
【出品状況】

部門 一般出品数 入選数 特別出陳 総陳列数

日本画 15 15 5 20

洋画 60 60 9 69

彫刻 5 5 6 11

工芸 34 34 6 40

書 40 40 11 51

写真 80 80 9 89

イラスト 19 19 1 20

合計 253 253 47 300

※特別出陳・・・審査員、出品委嘱者、市展委員、無鑑査資格者

【審査員】 （敬称略）

日本画 石股　昭

洋画 佐渡　一清

彫刻 嶋畑　貢

工芸 片山　雅美

書 岡本　藍石

写真 柳原　香

イラスト 上原　結子 （成安造形大学非常勤講師）

【批評会】 令和４年１１月１９日（土）　１５：００　～

キラリエ草津（市民総合交流センター）　５階/６階

【表彰式】 令和４年１１月１９日（土）　１６：００　～

キラリエ草津（市民総合交流センター）　１階　多目的室

【後　援】　（順不同）

朝日新聞大津総局・毎日新聞大津支局・読売新聞大津支局
産経新聞社・中日新聞社・京都新聞・ＮＨＫ大津放送局・ＫＢＳ京都
ＢＢＣびわ湖放送・株式会社えふえむ草津・草津市教育会・草津商工会議所
草津ライオンズクラブ・草津ロータリークラブ・草津美術協会
草津市21世紀文化芸術推進協議会・草津市国際交流協会

