
◆第５２回鳥取県美術展覧会 無鑑査作家等作品一覧◆

●洋画の部●

番号 題 名 区分 氏名又は雅号 住 所

1 輪廻－088・阿（手の平でふれてごらん下さい） （運） ニシオ トミジ 鳥取市

2 澄寂 （運） 坂野 眞人 倉吉市

3 韻・まつりのあと （審） 上田 敏和 鳥取市

4 ある矩形がある （審） 足立 純子 倉吉市

5 刻 （審） 入江 康子 米子市

6 紙風船 （無） 中尾廣太郎 鳥取市

7 山岳冬景 （無） 安東 尚文 鳥取市

8 桜 （無） 櫻井 郁枝 鳥取市

9 街 （無） 坂尾 哲夫 鳥取市

10 一隅・・・残暑 （無） 山本 惠三 鳥取市

11 祈・翔 （無） 谷繁 淳子 鳥取市

12 夜のうた （無） 伊藤 正雄 鳥取市

13 野 （無） 酒井 俊和 倉吉市

14 寂静 （無） 越野 邦夫 北栄町

15 Road （無） 細川 佳成 鳥取市

16 私日記（2008・ジャパン） （無） 山内 信 大山町

17 スンム（僧舞） （無） 川上晋次郎 米子市

18 景 （無） 植田 邦子 境港市

19 水車小屋だより （無） 福島田鶴子 米子市

20 アルプス山麓 （無） 小谷 悦夫 米子市

21 life （無） 角 護 境港市

22 樹 （無） 稲倉 広 米子市

23 牛舎での親仔 （無） 大江 昇 伯耆町

24 断層 （無） 前田 進 米子市

25 LIFE （無） 浜田 良徳 米子市

26 Y高校１棟D教室 （無） 清水 芳武 米子市

●日本画の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 夏泊 （運） 岸本 章 鳥取市

2 刻 （審） 寺島 節朗 鳥取市

3 春の川 （審） 森 義光 鳥取市

4 春の訪れ （審） 家森 俊彦 琴浦町

区分の(運)は運営委員、(審)は審査員、(無)は無鑑査を表す。



5 水ぬるむ頃 （無） 吉田茅穂子 鳥取市

6 廃船 （無） 尾崎 恭子 鳥取市

7 花蓮 （無） 梅須 洋子 米子市

8 大山、南 （無） 干村えみ子 米子市

9 大紫露草 （無） 湊 久子 米子市

10 極楽浄土 （無） 田中 深 米子市

11 月明 （無） 松島 曻 米子市

●版画の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 エナジⅢ （運） 坂田 秀樹 倉吉市

2 その向こう側・０８－A （運） 生田 眞 伯耆町

3 白壁博物館Ⅱ （審） 綾女 知廣 倉吉市

4 花 （審） 稲倉 広 米子市

5 緑風奥山 （無） 栃本 重夫 若桜町

6 Eros Thanatos （無） トバ タカユキ 倉吉市

7 白川郷民屋 （無） 豊島 利通 大山町

8 堆積 （無） 原 夫 米子市

●彫刻の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 湖虹 （運） 石谷 孝二 鳥取市

2 私の羽衣伝説 （運） 奥谷 俊治 北栄町

3 宙間体 II （審） 谷口 俊 鳥取市

4 水の詩 （審） 永江 靖幸 伯耆町

5 CALENDARI （審） 入江 博之 大山町

6 旅 （無） 宮本 博巳 鳥取市

●工芸の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 白い波 （運） 古澤 順子 倉吉市

2 母雨 （運） 安藤 釉三 米子市

3 淡紅白瓷面取壷 （審） 前田 昭博 鳥取市

4 草文飾り布 （審） 吉田公之介 倉吉市

5 焼締窯変茜壺 （審） 山本 浩彩 倉吉市

6 絵絣、陽だまりの中で （無） 安陪 寿恵 鳥取市

7 桑造合子 （無） 森脇 信夫 米子市



