
◆第５８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 揺れ動く 運営委員 足立　純子 倉吉市

2 夜空の花一瞬のとき 運営委員 福島　田鶴子 米子市

3 天平の優 運営委員 加藤　哲英 南部町

4 輪廻－１４９５ 審査員 ニシオ　トミジ 鳥取市

5 LIFE（自画像） 審査員 浜田　良徳 米子市

6 アルプス山麓 審査員 小谷　悦夫 米子市

7 岩の上のジュピタ・街角のビーナス 無鑑査 細川　佳成 鳥取市

8 二人（ふたり） 無鑑査 山本　惠三 鳥取市

9 ピエロの居る街 無鑑査 坂尾　哲夫 鳥取市

10 寂雨 無鑑査 谷繁　淳子 鳥取市

11 峡の村 無鑑査 櫻井　郁枝 鳥取市

12 私の村 無鑑査 中尾　廣太郎 鳥取市

13 landscape-虹 無鑑査 角　護 境港市

14 去來今 無鑑査 坂野　眞人 倉吉市

15 散華 無鑑査 越野　邦夫 北栄町

16 作品NO.０３０１ 無鑑査 物部　隆一 米子市

17 隠岐風土記考 無鑑査 清水　芳武 米子市

18 うたたね 無鑑査 入江　康子 米子市

19 景－’１４ 無鑑査 植田　邦子 境港市

20 バベル・イカロス 無鑑査 松本　文仁 境港市

21 私日記１４「６０の不安」 無鑑査 山内　信 大山町

22 毘沙門天 無鑑査 大江　昇 伯耆町

●日本画の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 夏もよう 運営委員 ●田　茅穂子 鳥取市

2 静湖 運営委員 中川　端月 琴浦町

3 赤いコーデュロイの少女 審査員 岸本　章 鳥取市

4 山に棲む 審査員 干村　恵美子 米子市

5 鬼の舌震 審査員 前田　修 伯耆町

6 白川郷の春 無鑑査 森　義光 鳥取市

7 音 無鑑査 橋本　江美子 鳥取市

8 波 無鑑査 尾崎　恭子 鳥取市

9 生きる 無鑑査 髙橋　俊子 鳥取市

10 笹子からの風景 無鑑査 梅須　洋子 米子市

◆無鑑査等作品◆



●版画の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 Sensitive Triangle 運営委員 トバ　タカユキ 倉吉市