（創画会会員、奈良芸術短期大学教授）

（日展準会員、日洋会監事）

（日展会員(特別会員）、日本彫刻会会員）

（日展会友、京都工芸美術作家協会会員）

（日展準会員、読売書法会常任理事）

（二科会写真部会員、兵庫県写真作家協会委員長）



市展賞
日本画

《桜の頃に》
丸山有子

優秀賞

イ
ラ
ス
ト

《パイナップル アドベンチャー》山田零奈

洋画

《気配》
石橋国夫

工芸

《夜空の輝き》山本悠冬

写真

《通り雨》
福島正則

書
《鈴木大拙の語》
髙野翠光

彫刻

《立》
三原敏夫



日本画

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1

特選（草
津美術協
会会長
賞）

渓谷にて 後藤　寛治

2 特選 回想 太田　由紀子

3 市展賞 桜の頃に 丸山　有子

4
特選（産
経新聞社
賞）

上醍醐（五大堂） 鈴木　徹夫

5 出品委嘱 2022，祈り 北村　恵美子

6 審査員 あの時の木 石股　昭

7 出品委嘱 熟す 稲岡　仁彦

8 市展委員 聖なる時間 早川  裕子

9 市展委員 待つ 吉岡　佐知

10 円山の湖畔 中川　きよ美

11 游泳 南原　稚奈

12 雫（しずく） 西野　薫

13 椿 冨田　浩

14 夢 草川　京子

15 蓮 野田　俊江

16 接触 馬場　英司

17
市展デ
ビュー賞

三河大提灯まつり 園　滋

18 草津川の春 前田　澄子

19 佳作 季移りぬ 岡村　惠子

20 佳作 堀のある街 眞野　滋夫

※無鑑査の作品規格は、一般出品者とは異なります。

洋画

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 月花美人 佐本　三重子

2 佳作 母が愛した台所 村上　陽子

3 郷愁 野﨑　かおる

4 追憶 福原　和人

5 佳作 夕映えの刻 河合　千惠子

6 美術館の石積みの屏 森　邦博

7 ドライフラワー 増山　恵子

8

特選（草
津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞ会長
賞）

初冬の大銀杏 蓮見　美穂

9 鞆の浦の夕日（福山市） 吉岡　友太郎

10 佳作 孤空 福原　光子

11 佳作 色彩と調和の世界 讃岐　英知

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

12 秋 大石　瑛子

13 水蓮 林家　清子

14 佳作 秋の暮 加藤　房江

15 春 中井　忠男

16 見張り所への階段 伏木　章雄

17 新緑の上高知・焼岳 三ツ國　照雄

18 立像 三原　敏夫

19 虫送り 田中　美智子

20 佳作 堰堤のある風景 深尾　多加緒

21

特選（滋
賀県芸術
文化祭奨
励賞）

強者どもの夢の跡 堀井　信彦

22 １９世紀豪農の廃墟 石川　由紀子

23 生きる（伯母川） 佐々木　豊

24

特選（草
津市国際
交流協会
会長賞）

廃窯の一隅 溝辺　行雄

25 夕陽 四方　勉

26 特選 樹林 大西　隆夫

27 美山の柿 札本　倫子

28 秋の夜月 野田　嘉郎

29 たまねぎ 横田　隆子

30 佳作 夢の跡 佐藤　裕

31 楽しい美術2 園田　稔

32 みずの森　ハス 平野　有希

33 宙光雲 河野　昭雄

34 湖国夜景美人図 中川　靜世

35

特選（Ｎ
ＨＫ大津
放送局長
賞）

窯 熊谷　幸正

36 沖縄美ら海水族館 山田　ひで子

37 ｆｌｏwｅｒ 掛田　靖

38 共存・愉 木村　智美

39 さぁ　行きましょう！ 野口　俊子

40
特選（朝
日新聞社
賞）

コンテナ 河合　勇輝

41
デビュー
賞

晩夏 鎌田　和江

42 市展賞 気配 石橋　国夫

43 佳作 備長炭の息吹き 西嶋　せつ子

44 佳作 Ｃａｎｎａ 今井　文子

45 希望の種 阪田　恵美

日本画

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1

特選（草
津美術協
会会長
賞）

渓谷にて 後藤　寛治

2 特選 回想 太田　由紀子

3 市展賞 桜の頃に 丸山　有子

4
特選（産
経新聞社
賞）

上醍醐（五大堂） 鈴木　徹夫

5 出品委嘱 2022，祈り 北村　恵美子

6 審査員 あの時の木 石股　昭

7 出品委嘱 熟す 稲岡　仁彦

8 市展委員 聖なる時間 早川  裕子

9 市展委員 待つ 吉岡　佐知

10 円山の湖畔 中川　きよ美

11 游泳 南原　稚奈

12 雫（しずく） 西野　薫

13 椿 冨田　浩

