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種別 題名 ダイメイ 氏名 フリガナ
サイズ

（H×W×D）

1 燈 ｱｶﾘ 浅井 啓扶 ｱｻｲ ｹｲｽｹ 570×270×270

2 紅椿 ﾍﾞﾆﾂﾊﾞｷ 浅蔵 與成 ｱｻｸﾗ ﾄﾓﾅﾘ 420×290×200

3 烏 ｶﾗｽ 井上 雅子 ｲﾉｳｴ ﾏｻｺ 730×240×160

4
Mysterious Object
"Impact Crater"＃2018

ﾐｽﾃﾘｱｽ ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ
 "ｲﾝﾊﾟｸﾄ ｸﾚｰﾀｰ” #2018

大樋 長左衛門(年雄) ｵｵﾋ ﾁｮｳｻﾞｴﾓﾝ(ﾄｼｵ) 430×500×500

5 緑釉・丸壷に幾何文 ﾘｮｸﾕｳ・ﾏﾙﾂﾎﾞﾆｷｶﾓﾝ 大樋 陶冶斎(年朗) ｵｵﾋ ﾄｳﾔｻｲ(ﾄｼﾛｳ) 373×387×387

6 葡萄茶彩描 祈りの窓 ｴﾋﾞﾁｬｻｲﾋﾞｮｳ ｲﾉﾘﾉﾏﾄﾞ 上端 伸也 ｶﾝﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 600×340×220

7 春回廊 ﾊﾙｶｲﾛｳ 岸田 浩嗣 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 530×545×280

8 夜映 ﾔｴｲ 北村 鶴代 ｷﾀﾑﾗ ﾂﾙﾖ 130×630×320

9 蒼Ⅱ ｿｳⅡ 小谷内 和央 ｺﾔｳﾁ ｶｽﾞｵ 480×490×300

10 自慢気な ｼﾞﾏﾝｹﾞﾅ 島村 廣志 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ 470×270×240

11 花器 往く ｶｷ ﾕｸ 武腰 一憲 ﾀｹｺﾞｼ ｶｽﾞﾉﾘ 670×280×140

12 窓 ﾏﾄﾞ 武腰 冬樹 ﾀｹｺﾞｼ ﾌﾕｷ 400×600×200

13 水紋 ｽｲﾓﾝ 竹村 岳 ﾀｹﾑﾗ ｶﾞｸ 250×440×440

14 宙へ ｿﾗﾍ 中村 基克 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｶﾂ 520×670×200

15 Aile ｴｰﾙ 山岸 青矢 ﾔﾏｷﾞｼ ｾｲﾔ 70×990×240

16 神々の座 出雲 ｶﾐｶﾞﾐﾉｻﾞ ｲｽﾞﾓ 山岸 大成 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｾｲ 630×530×170

17 時 ﾄｷ 吉本 恭子 ﾖｼﾓﾄ ｷｮｳｺ 520×270×260

18 鋳金 宙舟 ｿﾗﾌﾈ 干田 浩 ﾎｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 550×530×90

19 伝言 尊い記憶の一日 ﾃﾞﾝｺﾞﾝ ﾄｳﾄｲｷｵｸﾉｲﾁﾆﾁ 太田 いくみ ｵｵﾀ ｲｸﾐ 1620×1120

20 水の惑星―覚醒の刻 ﾐｽﾞﾉﾜｸｾｲｰｶｸｾｲﾉﾄｷ 大西 重広 ｵｵﾆｼ ｼｹﾞﾋﾛ 1620×1300

21 陽咲 ﾋﾅﾀ 押田 美枝 ｵｼﾀﾞ ﾐｴ 970×1303

22 その向こうへ ｿﾉﾑｺｳﾍ 田嶋 秀之 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 1520×1050

23 待春 ﾏﾁﾊﾙ 辻 宏美 ﾂｼﾞ ﾋﾛﾐ 1380×1380

24 光の彩音 ﾋｶﾘﾉｻｲｵﾝ 鶴見 晋史 ﾂﾙﾐ ｸﾆﾁｶ 1620×1300

25 海との語らい ｳﾐﾄﾉｶﾀﾗｲ 藤藁 隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 1510×1280

26 月夜に集まるもの ﾂｷﾖﾆｱﾂﾏﾙﾓﾉ 三口 武 ﾐﾂｸﾁ ﾀｹｼ 1620×1300

27 Dreamer ﾄﾞﾘｰﾏｰ 角 康二 ｽﾐ ﾔｽｼﾞ 1400×800

28 物語の始まり ﾓﾉｶﾞﾀﾘﾉﾊｼﾞﾏﾘ 田中 貴司 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 1170×910

29 女神の伝言 ﾒｶﾞﾐﾉﾃﾞﾝｺﾞﾝ 前田 安孝 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 1150×1000

30 彩雲 ｻｲｳﾝ 山元 健司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 1500×900

31 山花爛漫 ｻﾝｶﾗﾝﾏﾝ 何 穎斯 ｶ ｴｲｼ 1550×1000×160

32 空 ｸｳ 川越 萠志 ｶﾜｺﾞｴ ﾎｳｼ 1310×970

33 十二ヶ滝 ｼﾞｭｳﾆｶﾞﾀｷ 杉田 千代子 ｽｷﾞﾀ ﾁﾖｺ 1170×1200

※各種別作家名あいうえお順

2022年6月22日(水)～7月24日(日)

日本現代工芸美術展石川展 能美巡回展
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