
 出品・上演作品一覧

○展示部門　　（1～11は1Fギャラリー、12～38は2F展示室3に展示）

展示順 作家名 作品名 制作年 技法・材質

1 榊和也 三つの瀧の連作 2008年 キャンバスに油彩

書道研究一心会

　大地白泉 山里の春はやうやく猫柳 2009年 半切り1/2,横,枠

　鎌田草舟 天真爛漫 2009年 半切り1/2,縦,軸

　辻光石 春暖 2009年 半切り1/2,横,額

　松本観翠 花開萬國春 2009年 半切り1/2,縦,軸

　南濤江 春蘭如美人 2009年 半切り,縦,額

3 原田史郎
next stage（ネクスト　ステー
ジ） 藍染タペストリー

2007年 天然藍木灰汁発酵建てによる真糊染め　木綿

美術怪獣より、桑田・野村

3B青春地獄絵双六 2009年 油彩　アクリル

坂本龍馬2010 2009年 日本画　水干絵具

　桑田謙一 展示　文化の森にて 2007年～ ミクストメディア　廃品　アクリル

5 森ユキ ソラモヨウ 2009年 コラージュ

6 木村大志 ウェザーニュース？ 2009～2010年 木（楠・椎など）に彩色

佐那河内中学校3年生 with 簑手日登美 過去から現在そして未来の私達 2009年 コラージュ　紙

8 ささきようすけ いつもひとり 2006～2008年 写真/アクリル水彩　写真

9 河村鉄平 camouflage 2006年 シルクスクリーン・顔料、酸性染料、絹

10
詩ま詩ま会議　（久保田博史、林豊、板東
忙童、金藤行、森口啓子　協力：桂豊）

詩めくり 2010年 ミクストメディア

奄美の海 2003年頃 シルクスクリーン

森のダンス 2004年頃 シルクスクリーン

手をくわえる子ども 2005年頃 シルクスクリーン

秋がきた 2006年頃 シルクスクリーン

沼津の富士 2007年頃 シルクスクリーン

臘梅 2008年頃 シルクスクリーン

男体山 2009年 シルクスクリーン

挑戦 2009年 （前衛書）

将 2009年 （前衛書）

抱 2009年 （前衛書）

慈 2009年 （前衛書）

緑 2009年 （前衛書）

愛 2009年 （前衛書）

酔 2009年 （前衛書）

13 吉田英司 私は誰れ…あなたは誰れ… 2010年
複合アート・紙、ポスターカラー、電球、ペット
ボトル、水、土、布、鏡、ねんど等

昼と夜 2008年 油彩

月夜 2008年 油彩

時こそ今は 2009年 油彩

赤い糸 2009年 油彩

春ひらく 2009年 油彩

店番Ⅰ 2010年 和紙　油彩

店番Ⅱ 2010年 和紙　油彩

こんにちは　さようなら 2006年 ミクストメディア　布・木・アクリル

オトメ、泣き模様 2009年 ミクストメディア　布・木・アクリル

輪廻～バイバイ、また逢おう～ 2009年 ミクストメディア　布・木・アクリル

（佐那河内中学校3年生メンバー：安藝豪敏、東和輝、井開明日香、石本敬汰、伊藤愛美、大窪脩斗、桑原隆一、柴野明日香、杉本雅登、冨長洋佑、新居千奈美、
福田明里、松尾春香、松村綾夏、松本尚也、森河美法、吉田一成）

文化庁「地域文化芸術振興プラン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成22年1月9日[火]-24日[
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　野村卓也
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中川彩

安藝　真祐子

4
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フリースペース チャレンジとくしま芸術祭 　　　　　　　　　　【 会場：徳島県立近代美術館 】

　※都合により出品・上演作品が変更になる場合があります。
　※同一作家の作品は制作年順に掲載しています。
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吉岡啓子