14 夢 草川　京子

15 蓮 野田　俊江

16 接触 馬場　英司

17
市展デ
ビュー賞

三河大提灯まつり 園　滋

18 草津川の春 前田　澄子

19 佳作 季移りぬ 岡村　惠子

20 佳作 堀のある街 眞野　滋夫

※無鑑査の作品規格は、一般出品者とは異なります。

洋画

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 月花美人 佐本　三重子

2 佳作 母が愛した台所 村上　陽子

3 郷愁 野﨑　かおる

4 追憶 福原　和人

5 佳作 夕映えの刻 河合　千惠子

6 美術館の石積みの屏 森　邦博

7 ドライフラワー 増山　恵子

8

特選（草
津ロータ
リークラ
ブ会長
賞）

初冬の大銀杏 蓮見　美穂

9 鞆の浦の夕日（福山市） 吉岡　友太郎

10 佳作 孤空 福原　光子

11 佳作 色彩と調和の世界 讃岐　英知



展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

46 メタセコイアの下で 藤井　康彦

47 無鑑査 夏の日 中村　悦子

48 市展委員 プロヴァンスの古城 矢野　信司

49 市展委員 景－Wｈａｒｆ－ 山元　敏子

50 市展委員 I氏へのオマージュ 田中　孝

51 審査員 想 佐渡　一清

52 出品委嘱 遠き日（夜店）エスキース 岡島　春美

53 無鑑査 茅ぶきの郷 樫原　喜六

54 無鑑査 ある日 和田　さち子

55 無鑑査 遊びの時間 木村　順一

56
ブラックホールと現実的り
んご

冨田　隆

57 研ぎ澄まされた世界 奥垣内　望

58 祈る 湯ノ口　敏雄

59 この道の先に何がある 髙田　信

60 木もれ日 村瀬　章高

61 佳作 Colza 大森　治

62 秋の訪れ 三浦　武弘

63 佳作 ハノイの果物屋 山本　博子

64 花畑 中川　きよ美

65 朝の近江富士 井上　政憲

66 佳作 復活 山本　清子

67 野小屋の秋 油谷　えつ子

68
特選（BBC 
びわ湖放
送賞）

ゴンドラの彼方 室井　裕二

69 遠い日 中野　幸子

彫刻

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 出品委嘱 ウクライナのなげき 土田　隆生

2
特選（京
都新聞
賞）

遊び時間 木村　順一

3 市展賞 立 三原　敏夫

4 特選 自信 貫名　可采

5 佳作 毘沙門天 北川　良一

6
市展デ
ビュー賞

哀しみ 増田　天志

7 出品委嘱 胸像 笹山　幸德

8 無鑑査 脱 伊庭　照実

9 審査員 聖夜 嶋畑　貢

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

10 市展委員 天平の月を想ふⅡ 伊庭　靖二

ロビー 市展委員 秋の気配 石田　秋次

工芸

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 古弔 木村　大地

2 特選 狐者異 大久保　樹

3 不正乗車 植盛　優菜

4 狙いを定めるもの 山下　椋平

5
特選（草
津市議会
議長賞）

３D-切り絵　「神社」 藤本　信也

6 舞子 森田　としゑ

7 フラワーガーデン 伏木　利子

8 気ままな花達の集い 森田　幸子

9
「陽が昇る」-北京空港に
向かうバス車窓-

福田　ちず子

10 新聞でコラージュ（落葉） 山本　紀久子

11 倖せ結びⅡ 阿部　芙姉子

12 石棺夢想 増田　勝巳

13 なにか見えるかな？ 望月　眞寸男

14
市展デ
ビュー賞

飛躍の卯年 奥井　照夫

15
特選（読
売新聞社
賞）

竜宮の使い 矢木　清美

16 市展賞 夜空の輝き 山本　悠冬

17 焼締市松縁睡蓮鉢 大西　隆夫

18 Cluster　Crash 片岡　正繁

19 湧水 池畑　快人

20 花器 宮本　稔

21
麻の葉文様花器（疫病退
散！）

椙本　宰輔

22 無力～零れ落ちる才能～ 谷口　結優

23 がんばり 加藤　唯奈

24 ひょうたん 福永　延子

25 光の束 家島　健二

26 白虎 蔵田　潔

27 あおばな 向井　京子

28 市展委員 歪－「窓」 三原　サダ子

29 市展委員 湖辺 下川　まち子

30 菓子器「薔薇」 片岡　隆子

31 無鑑査 野咲 北川　惠美子

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

32 出品委嘱 雪炎 髙橋　政男

33 審査員 赤織部陶文具 片山　雅美

34 佳作 寒山拾得（花器） 末岡　京子

