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ご挨拶
事業の概要

作品図版
北海道教育大学

橋本 知恵｜村岡 陽菜

秋田公立美術大学
伊藤 早苗｜小山内 愛美

東北芸術工科大学
佐藤 未希｜田中 望｜大塚 怜美

大平 由香理｜倉金 奈々子｜西村 沙由里

石川 霞｜奥村 拓郎

筑波大学
鳥越 義弘｜原口 風花｜星野 有紀

池田 真理子｜鈴木 沙織｜牧野 一穗

板垣 あかり｜田中 至｜山本 英雄

酒井 恒太｜樽井 美波｜渡部 直

倉持 宗起｜小宮山 碧｜西山 翠蓮

宇都宮大学
鈴木 文香｜屋代 祐季

埼玉大学
菅澤 薫｜馬場 洋

千葉大学
伊東 一誉｜河口 知佳

大東文化大学
青木 聴雪｜浅野 泰之｜吉田 修

東京学芸大学
佐藤 みちる｜野村 紀子

横浜美術大学
阿部 なな子｜草柳 楓

滝口 真理菜｜戸嶋 桂子

上越教育大学
岩永 みどり｜林 筱蓉

富山大学
上原 千紘｜川越 ゆりえ

Foreword
Project Overview
Plates
Hokkaido University of Education
HASHIMOTO Tomoe｜MURAOKA Haruna

Akita University of Art
ITO Sanae｜OSANAI Megumi

Tohoku University of Art and Design
SATO Miki｜TANAKA Nozomi｜OTSUKA Satomi

OHIRA Yukari｜KURAKANE Nanako｜NISHIMURA Sayuri

ISHIKAWA Kasumi｜OKUMURA Takuro

University of Tsukuba
TORIGOE Yoshihiro｜HARAGUCHI Fuka｜HOSHINO Yuki

IKEDA Mariko｜SUZUKI Saori｜MAKINO Kazuho

ITAGAKI Akari｜TANAKA Itaru｜YAMAMOTO Hideo

SAKAI Kohta｜TARUI Minami｜WATANABE Sunao

KURAMOCHI Muneki｜KOMIYAMA Midori｜NISHIYAMA Suiren

Utsunomiya University
SUZUKI Ayaka｜YASHIRO Yuki

Saitama University
SUGASAWA Kaoru｜BABA Hiroshi

Chiba University
ITO Hanayo｜KOUGUCHI Tomoka

Daito Bunka University
AOKI Chosetsu｜ASANO Yasuyuki｜YOSHIDA Osamu

Tokyo Gakugei University
SATO Michiru｜NOMURA Noriko

Yokohama College of Art and Design
ABE Nanako｜KUSAYANAGI Kaede

TAKIGUCHI Marina｜TOSHIMA Keiko

Joetsu University of Education
IWANAGA Midori｜LIN Hsiao-Jung

University of Toyama
UEHARA Chihiro｜KAWAGOE Yurie
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成安造形大学
宇都 大志｜宮城 幸佑