梶川佳奈



展示順 作家名 作品名 制作年 技法・材質

悩む人 2008.11 クレヨン、紙、ペン、アクリル

あべこべ 2009.6 クレヨン、紙、ペン、アクリル

ひそむ者 2009.11 クレヨン、紙、ペン、アクリル

無題 2009.8 クレヨン、紙、ペン、アクリル

ひきこもる 2009.12 クレヨン、紙、ペン、アクリル

ろくでなし 2010 クレヨン、紙、ペン、アクリル

17 福田遼子 涙の音 2009年 木製パネル　油絵の具

18 吉永さやか 季節 油絵・キャンバス

羞花閉月 2009年11月 鳴門大谷粘土　粘土で彫刻にチャレンジしました。

危忙 2009年11月
鳴門大谷粘土　地球存亡の危機を陶芸のみが知る技術
のむつかしさと面白さにチャレンジしました。

Feeling Freedom 2006/5 Photoshop/Painter（10059×6890pixel）

Heaven's Door 2007/3 Photoshop/Painter（10059×6890pixel）

華音～Whirling Blade～ 2008/1 Photoshop/Painter（10059×6890pixel）

Artemis 2009/5 Photoshop/Painter（10059×6890pixel）

The sky in Babylon 2009/12 Photoshop/Painter（10059×6890pixel）

21 ひらたるん 大波小波 2010年 絵画　紙・ペン・その他

22 一宮一正 「冬の生」田中家住宅（全9点） 2007～2009年 フィルム写真（銀塩写真）

23 山橋大二郎 少年 2008年 FRP樹脂

カコ 2009年 拝宮和紙　アクリルガッシュ　墨汁

ミライ 2009年 拝宮和紙　アクリルガッシュ

ミカラ出タ 2010年 拝宮和紙　アクリルガッシュ　釘

恋はピンホール 2010年 拝宮和紙　アクリルガッシュ　墨　タコ糸　雲母

きよしの夜 2010年 拝宮和紙　アクリルガッシュ　墨　日本画絵具

天までとどけ（京都市 鴨川） 2005年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

幸せのおとしもの（京都市 八坂
通り）

2005年 イラストボードに色鉛筆・パステル

時の調べ（京福電車御室駅） 2006年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

連れあくび（京都市 西陣） 2009年 イラストボードに色鉛筆

吹き抜ける心（京都市 石峰寺） 2006年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ

家路（京都市 壬生松原町） 2007年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

鬼はそと（京都市 祇園） 2008年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

大切な場所（京都市 松尾大社） 2009年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

憧れ（京都市 祇園） 2010年 イラストボードに色鉛筆・パステル

変わりゆくもの（京都市 お京阪
東福寺駅）

2010年 イラストボードに色鉛筆・ガッシュ・パステル

縄胎飾り壷（鶴の舞い） 1995～1996年頃 縄胎漆器　使用済み凧糸（綿ロープ）の応用

陶胎漆器（章魚の館） 1999年 使用済素焼きタコ壷の応用　呂色（金泥）仕上げ

欅造大漁盛船 2002年 欅の枝廃材　木彫加工　内部石目彩色　外部摺漆

胴張5段親子重（布目仕上げ） 2005年
内面は呂色、外面は布目仕上げ　栃木劣材（シ
ミ、白太）の隠弊と布張りによる強化（ワレ防
止）

木彫彩色茶托銘々（5彩落葉） 2007年 彩色仕上げ（木彫）　　朴材（廃材活用）

乾漆5段彩色丸重（梅と椿図）
（差し底板、絵付）

2007年
乾漆技法（応用）布目出し（紗張り）　厚紙重ね
と布巻き（廃材と端材の活用）

3段挿文書箱 2007～2008年 布張り（紗）　基材は廃材活用（挿出箱は杉板）