35 曲げ木壷 髙市　一彦

36 鍛造鋼お鈴 田中　貞豊

37 川面に咲く 森貞　豊子

38 出品委嘱 チョコラーテ 井隼　慶人

39 佳作 蓮の実 馬場　惠子

40 水面模様 梅景　あい子

書

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 惺 増田　天志

2 漢詩 奥村　和子 和蕙

3 五言句 小寺　厚子

4 漢詩 久保　敦子 紫湖

5 漢詩 澤井　富江 富蕙

6 無鑑査 与謝野蕪村の句 小野澤　絹代 蕙湖

7 無鑑査 秋夜一燈涼 中島　弘子 翠湖

8 無鑑査 暮立 長谷川　久枝 桂園

9 漢詩 田中　俊一 叡峰

10 百草 田中　久美子 久華

11 白楽天「憶元九」 奥村　守男 守峰

12 于謙詩 安田　きよ子 清子

13 出品委嘱 簫颯 岡田　優三 祖翠

14 審査員 心 岡本　了壽 藍石

15 出品委嘱 得意則歡 山本　清一 南竹

16 無鑑査 心華開發 小倉　緑 翠苑

17 無鑑査 安倍仲麿の歌 徳地　比佐美 湖咲

18 長江 巖西　はるみ 春香

19 白居昜詩  川　幸子

20 佳作 臨書蘭亭序 我孫子　想太

21 佳作 漢詩 我孫子　弘子 弘湖

22 佳作
京都高雄山神護寺道場の景
趣

馬場　愛子 愛雲

23 佳作 白樺 長谷川　豊博

24 佳作 袁凱詩 本坊　昌代 芳香

25 李夢陽詩 渡辺　嘉奈子 嘉香



展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

32 出品委嘱 雪炎 髙橋　政男

33 審査員 赤織部陶文具 片山　雅美

34 佳作 寒山拾得（花器） 末岡　京子

35 曲げ木壷 髙市　一彦

36 鍛造鋼お鈴 田中　貞豊

37 川面に咲く 森貞　豊子

38 出品委嘱 チョコラーテ 井隼　慶人

39 佳作 蓮の実 馬場　惠子

40 水面模様 梅景　あい子

書

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 惺 増田　天志

2 漢詩 奥村　和子 和蕙

3 五言句 小寺　厚子

4 漢詩 久保　敦子 紫湖

5 漢詩 澤井　富江 富蕙

6 無鑑査 与謝野蕪村の句 小野澤　絹代 蕙湖

7 無鑑査 秋夜一燈涼 中島　弘子 翠湖

8 無鑑査 暮立 長谷川　久枝 桂園

9 漢詩 田中　俊一 叡峰

10 百草 田中　久美子 久華

11 白楽天「憶元九」 奥村　守男 守峰

12 于謙詩 安田　きよ子 清子

13 出品委嘱 簫颯 岡田　優三 祖翠

14 審査員 心 岡本　了壽 藍石

15 出品委嘱 得意則歡 山本　清一 南竹

16 無鑑査 心華開發 小倉　緑 翠苑

17 無鑑査 安倍仲麿の歌 徳地　比佐美 湖咲

18 長江 巖西　はるみ 春香

19 白居昜詩  川　幸子

20 佳作 臨書蘭亭序 我孫子　想太

21 佳作 漢詩 我孫子　弘子 弘湖

22 佳作
京都高雄山神護寺道場の景
趣

馬場　愛子 愛雲

23 佳作 白樺 長谷川　豊博

24 佳作 袁凱詩 本坊　昌代 芳香

25 李夢陽詩 渡辺　嘉奈子 嘉香

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

26 佳作 萬葉集 横山　郁恵

27 特選 七言絶句 山田　今朝子

28 市展賞 鈴木大拙の語 髙野　裕子 翠光

29

特選（草
津ライオ
ンズクラ
ブ会長
賞）

早發小孤山遇風 宮崎　誠司 海山

30
特選（草
津市教育
長賞）

王 詩 倉﨑　冨司 鳴泉

31
特選（毎
日新聞社
賞）

よしの山 三浦　久美子 清舟

32
市展デ
ビュー賞

漢句 中島　民恵

33 臨書蘭亭序 相井　琉希

34 裴迪詩 新庄　さとみ

35 鷓鴣詩 竹村　弘子 弘蕙

36 李白詩 久保　和美

37 漢詩 相宗　真理 真翠

38 新野 景 坂口　美智子 美峰

39 古戍 徳本　恵子 恵彩

40 唐詩 亀井　よし子 佳芳

41 王沂詩 岩田　恵子

42 武陵暁に泛ぶ 多田　功一 翠功

43 争座位稿 澤本　なつ子 奈香

44 漢詩 山脇　由美子

45 漢詩 中嶋　文子 湖響

46 臨書九成宮 荒谷　怜実

47 大寧之詩 園　滋

48 五言律詩 徳永　洋子

ロビー 市展委員 白居易詩 川添　裕子 翠湖

ロビー 市展委員 桃李爭妍 今居　潤子 青桃

ロビー 市展委員 勘破 中村　徹 徹堂

※無鑑査の作品規格は、一般出品者とは異なります。

神



写真

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 乗り継ぎ待ち 松村　里子