楠本 孝美｜但馬 摩衣子

京都精華大学
新藤 彩｜中塚 亜季｜楠本 衣里佳

平田 　子｜岡山 愛美｜森糸 沙樹

奈良教育大学
中野 紋｜増田 恵子

西川 由紀子｜真鍋 華苑

広島大学
宍戸 純｜村上 佑介

佐賀大学
鶴 友那｜本木 ひかり

熊本大学
西田 真理｜平川 敦子

宮崎大学
上杉 汐輝｜薄葉 了未

鹿児島大学
中森 祐介｜山元 梨香

スウェーデン王立美術大学
ヨナス・ブーロー｜リネア・エリサベツ・リゴード

ウィーン美術アカデミー
シミーナ・バデア｜クリスティーネ・カッチャー

バルセロナ大学
アイーダ・アンドレス・ロドリガルバレス｜サラ・ボナチェ・リオス

国立台湾芸術大学
陳 芃宇｜徐 凡軒｜江 基名｜陳 俋佐

東海大学 ( 台湾 )
施 智涵｜陳 睿淵

ホーチミン市美術大学
レ・ホアイ・ナム｜ド・キエウ・チャン

シドニー大学
ヘイリー・メーガン・フレンチ｜イェレナ・テレッキ・シュタルツェヴィチ

Seian University of Art and Design
UTO Hiroshi｜MIYAGI Kosuke

KUSUMOTO Takami｜TAJIMA Maiko

Kyoto Seika University
SHINDO Aya｜NAKATSUKA Aki｜KUSUMOTO Erika

HIRATA Yuko｜OKAYAMA Manami｜MORIITO Saki

Nara University of Education
NAKANO Aya｜MASUDA Keiko

NISHIKAWA Yukiko｜MANABE Kaen

Hiroshima University
SHISHIDO Jun｜MURAKAMI Yusuke

Saga University
TSURU Yuna｜MOTOKI Hikari

Kumamoto University
NISHIDA Mari｜HIRAKAWA Atsuko

University of Miyazaki
UESUGI Yuki｜USUBA Satomi

Kagoshima University
NAKAMORI Yusuke｜YAMAMOTO Rika

Royal Institute of Art (Sweden)
Jonas BOULEAU｜Linnea Elisabeth RYGAARD

Academy of Fine Arts Vienna
Simina BADEA｜Christine KATSCHER

University of Barcelona
Aïda ANDRÉS RODRIGÁLVAREZ｜Sara BONACHE RIOS

National Taiwan University of Arts
CHEN Peng-Yu｜HSU Fan-Hsuan｜CHIANG Chi-Ming｜CHEN I-Tso

Tunghai University (Taiwan)
SHIH Chih-Han｜TAN Jui Wen

Ho Chi Minh City University of Fine Arts
LE Hoai Nam｜DO Kieu Trang

The University of Sydney
 Hayley Megan FRENCH｜Jelena TELECKI-STARCEVIC
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　文化庁委託事業「次代の文化を創造する新進芸術家育成
事業：若手ファインアーティストの活躍の場の創生 ―『ファ
インアート・ユニバーシアード』開催の基盤構築―」の採
択を受けて、筑波大学芸術系は平成 25 年度末に第１回新
進 芸 術 家 育 成 交 流 作 品 展「FINE ART / UNIVERSITY 
SELECTION 2013-2014」を開催しました。事業申請が４
月末で採択結果が７月、そして年度内開催という経過でし
たから、急場しのぎになるのは否めず、展示会場も学内の
施設を使用して分散してしまうということになりました。それ
でも国内 10 校、海外 4 校の参加があり、関連事業ととも
に十分な成果を得られたと思っています。
　 引き続き、 第 2 回 新 進 芸 術 家 育成 交 流 作 品 展「FINE 
ART / UNIVERSITY SELECTION 2014-2015」 を 開 催
することとなりました。第 1 回を受けてのことなので、美術
館を借り受け、シンポジウム等の会場も学外に確保し、十
分な準備の下での開催となります。参加大学も国内 20 校、
海外 7 校とほぼ倍増しました。本展覧会とその関連企画が、
国内外で活躍する新進芸術家たちの交流の場となり、参加
者それぞれが次の展開を期する契機となることを期待してい
ます。
　現在、我が国の美術大学や教育学部の教科教育としての
美術を取り巻く状況は、18 歳人口の減少とも相まって、非
常に厳しいものがあります。さらには経済的な視点とか、社
会貢献として役に立つとか、誰にでも説明できる分かり易さ
といったことも大学教育に求められています。これらの価値
観はそれ自体大切な側面もあるかもしれませんが、ファイン
アートにはそれらとは一線を画する高邁な理念や思想、世
界観がなければならないとも思います。頑迷な芸術至上主
義になることは戒めなければなりませんが、安易な迎合主義
に陥ることは本道を踏み外すことにもなります。この事業は、
我々大学教育に携わる者が、無理解や無関心の環境の下で、
それでも已むに已まれぬ思いで表現に関わろうとする教え子
たちにエールを送る機会でもあってほしいと思っています。
　大学を卒業あるいは修了した、概ね 30 歳までの出品者
による展覧会ということは、美術教育を受けて社会に巣立っ
て間もない若者が、どのように自身の創造意欲を継続させ
ているかを各大学の教員が確認する機会でもあります。そ
して、今回は出品していなくてもこれから巣立っていこうとす