●書道の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 寺山修司の句 （運） 住川 英明 鳥取市

2 釋愚庵詩 （運） 石田 雲鶴 鳥取市

3 干謙の詩 （審） 稲垣 晴雲 鳥取市

4 放哉の句 （審） 柴山 抱海 鳥取市

5 曹松詩 （審） 名越 蒼竹 倉吉市

6 雲はやく （審） 柴野 芳泉 米子市

7 春道列樹の歌 （無） 蔵多 龍子 鳥取市

8 ガイナーレ鳥取に贈る （無） 森田 尾山 米子市

9 間思 （無） 岸本 東恵 鳥取市

10 金子兜太の句 （無） 網師本日海 鳥取市

11 海天萬理 （無） 徳岡 静濤 米子市

12 発南陵 （無） 川辺 夕水 境港市

13 落日樓臺 （無） 岡田 静波 境港市

14 増鏡・新島守 （無） 古沢 宕邨 米子市

15 秋草 （無） 伊吹 京子 鳥取市

16 水引の花 （無） 藤山 雅鳳 米子市

17 寂光土 （無） 宇野田大卿 鳥取市

18 夏の月 （無） 村上千津子 鳥取市

19 白百合の （無） 山中 孤舟 鳥取市

20 秋の風鈴 （無） 岩田 輝代 鳥取市

21 一輪明月 （無） 岡田 游神 鳥取市

22 緑響く （無） 瀧 峯堂 鳥取市

23 恕 （無） 上月 守鶴 鳥取市

24 岳 （無） 小林 直樹 鳥取市

25 老鶴一聲 （無） 水谷 鴨村 倉吉市

26 卆寿 （無） 塚根 東翆 倉吉市

27 時與道人語 （無） 藤田 春水 倉吉市

28 聖製従蓬莱向興慶 （無） 井尻 隆堂 米子市

29 泉聲 （無） 米田 香翠 倉吉市

30 司勳盧員外に寄す （無） 山崎 雲外 湯梨浜町

31 王翰詩 （無） 岩垣 若翠 北栄町

32 秋夜宿 （無） 木村 香翠 北栄町

33 春夜洛城聞笛 （無） 八原 得安 米子市

34 黄葉 （無） 川添 恭郊 伯耆町

35 宿螢公禪房聞梵 （無） 木村 船翠 琴浦町

36 鵞山登 （無） 世川 道香 米子市

37 間居有感 （無） 船原 濤軒 大山町

38 劉長卿詩 （無） 永井 美風 米子市



39 村雪夜坐 （無） 山田 龍香 米子市

40 春鴈 （無） 井上 和風 米子市

41 星の夜 （無） 渡邉 静水 米子市

●写真の部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 夏の記憶 （運） 杉本 雅美 鳥取市

2 傾聴 （運） 山本 浩一 湯梨浜町

3 風のような記憶 （審） 川口 隆範 鳥取市

4 午後の静物 （審） 川﨑 俊行 湯梨浜町

5 晴れた日 （審） 渡里 彰造 米子市

6 天空に乱舞す （無） 沖 正 鳥取市

7 木造校舎 （無） 中山 哲史 八頭町

8 水面 （無） 川上 靖 鳥取市

9 私風景 （無） 霜村大之進 鳥取市

10 鶏頭 （無） 佐々木節枝 鳥取市

11 My House （無） 河村 隆 智頭町

12 良風美俗 （無） 新 勝人 琴浦町

13 海抜 ０ｍ マングローブ 海抜 ４２０５ｍ マウナケア （無） 前田 孝順 三朝町

14 無言の絆 （無） 三村 節夫 倉吉市

15 小さな港 （無） 長谷川公夫 米子市

16 時代まつり （無） 常藤美代子 米子市

17 花にかんざし （無） 今井サトル 米子市

18 fall （無） 宮本 香子 江府町

19 不規則な空間 （無） 岩下 直行 米子市

20 憂愁 （無） 生田 英明 日野町

21 尾道で （無） 小田原利典 米子市

22 農村の声 （無） 福島多暉夫 米子市

23 １×３の風景 （無） 藤田 廣美 境港市

●デザインの部●

番号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 わたしたちは、みんなメスです。 （運） 足立 佳茂 鳥取市