2 慟哭 荻野　利子

3 過密集団 中野　貴夫

4 赤い服 山本　照夫

5 太陽賛歌  村　紀夫

6
特選（KBS
京都賞）

ファンタジー 橋本　正次郎

7 至福 樋口　浩司

8 大地に生きる 中村　友美

9

特選（草
津市教育
会会長
賞）

黎明の神秘 氷見　善信

10 日本の夜明け 山本　靖幸

11 寄り添う早春 藤堂　裕子

12 祈 ウクライナに平和を 林　文信

13 佳作 冬近し 前田　鉄矢

14 夕陽隠れ 田中　康明

15 朱夏のときめき 西谷　國雄

16 朝光 小林　正治

17 佳作 夜明けの棚田 鈴鹿　竹二

18 静寂 詫間　秀夫

19 パワースポット 田中　博文

20
特選（中
日新聞社
賞）

初冬の閑寂 鈴村　栄子

21 夕映え 西井　竜次

22 至福の一服 稲田　義雄

23 弾ける飛沫 赤井　春雄

24 出品委嘱 沖島閑日（びわこ） 西岡　伸太

25 光芒の滝 中森　敏樹

26 silent～想～ 松田　奉子

27

特選（草
津市２１
世紀文化
芸術推進
協議会会
長賞）

目覚めの羽音 杉谷　眞人

28 審査員 さくら散る 柳原　香

29 市展賞 通り雨 福島　正則

30 木洩れ日 今野　俊和

31 音の無い仕事場 藤本　義隆

32 自己陶酔 山田　幸子

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

33

特選（草
津商工会
議所会頭
賞）

おとぎの国へ 西川　美惠

34 深緑の庭（旧邸御室）  田　利男

35 赤そばの里 仲野　隆

36 群青の静寂 瀬川　正昭

37 特選 生なる軌道 藤原　厚士

38 佳作 あまあい 木村　孝一

39 夏の終りに 岡本　展彦

40 早苗夕映 藤田　文子

41 佳作 晩秋の映り 高橋　勲

42 雨の水源 寺田　裕彦

43 市展委員 祈 髙谷　禮子

44 市展委員 田園の朝 山元　國一

45 朝霧 岡　昭男

46 浅春 房安　幸夫

47 君を守りたい 伊吹　達郎

48 梅雨明けの朝 児玉　憲武

49 ひととき 岡　宥子

50 colors 本田　昭夫

51 桜ひらひら 岡部　昭広

52 長浜子供歌舞伎 北山　忠

53 里の夕映え 伊藤　實男

54
特選（え
ふえむ草
津賞）

落日 園田　みちゑ

55 無鑑査 冬の晴間 山本　敏夫

56 無鑑査 北の渚 二宮　紀彦

57 無鑑査 夢舞台 寺尾　幹男

58 無鑑査 甘く切なく 木村　正司

59 無鑑査 親子 尾崎　良一

60 佳作 祭りの少年 高村　利和

61 抱擁 濵村　昌義

62 我見守り役 中川　直人

63 修復 林　久雄

64 神ってる 西村　久

65 佳作
ファーストサマーエンジェ
ル

佐々野　京子

66 雨あがりに一輪 宮嶋　康明

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

67
市展デ
ビュー賞

黄昏の刻 嶌津　貴志

68 人の顔みたい！ 河野　一友

69 佳作 疑視 青木　宏樹

70 陽光をあびて 和田　義孝

71 荒日 原　慎一朗

72 限界集落の新たな主 杉谷　幸雄

73 降りかかる弾丸 小寺　勝久

74 秋輝 森　保

75 魅せられて 常石　由美子

76 乗っていい？ 池田　秀彦

77 赤い鉄路 河岸　薫

78 蝶のカモフラージュ 安東　晋司

79 沖島の春 田村　昌也

80 夕映えの中で 植田　信子

81 染りゆく 間　俊次

82 ストリート  村　英光

83 湖北のイナバウアー 野村　昭夫

84 出漁・不安と期待 倉田　幸雄

85 未来へ 久島　正博

86 「お龍寓居」NOW 山田　つとむ

87
ある雨の日のアンブレラパ
ティオ

木村　良子

88 雲泳ぐ 寺田　吉廣

89 霧湧き立つ 丸田　良則



展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

67
市展デ
ビュー賞

黄昏の刻 嶌津　貴志

68 人の顔みたい！ 河野　一友

69 佳作 疑視 青木　宏樹

70 陽光をあびて 和田　義孝

71 荒日 原　慎一朗

72 限界集落の新たな主 杉谷　幸雄

73 降りかかる弾丸 小寺　勝久

74 秋輝 森　保

75 魅せられて 常石　由美子

76 乗っていい？ 池田　秀彦

77 赤い鉄路 河岸　薫

78 蝶のカモフラージュ 安東　晋司

79 沖島の春 田村　昌也

80 夕映えの中で 植田　信子

81 染りゆく 間　俊次

82 ストリート  村　英光