る者、これまでも継続して表現に関わってきた者たちにとっ
ては、出品者と大学というフィルターを通して自身の立ち位
置を確認する機会でもあります。このような横への意識の拡
がりを進めることが、大学間の連携を強め、それぞれが展
開する教育の個性を際立たせることにつながります。作家同
士がつながる機会を提供し、さらに彼ら一人一人を大学間
のネットワークによってサポートすることが、この新進芸術
家育成事業に大学が関わる意義でもあります。
　最後に、今回の事業開催にあたってご協力ご支援をいた
だいた文化庁及び参加大学や出品者の皆様に感謝を申し上
げて、ご挨拶といたします。

ご挨拶

玉川 信一
筑波大学芸術系教授　大学執行役員　芸術系長
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   Under our project titled “Creation of new fields of 

performance for young fine artists: Building ‘Fine Art 

Universiade’ infrastructure,” which was adopted in “Young 

Artist Development Project for Creation of Next-Generation 

Culture” supported by the Agency for Cultural Affairs 

Government of Japan, the Faculty of Art and Design of 

University of Tsukuba held the very first exhibition for young 

artist exchange and development, “FINE ART / UNIVERSITY 

SELECTION 2013-2014” at the end of the fiscal year 2013. 

As only seven months were allowed between the adoption 

of the project and the exhibition, compromise had to be 

made in many aspects in preparation; in the end works were 

exhibited in several exhibition sites in our campus. Still, 

satisfactory results were achieved both in the exhibition and 

related events with the kindest participation of ten domestic 

and four overseas universities.

       This year will see the second of the exhibition for young 

artist exchange and development, “FINE ART / UNIVERSITY 

SELECTION 2014-2015.” With experience and lessons learnt 

in the previous year, sufficient preparation was made to 

exhibit entered works in a city museum, and reserved a hall 

for the events including the symposium. The participating 

universities are almost doubled from the previous year with 

20 domestic and seven overseas universities. It is our sincere 

hope that the exhibition and related events will provide 

young artists from home and abroad with opportunities of 

the better interaction and momentum for quantum leap to 

the future.

   Currently art and design education in the college 

curriculum face very difficult circumstances, which are 

further complicated with the decrease of younger population. 

In addition the public demands the college education to 

add the economic feasibility, social responsibility, and 

transparency of any academic activities. This trend is 

reasonable to be considered in many aspects. Still we believe 

that Fine Art needs idea, philosophy or the perspective 

far nobler than economic or social values. We must warn 

ourselves not to fall into sclerotic art supremacism while we 

should not be devious by pandering on new trends. We really 

hope that this project will also help us involving in college 

education to better assist students who are compulsively 

pursuing their expression even under the environment 

lacking comprehension and interests.

     Artists participating in this exhibition are mostly under 

30 years old, just graduating universities or graduate 

schools. In the other word, this exhibition is the place for 

people in teaching profession to confirm how such young 

artists sustain their creative motivations. For artists not 

participating in this exhibition and those who continue 

to express themselves, this is the opportunity to confirm 

their positions through the filter of participating artists and 

universities. We believe that, by developing our viewpoints 

horizontally through this exhibition, we will be able to 

further strengthen cooperation among universities, and 

take the unique educational approach to differentiate from 

other universities. What we focus in this project is to provide 

artists with opportunities to connect and to support each 

of them through the university network, which represents 

the significance of university involvement in the young fine 

artist development project. 

