
番号 作者 作品名 番号 作者 作品名 番号 作者 作品名 番号 作者 作品名
1 一戸徳明 ひげ 52 松浦繁 守り神 103 大沢瑠風 消防車と働く人 154 海老沼唯 ドラキュラのお城
2 一戸徳明 ウインク 53 松浦繁 ふくろう 104 後藤雅之 私を見つけて 155 平子和弘 無題
3 岸本茂 無題 54 小川実 きり株 105 大島一郎 つつじ 156 佐藤浩央 無題
4 鶴貝典子 無題 55 後藤毅 カップ 106 久郷守一 今日の気分 157 川村拓也 コトバの連鎖
5 長谷川稔 無題 56 秋山俊也 ダンス 107 菅谷真一 きれいな瓶 158 野口敏久 点々
6 鈴木和江 無題 57 松村岳 風 108 平良広海 色の整列 159 鶴岡一義 無題
7 高木利也 無題 58 奥野春美 顔 109 中森和秀 すいせんの花 160 佐藤剛、小山健太 無題
8 東竜飛 カモミール畑の少女 59 海老澤留美子 私の絵　赤 110 中森和秀 みんなと一緒 161 白田直紀 うさぎ
9 戸苅宏二 ありとてんとうむし 60 浅田奈央 いか 111 村田和司 にわとり 162 じゆうに（金子慎也他） ニギリ
10 戸苅宏二 くぬぎの木のレストラン 61 大沢征子 月の涙 112 吉田政行 私の宝物 163 足立直久 きつね
11 春日一志 オニオン 62 小柏龍太郎 光（金） 113 大沼一展 落ち葉 164 岡田亜弓 四季
12 春日一志 オリーブ 63 相川洽 ビーナスたち 114 大沼一展 花 165 中山裕美 無題
13 谷本光隆 パリの夜 64 中村悠子 フェアリー 115 神山悦雄 色々な瓶 166 大橋直行 パズル
14 谷本光隆 私が一番美しい 65 鹿島慶晶 海のなかまたちⅡ 116 神山悦雄 野菜いっぱい 167 関翔平 レインボーフレンド
15 下田孝 ホワイトの海 66 川島直人 県南の街足利「コーヒー・アラジン」 117 佐藤秀樹 夏の思い出 168 齋藤裕一 ドラえもん
16 下谷孝則 クツ（２） 67 川島直人 県南の街足利「蔵王さまのパンジュウ」 118 神戸久美子 無題 169 齋藤裕一 ポケモン
17 下谷孝則 クツ（３） 68 川島直人 県南の街足利「足利市巴町の街並み」 119 伊東昇 無題 170 小森谷章 織り
18 佐伯良樹 生命誕生 69 尾崎文彦 ねこ 120 山田直哉 無題 171 西川泰弘 花
19 佐伯良樹 ギョ・魚 70 尾崎文彦 時計 121 山田直哉 無題 172 佐々木華枝 安藤くんの車椅子
20 今村花子 ２０１０・５・８ 71 尾崎文彦 ゴーヤ 122 山田直哉 無題 173 佐々木華枝 梅田さんの自転車
21 安藤和弘 仲間達 72 宮田佳代子 教会と街の夕日 123 滝川高志 僕の大好きな石原裕次郎 174 渡邉あや 飛行機
22 北原孝志 心 73 稲田萌子 無題 124 前田泰宏 鯉Ⅰ 175 渡邉あや 飛行機
23 堀内和人 やかん 74 風間香穂 きりん 125 前田泰宏 鯉Ⅱ 176 三角賢治 彼岸花
24 小田茂 無題 75 野澤直樹 先輩 126 中井孝 無題 177 納田裕加 飛行機の人形みたいなやつ
25 長塚均 命の樹 76 中村良三 色々な思い出 127 神田繁 野菜いっぱい 178 納田裕加 顔の国
26 長塚均 ひめゆり 77 中村良三 回想 128 東本憲子 無題 179 田中悠紀 茶太郎
27 辻井純一 作品Ａ 78 柳剛 白いサル 129 近藤英樹 茶わん 180 田中悠紀 ズーミン
28 祐谷敦志 つかまえた 79 野沢高広 ライオン 130 高柳英敏 ハクションだいまおうのつぼ 181 横山明子 ピンクレディ
29 藤山真佐子 夕闇せまる空 80 大波文夫 思い出の町 131 飯田達也、吉澤さやか 無題 182 横山明子 メガネ
30 中田欽也 さかな、出目金 81 大波文夫 町の夜 132 伊藤千晶 花裂き織 183 大倉史子 いちご
31 希望の家絵画教室Ｃ班 ５月の風の中で 82 木村良治 水色の時 133 遠嶋裕貴 海.・太陽・緑 184 大倉史子 アメリカンチェリーさくらんぼ
32 雪竹勝好 メメントモリ 83 磯部涼 未来の車 134 大谷純子 ビリーブ 185 佐々木省伍 はっぱ
33 山口修平 ニシムラサキエボシドリ 84 磯部涼 未来の車 135 岡田英二郎 カタマリ 186 佐々木省伍 あじさい
34 山口修平 ミシシッピーワニ 85 磯部涼 モナリザ 136 桝本吉隆 木 187 佐々木省伍 箱
35 冨山理亜 きのこちゃん 86 川戸由紀 無題（渋谷＋ミッキー・ミニー） 137 大谷純子、吉澤さやか お花畑 188 柴田鋭一 せっけんのせ
36 田中萌々子 ワオキツネザル 87 青木芳江 ものさしつかいました 138 伊藤晴康 景色 189 野田夢友 無題
37 田中萌々子 花とガ 88 荒井麻理子 ましかくせん　さんかく 139 鴨志田浩二 カメさん 190 水野泰夫 家
38 石川広宣 魔よけの仮面 89 荒井麻理子 まるさんかくしかく 140 小林幹夫 鉄道雑誌再構築 191 三沢隆 冬から秋へ
39 島田基子 なし 90 樋口まみ さくら 141 千葉礼子 キツツキ 192 三沢隆 花
40 島田基子 チンゲンサイ 91 池嶋泰子 無題 142 千葉礼子 らいちょうたち 193 坂本キワ 無題
41 藤野工 グリーン 92 高橋美帆 めいっこの絵本 143 伊藤勝弘 ロングホーン 194 山田正代 お花畑へＧＯ！
42 榧維真 合体獣Ⅱ　水中ぐも 93 澤田隆司 地図 144 鈴木アキ子 私（自画像） 195 沼沢実 氷うり
43 村山太一 さくら 94 佐田かおり 無題 145 鈴木アキ子 きゃべつとなっぱとちょうちょ 196 宮崎寿 無題
44 村山太一 作品１ 95 上杉結喜子 無題 146 鈴木アキ子 ＯＨ　ＫＵＭＡ！ 197 村田澄雄 みんなの顔（赤）
45 村山太一 作品２ 96 多賀健太郎 チキンガーリックステーキ 147 和久文雄 新しい街 198 熊田史康 トイレ　２
46 大谷絵美 しまうま 97 かりいほ創作クラブ ４月（桜） 148 和久文雄 いまの現代 199 田村拓也 ひと
47 大谷絵美 パンダ 98 川俣四郎 のら猫とにらめっこのＫ・Ｈさん 149 滝田知子 山あげ祭 200 田村拓也 ロボット
48 大谷絵美 らいおん 99 ＴＳトオル 山の初日の出 150 芝明人 無題 201 大路裕也 ひと　No.1
49 押谷祐希 木登り 100 森田菜々子 満月を見る人魚 151 小林孝 無題 202 大路裕也 ひと　No.2
50 押谷祐希 はな 101 三瓶沙弥香 もちゃもちゃ 152 齋藤友恵 無題 203 大路裕也 ひと　No.３
51 松浦繁 新体操 102 森陽香 ダチョウ 153 古賀若葉 無題 204 鈴木夏海 セーフorアウト

