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（総　評）	 	 この度は厳しいコロナ禍において、島根県総合美術展が開催できたことを心からお
祝い申し上げます。
島根といえば出雲大社に代表される四季折々の変化が美しく、豊かな自然に包まれ
た地域といったイメージがあります。応募された作品からも独自の視点で身近な環境
と向き合い、折々の風土に根ざした作品が多く見られました。作品レベルはさすが写
真県展と思わせるようなバリエーションの広がりがあり、審査結果も最後まで悩みま
したが、上位を飾った入賞作品は間違いなく全国レベルの実力があるのではと思い
ます。
しかし作品を拝見するなかで一つの疑問が生まれました。確かな被写体を狙ってい
るわりには主張が感じられない。これはどういうことかといえば、一枚の絵柄を構成
している被写体どうしの関わりや心意を理解せずに、自分の欲や満足だけでシャッター
を切ってしまっていると思われるからです。まだまだ多くの写真が表面的な被写体へ
の興味だけで撮らされているようです。自己表現をいうのであれば、何を言われよう
がもっと素直な気持ちで気持ちを押し出すことを養わなければ、いつまでたっても我
田引水の作風はいなめません。
そこで必要なのは“自己の着想”です。被写体を自分で見つけて客観的に思いやる
こと。それができれば写真表現は間違いなく上達します。被写体を模倣するのではな
く被写体をアレンジする楽しさを学んでほしいと思います。県展は一年の成果を発表
する場であり、皆さんの作品から表現技術を習得できる場でもありますから、展示さ
れている各作品を自分なりに噛み砕き、確かな技術として身につけてほしいと思いま
す。
島根県は人と自然、信仰とのかかわりが強い地域です。四季を通じて培った伝統文
化もたくさん残されています。皆さんの課題として、地域文化を写真の信憑性をもっ
て後世に引き継いでいかれることも、このコンテストの重要な役目なのでしょう。
これからもこの島根県県展が地域文化発展の足掛けになることをお祈り申し上げ
ます。
この度はとても充実した楽しい審査の場をありがとうございました。
（文責　辰野　　清／㈳日本写真協会会員	日本風景写真協会指導会員	日本写真家
連盟常任講師）

写真 応募点数� 149点
入賞点数� 7点
入選点数� 129点

招待作品� 50点
展示点数� 186点
○移は移動展出品作品
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知事賞　○移 	 寒
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（浜田市）

「祈り」という一貫したテーマを題材に端的に表現を極めた 3枚組です。まず僧侶の
祈りを一枚目にあてがい祈りに対する間口を広げています。二番目に入れた滝行をし
ている厳しい祈りは切実なる表情から我の神髄に迫った一枚。最後に幾世の感情すべ
てを包み込むようなお地蔵さんの優しい祈りを入れたことで、苦しい現実も捉え方一
つで穏やかに受け入れることができるものだと教えてくれます。それぞれの意図が連
携した説得力のある組み写真でした。
（文責　辰野　　清／㈳日本写真協会会員	日本風景写真協会指導会員	日本写真家
連盟常任講師）

金　賞　○移	 晩
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秋
しゅう
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お く い ず も
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じ

	 遠
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　藤
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　　　勉
つとむ

（安来市）

あたかも人生に喩えてのシンプルな作品です。若くもなく老いてもない中年の夫婦
が結婚して子育てを終え安定期をむかえペットの犬が家族の仲間で歩んでいる。
画面の全部分を占めるススキは 1本では弱いが助けあって生きている。まっすぐに
延びたひなびた道を二人で生きて行くという強い意志を逆光ぎみのライティングが演
出している。
道路右側のガードレールのくぼみは家庭のいろいろなことを乗り越えて行くのだろ
うと想像させます。撮影者の人生観が表現された奥行のある素晴らしい金賞です。お
めでとうございます。	 （文責　小林　茂雄）

銀　賞　○移	 遺
い

影
え い

	 和
わ

　田
だ

　　　慎
しん

（松江市）

1枚の写真から発せられる物語を改めて感じさせてくれる内容の作品です。
タイトルからすればすでにお亡くなりになったと想像できますが、ベッドにいて起
きることができない状況にあっても希望を持ってカメラを手にし、ファインダーをの
ぞいている。ご自分の人生にとって写真を撮ることがいかに豊かな時間だったかを伺
わせる味わい深い作品となりました。入賞おめでとうございます。
	 （文責　三加茂幸子）
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銀　賞　○移	 夏
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（出雲市）

