
15彫　刻

（総　評）  本年は出品数が24点で、ほぼ例年並みでした。小品が多く、作風は穏やかなものが
多いように感じました。
家族愛の表現、自然界の萌芽や形の面白さに魅せられての表現、ユーモアのある民
謡風な世界の表現、自己の生き方の表現等バラエティに富んでいます。また、学生さ
んの出品もあり将来が楽しみでもあります。
審査の結果、今回、最高賞である知事賞については該当作を見出せませんでしたが、
金、銀、銅の各賞につきましては審査評をご一読いただき、鑑賞の参考にしていただ
けたらと思います。
 （文責　山岡　弘廸）

金　賞　○移 思
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いふくらみ 立
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（江津市）

彫刻用粘土で作った原型を石膏で型取りし、再度粘土を練りこみながら型に詰め込
んで作られた作品です。テラコッタにこだわり、その素材と焼成の変化の面白さを追
求し続けてこられたことを強く感じます。植物の持つ生命力をテーマに、今後とも形
の追及をされることを期待しています。 （文責　山岡　弘廸）

銀　賞　○移 Mother 尾
お

　添
ぞえ

　　　昇
のぼる

（出雲市）

木漏れ日の中に発見した木の実の発芽に大いなる元気をもらった感動が忘れられず、
未来を志向する形態に表現しようとの意思が感じられ、勇気をもって大胆に造形され
ており、リズム感にも富んだ労作となりました。 （文責　山岡　弘廸）
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（大田市）

永きにわたり母子像をテーマに親子愛を追求されています。見る角度によって、動
静と強弱を同時に感じることのできる不思議な作品です。作者は母親が子供を守る姿
の表現に納得のいくものを感じます。次回の作品も母性愛をテーマにした抽象形態で
展開されるのが楽しみです。 （文責　山岡　弘廸）

彫刻 応募点数 20点
入賞点数 6点
入選点数 14点

招待作品 4点
展示点数 24点
○移は移動展出品作品

14 デザイン

題　　　　名 氏　　名 備　　考
妄想海路 勝　田　優　介（松江市）
着座するマスクをした女性～魂と記号との融合～ 福　島　　　蕾（安来市）
安らぎの時間 はやし　まりこ（松江市）
焼き芋 NAJCHEVSKA RUMENA（松江市）
SHIMANE VIEW AFSAR AZAD（松江市）
輝 清　水　萌　音（松江市）
やっと会えたね！ 前　迫　ひとみ（松江市）
ブラック？ 西　村　仁　伸（松江市）
おとぎ話のねずみ 加　藤　佳　朋（松江市）
私の居場所 池　田　陸　翔（安来市）
銀の海 内　藤　愛　兼（大田市）
瓦礫から出づる命 森　脇　玄　太（浜田市）
Let's go fi nd ！ 小　谷　朋　美（松江市）

○移 国引き神話 嘉　本　光　留（出雲市） 島根デザイン連盟奨励賞

ここにいます さ　か　さ　び（松江市）
八雲立つ須我神社 宮　廻　知　弥（出雲市） 島根デザイン連盟奨励賞

いなさのはま 福　田　裕　貴（出雲市）
日御碕灯台と一緒に 杉　原　純　心（雲南市）

招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

Quintet 石　野　　　眞（松江市）
○移 MUSHI- 4 寺　尾　　　堂（益田市）
ナウ・ザ・タイム 近　藤　　　隆（安来市）
イラストレーション 遠　藤　　　毅（雲南市）
呼応 小　原　恭　子（松江市）

○移 白菜の独り言 内　田　京　子（奥出雲町）
○移 百歌花暦－木蓮－ 奥　　　美奈子（大田市）
地面効果翼機MA-OⅪ 春　日　謙　一（松江市）
underground 錦　織　秀　行（雲南市）
Calligraphy 野々内　政　美（松江市）
笑うカンコーT　Kwaidan　IYAKUMO 平　江　　　透（松江市）
笑うカンコーT　YALISUGIBUCI　アラエッサッカー 平　江　　　透（松江市）
ネット依存の闇 秋　國　紋　子（出雲市）
Faraway 品　川　良　樹（松江市）
Sea Water 柳　楽　武　臣（出雲市）

○移 MADOROMI 原　　　真　人（松江市）
花束 稲　田　通　子（松江市）
再会 A　k　u　t　o（鳥取県）

○移 2021見る見るじっと見る「Take a closer look at 2021」 玉　木　喜久代（出雲市）
涙ノ向コウ 吉　岡　さつき（安来市）
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招　待
題　　　　名 氏　　名 備　　考

○移 ボク 山　岡　弘　廸（出雲市）
○移 飛跡 松　本　健　志（出雲市）
○移 あうん 田　中　俊　睎（江津市）
○移 陽だまり 近　田　裕　喜（安来市）

16 彫　刻
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は る

か 松
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　伸
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（出雲市）

ふくよかでのどかさを感じさせる作風です。体幹部のボリューム感は豊かさをたた
えて安定感があります。頭部の小ささが、体全体に雄大さを与えています。
顔の表情は遥か彼方をにこやかに望んでいるようで、のびやかな作風となっています。
 （文責　山岡　弘廸）

銅　賞　○移 春
は る
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た。 郷
ごう
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　　　勝
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（江津市）

硬い欅（けやき）材を自身の感覚で、一彫り一彫りと丹念に制作を進めた親子亀で
す。細かなしわの作り込みに至るまで根気さがうかがえます。長寿を願った物語を感
じる労作からは、楽しみながら作ったことが伝わってくるようで生きる喜びを感じさ
せてくれます。 （文責　山岡　弘廸）

銅　賞　○移 雑
ざ っ

草
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 佐
さ

　藤
とう

　信
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　光
みつ

（安来市）

一心に草の根を引く姿にその人生を重ね合わせ、地面と人体を一体化させた造形に
よって力強く表現されています。作品の表面に無数に開けてある小さな穴の風合いか
らは、大地に向き合い格闘するかのような意思が感じられます。 （文責　山岡　弘廸）

入　選
題　　　　名 氏　　名 備　　考

ピーマン 伊　原　晴　花（雲南市） 高校生出品　文化芸術次世代育成支援事業

夏の人 山　本　千　陽（奥出雲町） 高校生出品　文化芸術次世代育成支援事業

カボチャ 竹　内　乃　保（松江市） 高校生出品　文化芸術次世代育成支援事業

猛虎 原　　　増　男（出雲市）
小さきもの 田　部　温　子（松江市）
ショートヘア 大　畑　　　敬（松江市）

○移 河童の祈り 佐々木　　　孝（浜田市）
自然の恵 山　岡　優　心（松江市）

○移 時を待つ 立　花　　　航（江津市）
○移 見つめ愛 佐々木　柳　子（江津市）
愛情たっぷり 南　波　隆　之（松江市）
ただいま露出度100％ 南　波　隆　之（松江市）
あの夏に思いを寄せて 丸　山　穂野花（松江市）
市松大根 佐　藤　信　光（安来市）
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