83 湖北のイナバウアー 野村　昭夫

84 出漁・不安と期待 倉田　幸雄

85 未来へ 久島　正博

86 「お龍寓居」NOW 山田　つとむ

87
ある雨の日のアンブレラパ
ティオ

木村　良子

88 雲泳ぐ 寺田　吉廣

89 霧湧き立つ 丸田　良則

イラスト

展示順 賞名等 題名 氏名 雅号

1 木になる人 西生　春輝

2 しずるハニートースト 藤田　千奈津

3 我が子 渡嘉敷　裕夏

4 時空の観覧席 堤　啓太郎

5 夜明け 岡山　一輝

6 逃避 石原　栞

7 探しもの 濵田　幸華

8 夢の時間 森川　樹

9 光耀 陳　綺楠

10 Break it down 矢野　秀星

11 花とレモン 深尾　佐知子

12 孫の初めてのそよ風 釜我　博康

13 朝焼け 風呂井　江里奈

14 優秀賞
パイナップル　アドベン
チャー

山田　零奈

15 佳作 くいにげ 吉田　祥子

16 佳作 タロットカード 宮本　奈緒

17 佳作 遊んでる時間 木村　順一

18 佳作 不思議の国のアリスさん改 高橋　公明

19 佳作 移動図書ハダニ号 宇野　温子

20 審査員
さくらんぼと妖精のお姫さ
ま

上原　結子



日本画              (審査員) 石 股 昭 

○総評   

 応募数が昨年より少し増えたこと、嬉しく思います。じっくりと制作時間を掛けら

れた作品が多くあり、それらに心を動かされました。又、それらは授賞の対象となり

ました。サイズ規定が８０号までなので、もう少し大きな作品が応募されることを期

待したいところです。 
 
 
○市展賞 「桜の頃に」 丸山 有子 
 満開の桜を素直に描いた秀作です。桜花を見つめる作者の眼差しは、現象だけでは

なく、桜花の一瞬の輝きと、その儚さをも感じているでしょう。それを微妙な色彩で

表現している作者の力量の高さを感じます。 
 
 
○特選 「回想」 太田 由紀子 
 回想と題されたこの作品は、登山の際に使われたであろう物たちをじっくり観察し、

登山での体験に想いを馳せている様子が見てとれます。それぞれの物に深く愛情が込

められています。それぞれの物たちと対話しながら、じっくり描き込みが進んだであ

ろう、心温まる秀作となっています。 
 
 
○特選（草津美術協会会長賞） 「渓谷にて」 後藤 寛治 
 山深い渓谷でしょうか、対岸の樹木は緑に覆われています。作者はその緑に魅了さ

れ、妥協なく追及しています。その熱意のある取り組みには、心を奪われます。川の

水の流れにもう一投の清々しさを期待したいところです。 
 
 
○特選（産経新聞社賞） 「上醍醐（五大堂）」 鈴木 徹夫 
 そんなに大きくはない作品ですが、深く心を込められた表現には感心します。背景

の山の緑は、画面の演出には重要です。その緑の表現に作者の力量の高さを感じます。

じっくりと取り組まれた秀作となりました。 



洋画             (審査員) 佐 渡 一 清  

○総評 

 地方にありながら、自分の主張を独自性のある絵画様式に託して、溌剌とした表現

に勤しんでおられる作品が多く見うけられ、今後の更なる展開が期待できる良い作品

が多く、バラエティに富んだ作品展になったと思います。 
 
 
○市展賞 「気配」 石橋 国夫 

白い描線が人物か何かのシルエットの上に幾重にも重ねられ、それが、説明的にな

らず、抽象的でオールオーバーに画面を埋めつくしているのに、作者の美の世界が感

じられる秀作です。 
 
 
○特選 「樹林」 大西 隆夫 

画面構成や色調を十分に考え、自然の世界のもつ美しさや荘厳さが、この上なく感

じられ、又、それらを実現するべく精緻な筆運びで描かれた完成した作品と言えると

思います。 
 
 
○特選（滋賀県芸術文化祭奨励賞） 「強者どもの夢の跡」 堀井 信彦 
 城址の石垣と階段が織り成す構図を真正面からとらえ、周囲の木々も含んだ明暗が

醸し出す静かな雰囲気が、過ぎ去りし時間に思いを馳せさせる力作になりました。 
 
 
○特選（朝日新聞社賞） 「コンテナ」 河合 勇輝 
 画面の中に入れるモチーフを造形要素としてうまく取り入れながら、同時にそれの

持っている存在感を絵として実現していこうという試みが感じられる面白い作品で

す。もう少しモチーフの存在感が強いものになってもよかったかもしれません。 
 
 
○特選（草津ロータリークラブ会長賞） 「初冬の大銀杏」 蓮見 美穂 

 眼の前に広がる銀杏の大樹とその葉が、重い物と軽い物の対比のようでシンプルな

表現の仕方が成功している気持ちのよい作品です。もう少し色味が強くなってもよか

ったように思います。 
 
 
 
 
 