2 作品６－８７・線の経路 運営委員 物部　隆一 米子市

3 青 審査員 わたり　弘子 倉吉市

4 地蔵堂（三徳山） 審査員 綾女　知廣 倉吉市

5 ゆるやかな風１４－４ 審査員 生田　眞 伯耆町

6 雨滝Ⅱ 無鑑査 桑田　幸人 倉吉市

7 風（風の道） 無鑑査 坂田　秀樹 倉吉市

8 向日葵 無鑑査 豊島　利通 大山町

●彫刻の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 昇華 運営委員 古市　義二 倉吉市

2 風の詩 運営委員 永江　靖幸 伯耆町

3 雲 審査員 藤田　英樹 米子市

4 CALENDARIO 審査員 入江　博之 大山町

5 悲 無鑑査 宮本　博己 鳥取市

6 想雲 無鑑査 石谷　孝二 鳥取市

7 HANASAKU-A 無鑑査 谷口　俊 鳥取市

8 透視 無鑑査 中田　繁 境港市

9 アートファニチュア 無鑑査 竹安　堯文 境港市

●工芸の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 海底の魅惑 運営委員 古澤　順子 倉吉市

2 掵露 運営委員 安藤　釉三 米子市

3 有線七宝蓋物「月影」 審査員 橋詰　峯子 鳥取市

4 風通織帯「四葩の露」 審査員 吉田　公之介 倉吉市

5 焼締窯変茜壺 審査員 山本　浩彩 倉吉市

6 白瓷面取壷 無鑑査 前田　昭博 鳥取市



●書道の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 閒中淡 運営委員 柴山　抱海 鳥取市

2 寒山詩 運営委員 名越　蒼竹 倉吉市

3 朱受新詩 審査員 石田　雲鶴 鳥取市

4 花の香 審査員 村上　千砂 鳥取市

5 春望 審査員 生田　翠龍 倉吉市

6 金子みすゞの謡　日の光 審査員 森田　尾山 米子市

7 浅緋 無鑑査 蔵多　龍子 鳥取市

8 蘇東坡詩 無鑑査 岸本　東恵 鳥取市

9 送崔融 無鑑査 瀧　峯堂 鳥取市

10 風生の句 無鑑査 住川　英明 鳥取市

11 殷堯藩の詩 無鑑査 稲垣　晴雲 鳥取市

12 月影 無鑑査 伊吹　京子 鳥取市

13 金剛不壊 無鑑査 網師本　日海 鳥取市

14 雨聲 無鑑査 岡田　游神 鳥取市

15 淡墨桜 無鑑査 岩田　輝代 鳥取市

16 源氏物語和歌３首 無鑑査 熊原　紫園 鳥取市

17 月見れば 無鑑査 山中　孤舟 鳥取市

18 夕空 無鑑査 宇野田　大● 鳥取市

19 黄鴬 無鑑査 藤田　春水 倉吉市

20 折揚柳 無鑑査 山﨑　雲外 湯梨浜町

21 晶子のうた 無鑑査 山田　美鈴 琴浦町

22 送人入蜀 無鑑査 木村　船翠 琴浦町

23 千雲萬水間 無鑑査 木村　香翠 北栄町

24 王維詩 無鑑査 岩垣　若翠 北栄町

25 萬葉集 無鑑査 徳岡　静濤 米子市

26 紅葉 無鑑査 藤山　雅鳳 米子市

27 一枚起請文 無鑑査 永井　美風 米子市

28 送樊兵曹謁潭州韋大夫 無鑑査 井尻　隆堂 米子市

29 富士山 無鑑査 八原　得安 米子市

30 送梁六 無鑑査 世川　道香 米子市

31 西行法師のうた 無鑑査 柴野　芳泉 米子市

32 秋風引 無鑑査 山田　龍香 米子市

33 大山賛歌 無鑑査 渡邉　静水 米子市

34 重過沙河有感 無鑑査 井上　和風 米子市

35 送賈文学入京 無鑑査 川辺　夕水 境港市

36 方丈記抄 無鑑査 舩原　濤軒 大山町

37 残雨 無鑑査 川添　恭郊 伯耆町



●写真の部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 California Snap 運営委員 中山　哲史 八頭町

2 午後の街角 運営委員 岩下　直行 米子市

3 リボン 審査員 佐々木　節枝 鳥取市

4 HeLLo.HeLLo.HeLLo!! 審査員 川﨑　俊行 湯梨浜町

5 異風景 審査員 長谷川　公夫 米子市

6 路上 無鑑査 川上　靖 鳥取市

7 私風景 無鑑査 霜村　大之進 鳥取市

8 ファンティエットの朝（ベトナム） 無鑑査 杉本　雅美 鳥取市

9 権現の森 無鑑査 川口　隆範 鳥取市

10 裏方の道具 無鑑査 河村　隆 智頭町

11 桜祭りの余韻 無鑑査 山本　浩一 湯梨浜町

12 古色蒼然 無鑑査 新　勝人 琴浦町

13 夏の日 無鑑査 小田原　利典 米子市

14 和傘浜干し 無鑑査 福島　多暉夫 米子市

15 誰もいない作業場 無鑑査 生田　英明 日野町

16 caution 無鑑査 宮本　香子 江府町

●デザインの部●

番号 題　　名 区分 氏名又は雅号 住　所

1 松長月壽修 審査員 植木　誠 鳥取市

2 重紙柱Ⅴ 審査員 勝部　忠正 米子市

3 ペンギン 無鑑査 山本　俊博 鳥取市

4 曖昧さに箱 無鑑査 岩成　昭則 倉吉市

5 言葉 無鑑査 宗内　彰志 米子市