欅、銘々皿（ハソリ、5枚一対） 2008年 摺漆　ケヤキ、端材、廃材活用

装身具（根付、ストラップ） 2007～2009年
流文塗と透溜　桐材の廃材加工及びクルミ殻廃品
（種穀）

紙管一輪挿（床置き）（4対）
凜

2008～2009年
乾漆（応用）　置台（ケヤキ、廃材）　紙管（農
事用ビニールシートの廃材巻芯）　布　和紙

壁面一輪挿 （7対） 2009年～2010年
乾漆及一閑張技法の応用　家庭用サランラップの
巻芯廃材と各材種劣材、端材

卓上桶型オカモチ（3点組一対） 2009年～2010年 花塗（呂色）塗り立て　桐、端材と綿ロープ巻き

東京モノレール 文人水墨画　掛軸

鳴門之渦潮図 文人水墨画　掛軸

四季花卉図 文人水墨画　掛軸

26

27

20

谷口治（宏洋）

長尾正大

19

24

25

井内晃俊

深泉万葉

丸岡明子

羽尻利門

怒龍

16 M.Murata

2007年8月 鳴門大谷粘土　龍の様な力強さを作品に求めました。



展示順 作家名 作品名 制作年 技法・材質

28 福谷洋介 （タイトルなし） 2009年 色鉛筆　紙

29 米津加奈子 生命の痕跡 2009年 リトグラフ、コラージュ　BFKリーブ、和紙

樹 1988年
アップリケ　ハンドキルティング　古布（大正時
代のかや）　新井淳一氏の布　ソチテックスで
作った布

切り子 1999年
ハンドピーシング　ハンドキルティング　古布
（明治・大正時代の藍染）

ノスタルジア（日本おとぎ話） 2006年
ミシンピーシング　ミシンキルティング　大正・
昭和にかけての子ども着物の柄

ノスタルジア（ハイカラ） 2008年
ミシンピーシング　ミシンキルティング　コー
ディング　ニードルパンチ　大正・昭和にかけて
の子ども着物の柄　ボタン

楽しい再生 2009年
ミシンピーシング　ミシンキルティング　コラー
ジュ　古布（明治・大正時代の藍染）

ウーマン 2007年 陶

心のもよう 2008年 陶

想 2008年 陶

いつくしみ 2008年 陶

願い 2009年 陶

心のもよう「Ⅱ」 2009年 陶

心のもよう「Ⅲ」 2009年 陶

想「Ⅲ」 2009年 陶

風雲 2010年 陶

緑の者達（モノタチ） 2007年 陶

幻想 2007年 陶

トルソー「瞬間（トキ）」 2008年 陶

トルソー「かがやき」 2008年 陶

輪舞曲（ロンド） 2009年 陶

月の滴 2009年 陶

うねり 2009年 陶

はばたく 2009年 陶

黒い太陽 2010年 陶

冬のこころ 2010年 陶

32 富永奈々

33 パンク魚屋
ヴァーチャル・ライト（電脳男
は何を視るか？）

2007年 アクリル、木、竹、カセットテープ、ボール紙

日本の文化遺産 2009～2010年 アクリルペイント・合板

宇宙と世界遺産 2009～2010年 アクリルペイント・合板

35 アモウエミコ decorated. 2009年 段ボール/アクリル絵の具

36 五勺庵　湯本富美一 臥龍 2009年 書道、筆、墨（パネル展示）

徳島トイカメラ部（仮）

　まぶ部長 トイカメラ Diana F＋で撮影

　マツヒサ　タモツ とい散歩
‐トイカメラは究極のお散歩カメラ‐　ファイン
ダーを覗くといつもと変わらないはずの見慣れた
景色もいつもと違って見える…かも？

　今宮聖子 ゆるゆるな日々。
撮影期間：2007年
11月～2009年12月

HOLGA 120 GFN　Diana mini　Polaroid a550
Vivitar ultra wide & slim

　天野敬子 vague 2009年 写真

マクロの世界

トイデジカメ Vivitar Vivicam5050　普段は目に
することのないマクロの世界。対象物ギリギリの
距離まで近づくと、神秘的な世界が見えてきま
す。花を中心に、マクロモードと接写レンズを
使って撮影しました。

LOVE　徳島

35mmフィルム トイカメラ Vivitar Wide&Slim
WhiteAngel　トイデジカメ Vivitar Vivicam5050
地元小松島を中心に、羽ノ浦のコスモス畑、神山
の紅葉、とくしま動物園など、徳島の空や風景を
撮影しました。