この度は、銀賞二席の入賞おめでとうございました。
多分、どこかの海岸線でのスナップ写真だと思いますが、夏の海岸のひろがりと思
い出が実に美しく心象的に表現された素晴らしい作品です。
なお、この作品の最も魅力的で見る人の心をとらえることが出来たのは、一つは、
特に青い空と白い雲がブルー一色で全体的に表現されて印象的な作品になりました。
又、こちらを向いている犬に明るい光線が当たった表情をとらえられていて、更に
作品を効果的に仕上げています。今後更に頑張って下さい。	 （文責　吉﨑　佳慶）
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（出雲市）

この作品はヨーロッパの絵画を見ているようで、この風景への臨場感を強く感じま
した。
一見何気ない画面ですが、放射霧、光る川面、鴨のシルエットを写しこみ、季節感
や見えない空気感をうまく表現しています。
また、少し広角気味に作画されていることにも好感が持てます。
なお、左側に白い牧草のロールが写っていますが、これは現代における「日常の光
景」で、気にはならないものと解釈しました。このたびは銅賞おめでとうございます。
	 （文責　品川　　功）

銅　賞　○移	 春
は る

の日
ひ

に	 林
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　　　　　勇
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（松江市）

銅賞入賞おめでとうございます。
この作品は、大変アットホームな雰囲気の作品です。祭りの日でしょうか、真中に
仏様を配してその両側におばあさんとお孫さんが座り、ほのぼのとした気持ちがよく
伝わって来ます。
祭りを、そして家族を大切にする気持ちがよく表れた作品で、後世に記録としても
大切に受け継がれることと思っています。	 （文責　藤原　靜雄）

銅　賞　○移	 嵐
あらし

のあと	 品
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　川
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　一
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（出雲市）

受賞された作品は、広角レンズの使い方が絶妙で、今しかない自然現象をタイミン
グ良く捉えています。構図も完璧で砂地の色と波の跡の黒さが表現されています。
上部にいれられた波が、遠近感を強調し写真に奥行が出ています。
粘り強く待ちながら撮影された気持ちが伝わる秀作です。
受賞おめでとうございます。	 （文責　森脇　寿一）
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入　選
入選129作品のうち写真部門実行委員会賞として以下全33点を選定した。
・優秀賞（ 3点）
・奨励賞（10点）
・特　選（20点）
（対象作品は備考欄に記す）

題　　　　名 氏　　名 備　　考
元気百倍 渡　部　信　雄（松江市） 　

初夏の浜辺 田　中　笑　子（松江市）
水面の印象 布　村　栄　子（松江市）
片想い 桑　原　　　進（松江市）
バルーンフェスティバル 高　橋　幸　夫（松江市） 特選

西日に映えるつ
・
ら
・
ら
・

渡　辺　悦　男（松江市）
朝酌川のしょうぶ 岩　城　篤　明（松江市）
たそがれの湖畔 西　上　一　義（松江市） 特選

光のファンタジー 赤　坂　俊　一（安来市）
はにかみ 荒　木　総一郎（鳥取県）
白木蓮 宮　廻　　　功（松江市）

○移 祭日 三　宅　　　亮（益田市） 特選

○移 曳航待ち 三　浦　秋　男（益田市）
小さな造船所 吉　田　　　徹（隠岐の島町）

○移 奪い合い 田　中　　　修（隠岐の島町） 奨励賞

○移 コロナ幻惑 島　川　鐵　雄（益田市）
○移 黄昏時 松　田　　　桂（大田市）
○移 絆の灯火 福　原　純　孝（益田市）
求愛 竹　内　　　功（出雲市）
夜光（椎の灯茸とヒメボタル） 迫　　　光　徳（松江市）
プロカメラマンの矜持 石　橋　克　巳（出雲市）
晩春の丘 秦　　　憲　良（松江市）