2 ヴィーナス－08 （審） 山本 俊博 鳥取市

3 集散○△□Ⅴ （審） 勝部 忠正 米子市

4 机の上 （無） 雀 撞鐘 倉吉市

5 JIGEN （無） 宗内 彰志 米子市



◆第５２回鳥取県美術展覧会 入選作品一覧◆

●洋画の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 深夜を刻む月 川﨑 悟志 鳥取市

2 集いの一頁 浦島 一昌 鳥取市

3 刻 今嶋 進 鳥取市

4 湖山池 春の足おと II 金宮 勝洋 鳥取市

5 さくら 森脇みつゑ 鳥取市

6 宅配便にて 池長加佳子 鳥取市

7 繕い 山下 夏江 鳥取市

8 K嬢（No.Border） 伊藤 広美 鳥取市

9 想い 小寺 政恵 鳥取市

10 遠い日 田村 恵子 岩美町

11 砂丘のラッキョウ畑 小林 淑夫 鳥取市

12 潮騒 浦富海岸 佐古 忠義 鳥取市

13 夏の日 山田紀美子 倉吉市

14 樹 東本 登 鳥取市

15 牛舎もまた楽し 森本 正枝 八頭町

16 逢う日 城戸 昭人 岩美町

17 想 田中 廣子 倉吉市

18 ジンバブエの女 福田 隆 鳥取市

19 ひととき－II 北村 辰彦 鳥取市

20 樹幹 山添 文枝 鳥取市

21 キャンプ場のコロボックル 佐伯恵美子 鳥取市

22 スイカのある卓上静物 足立真由美 鳥取市

23 鳥たちのいる部屋 桝田 修 鳥取市

24 百日紅の咲く頃 松森 良樹 鳥取市

25 おだやかな午后 加藤やよい 鳥取市

26 風雪にたえて 吉村 若子 三朝町

27 明日がある 伊藤 御杖 倉吉市

28 鮗に想う 山﨑 旭高 湯梨浜町

29 comignolo 伊田 充雄 倉吉市

30 日暮れ 新 裕美 琴浦町

31 星に願いを 山際 雅之 倉吉市

32 cosmic harmony Kendai 倉吉市

33 せいめい 林保菜美 北栄町

34 カジュアルMusic 谷原 美希 北栄町

35 古代想，０８ 山下 聖二 北栄町

36 フライパン協奏曲 田辺美喜恵 倉吉市

37 バザールのひと 杉本 隆喜 伯耆町

38 遥けきこと 妹尾 衛 江府町



39 ひととき 園 哲雄 米子市

40 春陽 尾沢 昇 米子市

41 想う 光木 桂二 境港市

42 穏やかな港口 佐島 征 境港市

43 刻 角 勝子 境港市

44 船だまり 遠藤 洋子 境港市

45 日野川は眠らない 浜野 洋一 米子市

46 野の景 松本 恵子 境港市

47 心壊れる 瞬間 松本 学 米子市

48 海の旋律 北迫多津子 境港市

49 営み（五箇山） 高塚 浩樹 米子市

50 N町の夏 影山 裕美 米子市

51 牛骨のある静物 岩指 朱夏 米子市

52 夏の日の一瞬 J ・トーサキ 米子市

53 母 瀬濃 一雄 米子市

54 早春の北壁（大山） 清水 邦雄 米子市

55 猫のいる部屋 福田 琴江 大山町

56 彩り 米原貴志子 米子市

57 真夏の日差し 木村 淑子 米子市

58 午後の陽ざし 須山 佑子 米子市

59 追想 南家 啓子 境港市

60 大山№１ 林 恵美子 伯耆町

61 晩冬 安藤 慶子 大山町

62 花信 竹安 堯文 境港市

●日本画の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 故郷 西村 都 鳥取市

2 いつも二人で 竹内小百合 鳥取市

3 収穫の後で 糸谷まさ子 岩美町

4 高秋 清水伊佐子 鳥取市

5 牡丹 北川 澄江 八頭町

6 故山悠久 藤原 古城 智頭町

7 豊の秋 窪田 和子 鳥取市

8 仁王か！ 三枝 通天 鳥取市

9 遅春 中川 端月 琴浦町

10 境水道を跨いで 小掠けい子 伯耆町

11 遊泳 野口 昭子 伯耆町

12 壺 隠岐村津守 米子市

13 こんにちは じゅりちゃん！ 国野 愛蘭 大山町

14 木馬 頭本 俊子 日野町

15 仲よし（トルコ） 小松原英子 米子市



16 阿弥陀如来と菩薩立像（浄土寺） 前田 修 伯耆町

●版画の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 風雪に耐えて－賀露の大エノキ－ 谷上 一明 鳥取市

