真 スケッチブック

ふ 石田
イシダ

里
リ

茉
マ

heart 2012年 書道 書道

へ こんどうゆみこ circle
2012年11月-
2013年01月

イラストレーション 布、アクリルガッシュ

ほ ツナチナツ まったり日和
2004年、2005
年、2012年、
2013年

イラストレーション アクリル・色鉛筆・紙等

ま AmI 少女と不可思議の夢の中 2012年 イラストレーション
イラスト、水彩、アクリル、色
えんぴつ

み

布細工倶楽部 ぽっかぽか

（井内美津子・池尻尚子・圓
谷信子・木村弘子・鈴木エリ
子・生本寿代・前田純子・三
輪正知子）

お揃い 2012年 パッチワーク 木綿布

む ビボラボ 絵画・陶芸・写真など

武知康広 海の守り118 2012年 写真

西村吉弘

吉永さやか 森の散歩道 2012年12月 油彩30号

吉永廣子 四季だより 2012年秋～冬 押し花 16正方7点

め 科技高のみんな 表情 ―LEDアート― 2012-2013年 ＬＥＤアート
LED60個を使用して様々な
表情を表現

も Yuri あかし 2013年 写真･イラスト添え
写真（OLYMPUS OM-D E-M5）

イラスト（クレパス）

や imakoko* 思い出 2011-2012年 フランス額装と写真 紙、スチレンボード



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

ゆ 東　常一
アズマツネイチ

彫刻　2点 1998-2005年 彫刻

(1)楠の木で１体ぼり、
    60cm×70cm
(2)楠の木で１体ぼり、
    20cm×20cm

よ にき　まみ とうちゃんとぼくの日　他 2012-2013年
墨絵本＋ファブリック
アート

布で色彩を吸わせて書く
墨、紙、布

ら ヤマザキノブアキ 木霊
こだま

の森
もり

2012年 写真 PX-P/K3インクジェットプリント

り ひらたるん 迷走の街 2012年 絵画 紙、ペン、その他

※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。