○特選（BBC びわ湖放送賞） 「ゴンドラの彼方」 室井 裕二 
ベニスの運河でしょうが、入り組んだ建物の隙間に差し込んだ光が空間の広がりを

作り、又、ゴンドラが下方に配置され画面に動きを与えている非常に良い構図の絵に

なりました。又、丁寧に絵具が塗られていて絵画力を感じます。 
 
 
○特選（NHK 大津放送局長賞） 「窯」 熊谷 幸正 

燃え盛る窯の火をイメージで伝えるにはどうするかを考えられたかと思います。ド

リッピングの技法で表現されたことに思い切りのよさを感じます。中央に描かれてい

る「窯」が説明的な感じになったのが気になる点です。 
 
 

○特選（草津市国際交流協会会長賞） 「廃窯の一隅」 溝辺 行雄 
 廃窯の味わいを茶色の色調で整え、又、壺をリズミカルに窯と平行に並べることで

画面構成に面白みを作っているのが、作者の絵に対するセンスの良さを感じさせてく

れます。 



彫刻              （審査員） 嶋 畑 貢  

○総評   

新型コロナウイルスは一定の落ち着きを見せて来たものの、今も毎日のニュースの

一つに上がってきます。そのような中にあっても、本展覧会に出品された作者一人ひ

とりの作品には、熱い意欲を感じます。出品点数は少ないながらも、入賞作品の選考

に嬉しい時間をすごしました。 

 

 

○市展賞 「立」 三原 敏夫 
 平面化とデフォルメを研究テーマに取り組まれている連作の一つの作品でしょう

か。少し頭部を傾けた表情が印象的です。いつのまにか、不思議な世界に引き込まれ

る秀作です。 
 
 
○特選 「自信」 貫名 可采 
 立体のもつ基本に裏打ちされ、技巧に走らず塊の強さや量感を感じる力作です。 
 
 
○特選（京都新聞賞） 「遊び時間」 木村 順一 

自然環境をテーマに制作されているのでしょうか。素材を生かし、木の枝葉に朝露

の煌めきを感じる表現と一羽の鳥が印象的な作品です。 



工芸            （審査員） 片 山 雅 美  

○総評 

第６０回展、一般出品者数３４作品と前回より１１作品増で初出品者数も２１名と

若い方々の応募が有りました。種別は陶芸が１８作品、平面作・染・切り絵・貼絵等

と金工・木工・漆などの内より受賞作を決めさせて頂きました。新素材や個々の創作

にそれぞれの工夫がみえ、今後の出品作が楽しみです。 

 

  

○市展賞 「夜空の輝き」 山本 悠冬 

 粘土を薄く板状にして筒を成形され、柔らかなフォルムを大胆に切り込みシャープ

な動きを造り、その上に緑と藍色の亜鉛結晶を効果的に内外へ塗り分けています。タ

イトルの「夜空の輝き」という、作者のイメージが伝わってくる作品です。 

 

 

○特選 「狐者異」 大久保 樹 

審査会場に入って一番目に付いた作品でした。聞けば学生さんの作品。手びねりで

造り上げ、白釉と作者の空想イメージを焼き上げた後、粘土とは違った素材をシッポ

として差し込み、元気に躍動する狐に仕上げられた力作です。 

 

 

○特選（草津市議会議長賞） 「３Ｄ－切り絵「神社」」 藤本 信也 

木々に囲まれた神社を細かな切り絵で表現された作品です。額内で奥行を感じる立

体に仕上げ、赤い鳥居が神社を象徴し、作品を引き締めています。 

 

 

○特選（読売新聞社賞） 「竜宮の使い」 矢木 清美 

 陶芸でもガラスでもない新しい素材で制作された魚の立体。色鮮やかに彩色され、

竜宮の使者でしょうか。観る者を楽しませ元気にさせてくれる作品に仕上げられてい

ます。 



書             （審査員） 岡 本 藍 石  

○総評 

 未だ収束をみないコロナ禍の中での作品の制作は、出品者の努力なしでは語れませ

ん。６０回目を数える草津市美術展覧会に活力ある作品が壁面を飾りました。個性溢

れる作品の中で美しく見えて、生命力を感じる作品に賞をつけました。作品としての

完成度を求めて更なる発展を望みたいと思います。 
 
 
○市展賞 「鈴木大拙の語」 髙野 裕子（翠光） 
 漢詩と仮名の調和という難しいことを一枚の紙面に仕上げられました。仮名を勉強

された利点を生かし、字形にも縦への流れを考えた点が見えます。最後まで気を緩め

ずに書き上げた優秀作品です。 
 

 