2 Moji－３ 三谷 昇 倉吉市

3 祈りの前 石脇 正江 倉吉市

4 花咲くころ 小田加代子 倉吉市

5 野生の悦び 長田 充 米子市

6 寒 弛む 秋山 龍之助 大山町

7 自画像 藤森 泰香 琴浦町

8 ふき 伊達 優子 米子市

9 勾配25/1000を快走するD511号 水原 清美 米子市

●彫刻の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 ゆったり至福の調べ 新井 秀 鳥取市

2 千紘の夢のせて 牧野 豊二 鳥取市

3 T氏像 石坂 道正 境港市

●工芸の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 白牡丹 谷口由希子 鳥取市

2 楽園 安田美智子 鳥取市

3 藤絵壷 西根絵理子 鳥取市

4 竹籠彫刻文壷 原田 淳子 鳥取市

5 灰釉花入 豊田喜一郎 鳥取市

6 揺らぎ 高田 雅子 鳥取市

7 紫陽花のころ 川口 達子 鳥取市

8 釉彩掛分壷 坂本 章 鳥取市

9 麒麟獅子香炉 片田 早苗 鳥取市

10 象嵌花火 丸山 修一 八頭町

11 仕口紋2008 山口 邦子 鳥取市

12 掻落しニューサイラン文花器 小山 縁 鳥取市

13 茶金釉壷 中本 茂晴 北栄町

14 雪の故郷 吉田 京子 三朝町

15 白化粧点紋焼締花器 藤井 孝幸 倉吉市

16 線紋象嵌大皿 須藤 久夫 米子市

17 象嵌織部壺 山根 美代 米子市

18 篝火 瀧田 昌世 米子市

19 Sea jewel～波～ 川北 洋子 米子市



●書道の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 西遊記第九回 硯 健一 鳥取市

2 源氏物語和歌集 小林 松風 鳥取市

3 薄ぐもり 橋本 綏子 鳥取市

4 淡雪 木下 智子 鳥取市

5 鳥の聲 足立 恵世 鳥取市

6 もみぢばを 八木谷悦子 鳥取市

7 青き果 木下美佐恵 鳥取市

8 草の露 石破 美幸 鳥取市

9 梅の香 中本 康恵 鳥取市

10 高青邱詩 杉原 如春 米子市

11 さまざまに 森本 富子 鳥取市

12 小村 井田 仙山 米子市

13 訪梅谷和尚 野坂 新陽 米子市

14 漢古詩 松島 木洞 鳥取市

15 白梅 吉谷万沙子 鳥取市

16 沈廉の詩 栂尾 裕雪 鳥取市

17 司空圖詩 西川 清柳 米子市

18 歓喜 中山美沙子 鳥取市

19 秋雨 松尾 裕子 鳥取市

20 桐柏觀 舩越 小波 大山町

21 習静 小谷 藤風 米子市

22 広勝寺に題す 原田 紫柳 米子市

23 陸游の詩 山中 瑤真 米子市

24 おむすび 中澤 秀風 米子市

25 秋風 木村 仁愛 米子市

26 元帝詩 大前 誠 伯耆町

27 九日登仙臺 尾崎 聴砂 鳥取市

28 奉和春初 小板 玉苑 境港市

29 杜甫詩 柴田 玉汀 米子市

30 愛の星 奥田 花夕 大山町

31 念彼観音力 石原 秀海 岩美町

32 ほととぎす 小板 柳香 境港市

33 太原 角田 栄芳 大山町