　ジクメ HOLGA 120N
日常の何気ない風景や人や花などを思いのままに
撮影しました。

　まるおかあきこ にちにちfilm、にちにちdigital

38 圓藤大輔 AVANT GARDE 写真
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30

大貝壽子

34

堤公代

国府中学校美術部

大貝貞雄

都合により参加辞退されました。

　松本亜貴子

31



出演順 出演者名

1　9：45 いとう優歌

2　10：05
住友美代子　（朗読：住友美代子　伴奏：
大塚幸[尺八]）

3　10：25
詩ま詩ま会議　（久保田博史、林豊、板東
忙童、金藤行、森口啓子）

5　11：05
ビレッジ　（歌い手：小川洋平　[バンド
シベリアン・ミストのボーカル]）

6　11：25 渭東こども会 人形劇「ばけくらべ」

7　11：45
Dance Group X over　（桧彩香、久保佳
絵、安達瑛香、八木ひかり、佐久間唯）

住友武、村中弘明（侍塾）

　朗読：住友武、伴奏：大塚幸[尺八] 「長恨歌」は中唐時代の詩人「白楽天」の作品。

　朗読：村中弘明、伴奏：大塚幸[尺八] 「宮本武蔵」は原作・吉川英治。

9　13：10
波馬姉妹ヴァイオリンデュオコンサート
（ヴァイオリン：波馬朝加・朝光、ピアノ
伴奏：森野かおり）

10　13：30 さくら（斎藤礼子、森裕子） 朗読「デューク」　江國香織 作

11　13：50 藤井由香里 竹久夢二『大きな蝙蝠傘』、夏目漱石『夢十夜』より第一夜 

12　14：10
朗読サロンことだま男声（性）四重奏
（岸積、阿部晋也、西聡、吉田英司）

ホアロハ フラ スタジオ徳島

　富永香織、島笑美、前川美智子 ケ アロハ（作者名：レイ・コリンズとマディー・ラム）

　大西知也子 カ ヒナノ オプナ（作者名：Kainani kahaunaele）

　富永香織、島笑美、前川美智子、坂本公
代

グリーンローズ フラ（作者名：カナカ・ヴァイヴァイとジョンアルメリダ）

14　15：05
徳島バスーンフェスティバル　（桑原渉、
井村雅音、樋富英明、広瀬真太郎）

カレンダー　　2007年

　1、おこたでうたたね

　2、スノーワルツ

　3、さ　のつくことば

　4、花見好き

　5、屋上でピクニック

　6、あした

　7、ジャンプする

　8、サマーキッス

　9、夜行虫

　10、金木犀

　11、帰り道

　12、モースぐクリスマス

16　15：45

モウイイヨ　（ギター：中尻晃央、ノイズ
ギター：久保田達也、ドラム：中西成太
郎、ベース：林ガイオ）

18　16：25

ユーゴウ団　（朗読者：岡崎好恵、サック
ス：大西由記、コントラバス：与那覇吉
哉、打楽器：宮崎里沙）

○パフォーマンス部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年1月23日[土]

演目、曲目、使用曲など

「蜘蛛の糸」　原作：芥川龍之介　音楽：与那覇吉哉

トランペット&ピアノ演奏　J.G.ロパルツ　アンダンテとアレグロ
G.バレ　アンダンテとアレグレット
L.アンダーソン　ワルツィング・キャット（ピアノソロ）
L.アンダーソン　トランペット吹きの子守歌

「hoof」　モウイイヨ作曲　　2009年

ギター漫談、又はそれ的な何か　　2010年

朗読劇

MIDI（コンピュータ音楽）とアコースティックギター伴奏による以下の3曲を歌います。
3曲とも本人が作詞、作曲、MIDIデータ入力を行いました。
1曲目　「愛し子」平成20年3月製作
　　　　孫の誕生を記念し、子供の母親の立場で考えて作りました。
2曲目　「月あかり」平成20年3月製作
　　　　半世紀を超えて生きてきた自分自身をふり返り、その想いを歌にしました。
3曲目　「桜花咲く頃」平成21年5月製作
　　　　職場を退職する人と、新しく社会人となる人に贈る歌です。

17　16：05 松浦孝憲・松浦綾音

13　14：30

1. モーツァルト作曲「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より一楽章
2. G.ケーティング作曲「ダンスホール組曲」
3. J.シュトラウス「ラデッキー行進曲」

はちはち15　15：25

8　12：50

バチェビッツ作曲「ポーリッシュ・カプリス」
葉加瀬太郎作曲「エトピリカ」、「情熱大陸」
エルガー作曲「愛の挨拶」
モンティー作曲「チャールダッシュ」

「四文字熟語物語」

「何事もなかったかのように」作詞：早渕政行　作曲：山本純子（他　1曲）

It’s show time ～party night～　　2009年　振付：桧彩香

桶川佳広4　10：45

現代語訳：丁山俊彦　「傾城阿波鳴門、十郎兵衛内の段－お弓の嘆き」　　2006年