      Last but not least, we would like to extend our heartfelt 

gratitude to Agency for Cultural Affairs, participating 

universities and artists for their kindest cooperation and 

supports.

Foreword

 TAMAGAWA Shin-ichi
 Provost and Professor of Faculty of Art and Design, 

 and Executive Officer, University of Tsukuba
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展覧会について
　文化庁委託事業「平成 26 年度次代の文化を創造する
新進芸術家育成事業」の採択を受け、筑波 大学芸術系
は、事業計画「若手ファインアーティストの活躍の場の創
生 ―『ファインアート・ユニバーシアード』開催の基盤構
築―」のもと、「新進芸術家育成交流作品展『FINE ART / 
UNIVERSITY SELECTION 2014-2015』」を開催します。
　昨年度（2013 年度）に、「新進芸術家育成交流作品展

『FINE ART /  UNIVERSIT Y SELEC TION 2013-2014』」
（会期：2014 年 3 月 8 日～ 14 日、会場：筑波大学総合交

流会館ほか）を開催し、国内の大学 10 校および国外の大
学 4 校の推薦によって選出した計 63 名の作家の作品を展
示しました。
　第 2 回展にあたる本展覧会では、絵画、版画、彫塑、書
といった美術分野で活躍する国内外の若手作家 86 名の作
品を展示します。国内の大学 20 校および国外の大学 7 校に、
出品者の選考を委託しました。各大学の卒業生・修了生（大
学院在学生を含む）で、作品の制作と発表に精力的に取り
組んでいる概ね 30 歳以下の美術家の中から、出品者を選
出しています。

〈出品者の選考を委託した大学一覧〉
【国内】

北海道教育大学 / 秋田公立美術大学 / 東北芸術工科大学  
筑波大学 / 宇都宮大学 / 埼玉大学 / 千葉大学 / 大東文化大学 
東京学芸大学 / 横浜美術大学 / 上越教育大学 / 富山大学  
成安造形大学 / 京都精華大学 / 奈良教育大学 / 広島大学  
佐賀大学 / 熊本大学 / 宮崎大学 / 鹿児島大学

【国外】
スウェーデ ン王 立 美 術 大 学 / ウィーン美 術 アカデミー 
バルセロナ大学 / 国立台湾芸術大学 / 東海大学（台湾）  
ホーチミン市美術大学 / シドニー大学

　国内外の大学間交流を基盤に形成する新たなネットワーク
によって本展覧会を開催し、若き芸術家とその作品を評価し、
広く発信していきます。国や大学といった既存の枠組みを超
えたグローバルかつボーダーレスな広がりの中で作品交流を実
践し、我が国の次代の文化を担う芸術家の育成に取り組みます。

展覧会の関連企画について
　本事業では、展覧会を開催すると同時に、シンポジウム
ならびにアーティスト・トークを企画し、育成対象者である
出品作家が様々な作家および関連する美術分野の専門家と
交流する機会を設けています。
　シンポジウム「ファインアートの現在―『外』から見た若
手アーティストの魅力と課題―」では、日本のファインアー
トを俯瞰し、その発展に期待を寄せる美術館学芸員、ギャ
ラリスト、海外の芸術系大学教員が、若手作家の魅力と課
題について語り合います。柳沢秀行氏（大原美術館学芸課
長）による基調講演に続いて、パネルディスカッションを行
います。
　対談型のアーティスト・トークである「トークセッション

『アーティスト×アーティスト』」では、出品作家による作品
解説を中心に、講師として招聘した著名な作家による作品
批評を交え、出品作家とその作品の魅力に迫ります。

作品集およびホームページについて
　本展覧会の出品作品を掲載した作品集を刊行し、全国の
大学や図書館等の公的機関に配布して、本事業の取組とそ
の成果を発信します。
　また、展覧会ホームページ（www.fineart-univ.jp）を開
設し、インターネットを通じて広く世界に向けて出品作家と
その作品を紹介しています。

事業の概要

 ファインアート展実行委員会
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About this exhibition
     Upon adopted in “Young Artist Development Project for 

Creation of Next-Generation Culture” supported by the 

Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the 

fiscal 2014, the Faculty of Art and Design of University of 

Tsukuba holds “FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 

2014-2015” under the project titled “Creation of new fields 

of performance for young fine artists: Building ‘Fine Art 

Universiade’ infrastructure.”