34 白雲寺他四首 飯綱 禾穂 米子市

35 人遊人 山根 亮海 鳥取市

36 八重葎 井上 聖子 鳥取市

37 元好問詩 武田 葉苑 鳥取市

38 舒位詩 小柴 玉泉 鳥取市

39 方朝詩 西尾 白汀 鳥取市

40 李太白詩 谷口 留仙 鳥取市



41 袁枚詩 中山 秀泉 鳥取市

42 朱長春詩 前田 翆波 鳥取市

43 郝吉甫 室 下田 洋花 八頭町

44 梅村與雲壑會宿 小宮 東秋 鳥取市

45 放哉の句 中野 志抱 鳥取市

46 張説詩 小谷佐知子 鳥取市

47 もみじ 竹内 和子 鳥取市

48 秋草の花 川木 圭子 鳥取市

49 うすくこく 永田 英子 鳥取市

50 秋興 大谷 松翠 琴浦町

51 秋興 坂本 泉翠 琴浦町

52 易台 生田 珠翠 琴浦町

53 宿瑩公禅房聞梵 遠藤 妃翠 米子市

54 経周処士 穐山 優水 北栄町

55 梁園 堀 春亭 倉吉市

56 江寒 山根 恵郊 伯耆町

57 與君伯氏別 足達 美州 北栄町

58 樓鼓 西古 春堂 米子市

59 哀江頭 大窪 翠村 倉吉市

60 薄雲高峯 笠見 梅香 北栄町

61 海津 廣田 憩亀 倉吉市

62 贈王判官 道祖尾良苑 北栄町

63 古今和歌集抄 高島 高子 米子市

64 とりどりに 瀬崎 恭子 伯耆町

65 斉藤茂吉の歌 上田 君子 米子市

66 蛍と雀 岩田 悠玉 米子市

67 題二碧蟬花一 柴崎 紅葉 米子市

68 林慮南樓 阿部 恵勝 境港市

69 杜仁傑之詩 秋庭 華芳 境港市

70 秋日 渡辺 緑風 米子市

71 良寛歌二首 吉岡 芝香 米子市

72 一番星 春名ますみ 米子市

73 中秋の夜 木村 碧秀 境港市

74 雄渾豪邁 遠藤米子人 米子市

75 楊雄 原 碧翠 米子市

76 寄杜仲梁 藤居 朱香 米子市

77 玉峰 松川 玲翠 米子市

78 楊綵詩 金田 芳州 伯耆町

79 銭安詩 清水 秀峰 大山町

80 楊素詩 野本 春苑 米子市

81 登臨酒面 長谷川千代 米子市

82 楊素詩 黒見 豊園 米子市



83 論語之句 松田 泰軒 境港市

84 帰去来 松田 桂翠 境港市

●写真の部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 少年野球 吉澤幸太郎 鳥取市

2 瞬彩 山下 純一 鳥取市

3 暦 近藤みどり 鳥取市

4 祭りの日 前田 重雄 鳥取市

5 砂丘点描 南波 正 鳥取市

6 薫風 森田さぶろう 鳥取市

7 家路 谷口 麗子 鳥取市

8 語らい 谷本 俊実 鳥取市

9 夏の追憶・２００８ 谷岡 幸江 鳥取市

10 生きる 高田 啓一 鳥取市

11 ある日 ある時 新谷みゆき 伯耆町

12 視線 小谷 有里 八頭町

13 街角に残した思い出 坂田 恭介 鳥取市

14 神域 田口 雅美 鳥取市

15 球との戯れ 松田 晃幸 鳥取市

16 生きる 城戸 昭人 岩美町

17 八月のかなしみは －愛犬リンスを悼む－ 松岡 一 鳥取市

18 すずめの水浴び 梶川 宗治 鳥取市

19 みなも 時本 景亮 鳥取市