有坂隆二　1952年 栃木県生まれ。
1977年 東京芸術大学卒業。1988年以降個展、グループ展等で活
躍。1997年より幼児や小学生への造形教育に積極的に関わってい
る。那須烏山市在住。

伊藤七男　1953年 岐阜県生まれ
1980年 東京芸術大学大学院修了。現在は足利工業大学大学院で
教鞭に立つ傍ら，国内外で個展、グループ展など多数。1996年より
那須町在住。

内倉ひとみ　1956年 鹿児島県生まれ
多摩美術大学大学院修了。国内外で個展、グループ展、コミッション
ワーク多数。1997年より那須町在住。

齋藤千明　1966年 茨城県生まれ 
東京芸術大学大学院修了。伝統木版の素材と技法を基調に平面作
品からインスタレーションまで幅広い作品を手がける。個展、グルー
プ展多数。結城市在住。

●招待作家プロフィール
篠崎孝司　1954年 栃木県生まれ。
1989年より作陶を開始。足利市のルンビニー園の利用者の作品に
輝きを見つけ、美術工芸班を立ち上げる。2001年太古より受け継が
れた水留音を中心とした陶製創作楽器を作り始める。足利市在住。

田鶴濱洋一郎　1949年 栃木県生まれ。
個展、グループ展多数。海外（韓国、ベトナムなど）での交流展へも参

ォフトーアちまわがかな「。つ持をエリトアに町木茂。住在都京東。加
レスタ2011」の選考委員のひとり。

長重之　1935年 東京都生まれ。
個展、グループ展多数。障がいをもつ作家とのコラボレーションも多
く手がける。2005年もうひとつの美術館の企画展示「両毛からコラ
ボレート！」に出展する。足利市在住。

渡辺豊重　1931年 東京都生まれ。
難波田龍起、田中崇に師事。1990年から那珂川町にアトリエを持

。りとひの員委考選の」1102タスレォフトーアちまわがかな「。つ

●入選作家一覧