      In the last fiscal year (FY2013), “FINE ART / UNIVERSITY 

SELECTION 2013-2014” was held as the first of our major 

activities in the period of March 8-14, 2014 using several 

exhibition sites in the campus of University of Tsukuba. The 

total of 63 artists made entries in the exhibition through 

nomination of ten domestic and four overseas universities.

    In the second exhibition of this year, 86 young artists 

are participating from home and abroad in the categories 

of painting, printmaking, sculpture and calligraphy. For 

this year, 20 domestic and seven overseas universities 

cooperated in nomination. Nominees are graduates from 

these universities, mostly under 30 years old, who actively 

produce and present artworks.

Universities cooperated in nomination

【Japan】 Hokkaido University of Education, Akita 

University of Art, Tohoku University of Art and Design, 

University of Tsukuba, Utsunomiya University, Saitama 

University, Chiba University, Daito Bunka University, Tokyo 

Gakugei University, Yokohama College of Art and Design, 

Joetsu University of Education, University of Toyama, Seian 

University of Art and Design, Kyoto Seika University, 

Nara University of Education, Hiroshima University, Saga 

University, Kumamoto University, University of Miyazaki, 

Kagoshima University

【Overseas】 Royal Institute of Art (Sweden), Academy of 

Fine Arts Vienna, University of Barcelona, National Taiwan 

University of Arts, Tunghai University (Taiwan), Ho Chi 

Minh City University of Fine Arts, The University of Sydney

     Supported by the network based on active interchange 

among domestic and overseas universities, the exhibition 

aims to appreciate and widely introduce young artists and 

their works. Borderless and global interactions beyond the 

existing framework such as nations or universities will 

stimulate young artists to make exponential development to 

be leaders in the next generation.

Related Events
     In conjunction of the exhibition, related events such as 

the symposium and artist talk will be held to offer additional 

opportunities for interaction among artists and experts in 

the art and design arena.

      In the symposium, curators from art galleries, a gallerist 

and a lecturer from an overseas art college will overview 

Japanese fine art, and discuss their expectation, future 

prospects, and charm and challenges of young artists under 

the theme “Status Quo of Fine Art – Charm and Challenges 

of Young Artists from the Wider Perspective.” Mr. 

YANAGISAWA Hideyuki, Chief Curator of Ohara Museum 

of Art, will deliver a keynote speech, which is followed by 

the panel discussion.

   The artist talk will be a more casual occasion in an 

interactive approach. In response to explanations of their 

own works by participating artists, invited experts will give 

comments, exploring appeals of artists and works.

Collection Book and Web Page
    The collection book featuring all works entered in this 

exhibition will be published and distributed to universities, 

public libraries and other institutions in aim of disseminating 

our activities and achievements. 

      The exhibition web page is now open (www.fineart-univ.

jp) where visitors are able to access to artists’ information 

and see images of works.

Project Overview

 Fine Art Exhibition Executive Committee
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作品図版 / Plates



130.3 × 162 cm

2014

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel

誰がうそだといえましょう。
Who can say it is a lie.