20 本面と子ども 圓井 宣雄 八頭町

21 ブルーな日 東田 義博 鳥取市

22 春陽 山脇 賢治 倉吉市

23 暮れゆく牧場 高田 次朗 倉吉市

24 面 戸田 昇 琴浦町

25 踊り終えて 植田 英雄 湯梨浜町

26 砂浜に咲いた！ 池上 憲文 倉吉市

27 樹氷 山根 喬市 倉吉市

28 五月の童詩 河本 正美 湯梨浜町

29 夜空に咲く赤い花 朝倉 雅仁 倉吉市

30 痕跡 基常 忠男 米子市

31 お獅子もういったよ 久葉テル子 大山町

32 イマージュ 安養寺 亨 伯耆町

33 浮遊 石飛 忠昭 米子市

34 街角の憂い 尾田 達雄 米子市

35 少女 大田 和夫 米子市

36 もう一人の自分 澤下 由里 南部町

37 クリスマスイブ 後藤 栄 伯耆町



38 街の片隅 朝井 章二 境港市

39 片隅の光景 瓜生 幸恵 米子市

40 「シー！・・・」 山本 静惠 米子市

41 七色の風 大塚 泉 伯耆町

42 花より華へ 和多 寛明 米子市

43 ある形の光景 山本 学 境港市

44 姉妹 牧田 教介 日野町

45 斜光の頃 原田 良子 米子市

46 南風 石井 盛夫 米子市

47 昼下がり 藤田 亀寿 米子市

48 視線 近藤 泰造 米子市

49 漁村の老婦 松本 利秋 日野町

50 昼下り 長谷川利子 日野町

51 虚影 阿部 禎男 境港市

52 予感 足立 智子 米子市

53 ある日の記憶 岡田 美里 伯耆町

54 影絵 石丸なつ子 米子市

55 片隅の光景 北野 正 境港市

56 棚田の目覚め 大森 博 米子市

57 異光景 角 尚子 米子市

58 サマータイム 前田 智博 米子市

59 わんぱく曜日 湊谷 紀子 大山町

60 追憶の行方 佐藤 寛治 米子市

61 素顔 宗内 彰志 米子市

62 散歩道 野上 章 米子市

63 悲しみの日 栢木 茂貞 境港市

64 春と夏 高田 允克 米子市

65 時代の扉 浜田 幹也 境港市

66 初夏の刻 足立紀美子 米子市

67 歩む 吉田 成年 米子市

●デザインの部●

番 号 題 名 氏名又は雅号 住 所

1 心のやすらぎ 小谷 陽一 鳥取市

2 六月の雨 中川 幸枝 鳥取市

3 麒麟 小林 彩 鳥取市

4 未来へ 小椋 忍 北栄町

5 あなたの夢は何ですか？ 佐伯 明美 琴浦町

6 DREAM EATER 坂出 優 倉吉市

7 Captive 中村衣理奈 湯梨浜町

8 いのち 福田 久美 倉吉市

9
Who is that stayed into our garden?
迷い込んだのはだあれ？ 尾﨑由佳里 八頭町



10 EaRtＨ 金谷 美穂 鳥取市

11 Stillness of the night 山田亜優子 鳥取市

12 Where is your favorite country ? 山﨑菜穂美 湯梨浜町

13 フルーツ 加藤 珠美 境港市

14 犯罪ヤ薬カラ子供ヲ守レ 永栄万紀子 南部町

15 みつけた！ 松本美咲 米子市

16 精霊 長谷川里絵 米子市

17 私の４３７の世界 木上友紀子 米子市