○移 帰漁 芝　原　本　修（松江市）
○移 晩秋 内　田　定　廣（奥出雲町） 奨励賞

駅にて 牛　尾　吉　郎（奥出雲町）
棚田夕景 松　崎　敏　江（奥出雲町）
初秋 若　月　康　男（奥出雲町）
小さな祈り 福　間　美代子（雲南市） 特選

出初式 伊　藤　以都子（松江市）
○移 掛戸松島 坂　根　昭　一（大田市）
○移 午後の陽光 藤　原　博　文（松江市） 奨励賞

お導き 石　原　加弥子（奥出雲町）
祭りの宵 糸　原　輝　幸（奥出雲町） 特選

春光の棚田 東　條　直　樹（奥出雲町）
フォルンフェルス 西　澤　由　英（奥出雲町）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
神前に舞う日 若　槻　明　郎（松江市）
緑の大山 正　木　哲　雄（松江市）
コンコースにて 金　田　範　由（松江市）
疫病退散 山　根　章　道（松江市） 特選

ねがい 佐々木　智　範（松江市）
異次元 山　根　麻友美（松江市）
威風堂々 長　瀬　　　祐（松江市）

○移 秋景 管　　　敏　朗（出雲市） 優秀賞

狩子の輝き 角　森　俊　一（出雲市）
大漁だね 松　岡　治　恵（松江市）
それぞれの時 秋　重　　　学（松江市） 特選

○移 孫 焼　杉　正　明（江津市）
○移 給水チーム 藤　田　昭　平（江津市）
○移 春の香り 佐々木　　　誠（江津市）
「吾亦恋」 新　田　康　彦（出雲市）
波を恋う 新　田　直　美（出雲市）
神在月 勝　部　幹　雄（松江市）
ひき潮 長谷川　公　子（安来市）

○移 初夏の漁 佐　倉　光　久（浜田市） 特選

桁下空間の陽 石　川　　　功（鳥取県）
五月の舞姫 今　岡　広　子（出雲市）

○移 密の花見 藤　井　千　富（出雲市） 奨励賞

みんな集まれ 勝　部　美智夫（出雲市）
朝の渓流 江　角　好　敏（出雲市）

○移 静寂の光 後　藤　孝　司（出雲市） 優秀賞

○移 神心 吉　田　豊　美（出雲市） 奨励賞

初めまして 稲　田　　　崇（安来市）
雨後の爽涼 石　倉　太　介（出雲市）
守り神 山　田　　　勉（出雲市）
神馬行く 高　梨　文　博（隠岐の島町） 特選

潤す 奥　村　　　茂（隠岐の島町）
雪日 木　下　時　雄（隠岐の島町）
春は曙 森　脇　勇　吉（安来市）
湖畔の夜明け 田　中　作　夫（出雲市）
これで今年も安泰 林　　　　　悟（出雲市）
夏の日の夢 原　　　憲　治（出雲市）

○移 霧の朝 川　上　政　光（出雲市） 奨励賞

深山の姫ホタル 金　﨑　　　操（出雲市）
大山早春賦 藤　井　　　諭（松江市）
コリアタウン2019 安　田　朝　行（松江市）
命の波紋 大　谷　剛史郎（飯南町）
サンカヨウ 信　藤　一　郎（飯南町）
シラサギファミリーと春田 安　田　　　勲（飯南町） 特選
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
群青 須　谷　厚　子（出雲市）
初夏走る 品　川　辰　朗（飯南町）
落陽 牧　原　　　正（飯南町）
旅立ちのとき 塚　本　順　成（飯南町）

○移 これからもずっと 河　上　　　海（飯南町） 奨励賞

秋望 米　田　直　之（安来市）
○移 古民家の親子 藤　江　真知子（出雲市） 優秀賞

○移 冬の日 森　山　典　雄（大田市）
○移 星夜の湖畔 橘　　　重　孝（大田市）
○移 今年も桜はきれいだね 堀　江　利　加（浜田市）
君は誰 岩　谷　順　子（松江市） 特選

○移 燃える秋 三　島　しげみ（出雲市） 奨励賞

春暁の船出 亀　田　由美子（松江市）
巫女 太　田　　　勤（松江市） 特選

波紋 本　田　研　治（出雲市）
秋の装い 武　田　　　清（雲南市） 特選

祝日 田　村　啓　子（松江市）
神話の空 和　田　勝　臣（出雲市）
祝日 武　田　節　朗（松江市）
晩秋 竹　下　　　朗（出雲市）

○移 路地裏 佐　藤　伸　二（出雲市） 奨励賞

木漏れ日 徳　島　義　孝（雲南市） 特選

漁師 田　中　純　子（松江市）
釣り人 内　藤　章　江（松江市）
夏の日 藤　原　あや子（松江市） 特選

若者達 坂　本　彰　男（出雲市）
レッツダンス 宮　﨑　文　恵（松江市）
終曲 原　　　浩　二（松江市）
孫 田　中　康　治（松江市）
一番列車 福　田　一　壽（安来市） 特選