○特選  「七言絶句」 山田 今朝子 

 七言絶句を一行五字ずつ自然体で書けています。行書が字形の骨格をしっかり表現

し、草書が明るさを生み出しています。行間も美しく秀作です。 

 

 

○特選（草津市教育長賞）  「王 詩」 倉﨑 冨司（鳴泉） 

 七言律詩を書くにあたり、三行に収めるため、草書を多用しています。各行に大き

い字も配し、変化をつけて、単調にならないように工夫されています。穏やかさ漂う

秀作として選びました。 

 

 

○特選（毎日新聞社賞） 「よしの山」 三浦 久美子（清舟） 

 横に散らしを配しながらの展開の中に繊細さと大胆さをみせています。墨の濃さも

強さを表現する役を担っています。短鋒の筆の妙味溢れる作品です。 

 

 

○特選（草津ライオンズクラブ会長賞） 「早發小孤山遇風」 宮崎 誠司（海山） 

 縦三行書の行草作品を伸びやかに仕上げました。一字一字を大切に運筆され、三行

のバランスも取れています。二行目が作品の中心として堂々としています。 



写真          （審査員） 柳 原 香 

○総評   
 コロナ禍にもかかわらず、様々なジャンルより多くの作品が応募されました。各地

でのイベントが中止になっている事もあり、祭り・行事の作品が少ないような印象を

受けましたが、自己を主張した力強い作品も数多くありました。このような時期だか

らこそ、今まで以上に日常の身近なものに目を向け、作品作りをしていただきたいと

考えています。 

 

 

○市展賞 「通り雨」 福島 正則 

 雨上がりの一瞬を捉えた作品ですが、心の風景のようにも感じました。暗闇に差し

込む一筋の光が未来への希望なのでしょうか。観る者に色々想像を与えてくれる一枚

です。 

 

 

○特選 「生なる軌道」 藤原 厚士 

 鮎の遡上でしょうか。珍しい光景です。光の捉え方も上手く躍動感があり、画面全

体からエネルギッシュな生命力が感じられる迫力のある作品です。 

 

 

○特選（草津市２１世紀文化芸術推進協議会会長賞） 「目覚めの羽音」 杉谷 眞人 

 構成力が秀逸です。木の姿もよく、色の省略により静寂感が増しました。鳥の羽音

までが聞こえてきそうです。 

 

 

○特選（中日新聞社賞） 「初冬の閑寂」 鈴村 栄子 

車のボンネットとフロントガラスに写った木を構成的に切り取ったお洒落な一枚

です。シンプルな色合いも効果的でした。 

 

 

○特選（草津商工会議所会頭賞） 「おとぎの国へ」 西川 美惠 

作者の表現意図も明確。おとぎの国で子供が楽しく遊んでいるのでしょう。観る者

まで幻想の世界に導かれるようです。 

 



○特選（ＫＢＳ京都賞） 「ファンタジー」 橋本 正次郎 

 ハイキーにしたことが成功しました。人物の配置もリズミカルで、パステル画のよ

うな軽快で楽しい作品です。 

 

 

○特選（草津市教育会会長賞） 「黎明の神秘」 氷見 善信 

 水面から立ち上がる霧が幻想的な空間を演出。寒々とした空気感、寂寥感が表現さ

れています。 

 

 

○特選（えふえむ草津賞） 「落日」 園田 みちゑ 

 命あるものの終焉の美を、今まさに暮れようとする落日を背景に撮影されました。

大胆な構図が自然の凄さと命の儚さをより強調しているかのようです。 



イラスト           （審査員） 上 原 結 子 

○総評   

 今回はたくさんの作品と出会うことができました。応募して下さった作品は、アク

リル絵の具、水彩絵の具、鉛筆、ＣＧなど様々な画材で描かれています。作者が真摯

に作品に向き合っていることが伝わる作品ばかりです。イラストレーションを制作す

ることは、自分の中の言葉をきちんと消化し、作品として成立させる必要があります。

「イラスト＝サラッと描けるなんとなく軽い雰囲気の絵」ではない、ということが伝

わってほしいと思います。 

 

 

○優秀賞     「パイナップル アドベンチャー」  山田 零奈 

 一目見て、作品画面のぬけ感、空間の使い方に心を奪われました。パイナップルの

スライスが重なった階段も、なかなか描けるものではありません。デッサン力の確か

さと人物の愛らしさ、タイトルのつけ方、どれも秀逸です。イラストレーションは言

葉と共に在るもの、ということを示してくれる作品だと思います。 