須々海海岸 児　島　　　巧（松江市） 特選

縄張り争い 伊　藤　　　朗（出雲市）
勉強かゲームか 岡　　　寛　志（出雲市）

○移 怒涛 木　村　克　己（出雲市） 奨励賞

ぜいたくな日常 福　田　秀　樹（松江市）
眼力 木　村　恭　子（出雲市）
ひとりぼっち 立　花　伸　一（雲南市）
7回裏 坂　本　憲　三（松江市）
櫻宴 島　本　睦　男（松江市）
視線 岡　村　健　司（出雲市）
植えつけ 鶴　島　里　子（松江市）
親子愛 近　藤　末　美（安来市）
朝陽に輝く 門　脇　玄一郎（安来市） 特選
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
視線 石　原　康　博（松江市）
群舞 卜　蔵　　　透（安来市）
荒神祭絵巻 石　倉　貞　昭（松江市）
十三夜 細　田　恵　子（出雲市） 特選

神域 平　塚　健　藏（松江市）
鬼の舌震い　三景 周　藤　茂　男（出雲市）
stamp 渡　邊　克　彦（松江市）

○移 記憶 岩　田　　　毅（大田市） 特選

招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

ヴェネツィアにて 大　坂　　　武（松江市） 　

秋色 黒　川　政　治（松江市）
番内 黒　川　恵美子（松江市）
後継者 岡　田　文　夫（隠岐の島町）
隠岐の島町出初式 若　葉　信　幸（隠岐の島町）
恍惚 藤　原　靜　雄（雲南市）

○移 演者 根　宜　康　広（大田市）
街角 仲　佐　勝　己（安来市）
晩秋 菅　野　　　紘（松江市）
ニースの海 川　本　貢　功（松江市）
水牛 出　川　正　廣（松江市）

○移 秋の京都 尾　﨑　　　剛（浜田市）
○移 子鷺たち 尾　﨑　美　智（浜田市）
祭りの日 波　積　　　薫（松江市）
少年僧 佐々木　　　聡（出雲市）

○移 光景 常　松　利　理（出雲市）
○移 アオサギ 春　日　通　男（出雲市）
○移 凝視 吉　﨑　佳　慶（益田市）
○移 友禅 寺　澤　富美恵（益田市）
飛騨の清流 桂　川　　　亮（松江市）

○移 AQUAS（アクアス） 小　林　茂　雄（江津市）
○移 春を待つ 井　上　健　治（浜田市）
出漁 青　戸　　　繁（松江市）
捕獲 森　山　　　徹（松江市）
persons 湯　淺　　　明（出雲市）
流水 藤　江　松　男（出雲市）

○移 七夕の子 三加茂　幸　子（出雲市）
朝の軌跡 川　上　泰　正（出雲市）
早苗の頃 佐　野　弘　義（出雲市）
遠い記憶 西　尾　　　透（出雲市）

○移 悪霊退散 石　飛　桂　子（出雲市）
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題　　　　名 氏　　名 備　　考
東に一礼 三　次　巧　侑（出雲市）
天空の鳥居 森　脇　寿　一（松江市）
アスリート 井　上　　　豪（松江市）
シラカバ怪獣 酒　井　重　礼（松江市）
はる 高　野　孝　治（松江市）
神事 岡　　　一　夫（松江市）
無 西　村　賢　治（松江市）
野鯉 下　川　隆　直（松江市）
煙火 山　下　壮　一（出雲市）
深秋の明智峠 大　下　浩　昭（松江市）
満開松江城 荒　木　諭　吉（出雲市）

○移 雪化粧 盆子原　政　司（江津市）
○移 幻想美 江　川　安　夫（浜田市）
○移 磯の小宇宙 松　谷　敏　秀（浜田市）
日の出・西郷湾 前　田　　　健（隠岐の島町）
Deep	Blue 土　江　真　弘（出雲市）
里山の日 藤　原　美枝子（奥出雲町）

○移 慶日 品　川　　　功（大田市）
木洩れ日 宮　廻　親　基（松江市）