橋本 知恵
HASHIMOTO Tomoe
1988 年生まれ
2012 年 北海道教育大学 教育学部芸術課程美術コース 卒業
現在 北海道教育大学大学院 教科教育専攻美術教育専修 在学中
Born in 1988
2012 graduated from Hokkaido University of Education
present graduate student in Hokkaido University of Education



130.3 × 162 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas

in a gush
in a gush

村岡 陽菜
MURAOKA Haruna
1989 年生まれ
2012 年 北海道教育大学 教育学部芸術課程美術コース 卒業
2014 年 北海道教育大学大学院 教科教育専攻美術教育専修 修了
Born in 1989
2012 graduated from Hokkaido University of Education
2014 completed Graduate School in Hokkaido University of Education



130.3 × 162 cm

2011

アクリル、油彩／綿布

acrylic painting, oil painting /cotton

虚ろ
Hollow

伊藤 早苗
ITO Sanae
1986 年生まれ
2007 年 秋田公立美術工芸短期大学 工芸美術学科絵画コース 卒業
Born in 1986
2007 graduated from Akita Municipal Junior College of Arts and Crafts



松樹の翠
A pine green color is constantly changing.

小山内 愛美
OSANAI Megumi
1988 年生まれ
2009 年 秋田公立美術工芸短期大学 工芸美術学科絵画コース 卒業
Born in 1988
2009 graduated from Akita Municipal Junior College of Arts and Crafts

162 × 116 cm

2014

日本画／墨、金泥、紙、パネル

Japanese painting /India ink, gold paint, paper, panel



Tama
Tama

佐藤 未希
SATO Miki
1986 年生まれ
2009 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2011 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
2014 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科博士課程芸術工学専攻 修了 博士（芸術工学）
Born in 1986
2009 graduated from Tohoku University of Art and Design
2011 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design
2014 completed Doctoral Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design, Ph.D.

162 × 162 cm

2014

油彩／綿布、パネル

oil painting /cotton, panel



無縁
asylum

田中 望
TANAKA Nozomi
1989 年生まれ
2012 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2014 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
現在 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科博士課程芸術工学専攻 在学中
Born in 1989
2012 graduated from Tohoku University of Art and Design
2014 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design
present graduate student of Doctoral Program in Tohoku University of Art and Design

53 × 130 cm

2014

ミクストメディア／岩絵具、墨、箔、胡粉、モデリングペースト、白亜地、綿布、パネル

mixed media /mineral pigment, India ink, gold leaf, whitewash (Gofun), modeling paste, chalk ground, cotton, panel



婚礼狂鬼図
Beginning of Hell

大塚 怜美
OTSUKA Satomi
1986 年生まれ
2010 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2012 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
Born in 1986
2010 graduated from Tohoku University of Art and Design
2012 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design

147 × 79 cm

2014

水墨画／墨、朱墨、絹、パネル

India ink painting /India ink, vermilion ink, silk, panel



苑
SONO

大平 由香理
OHIRA Yukari
1988 年生まれ
2011 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2013 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
Born in 1988
2011 graduated from Tohoku University of Art and Design
2013 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design

162 × 130 cm

2013

日本画／顔料、和紙、パネル

Japanese painting /pigment, Japanese paper, panel



karma
karma

倉金 奈々子
KURAKANE Nanako
1989 年生まれ
2012 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
Born in 1989
2012 graduated from Tohoku University of Art and Design

60.5 × 135 cm

2014

銅版／インク、紙

intaglio /ink, paper



流転
constant change

西村 沙由里
NISHIMURA Sayuri
1988 年生まれ
2011 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2013 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
Born in 1988
2011 graduated from Tohoku University of Art and Design
2013 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design

162 × 120 cm

2014

銅版／インク、雁皮紙、水彩紙、パネル

intaglio /ink, thin Japanese paper (Gampishi), watercolor paper, panel 



ながきよかのよ
nagakiyokanoyo

石川 霞
ISHIKAWA Kasumi
1983 年生まれ
2010 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2012 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
現在 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科博士課程芸術工学専攻 在学中
Born in 1983
2010 graduated from Tohoku University of Art and Design
2012 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design
present graduate student of Doctoral Program in Tohoku University of Art and Design

180 × 70 × 50 cm

2014

塑造／硬質石膏、岩絵具

modeling /hard plaster, mineral pigment



COS-MOS
COS-MOS

奥村 拓郎
OKUMURA Takuro
1983 年生まれ
2008 年 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業
2010 年 東北芸術工科大学大学院 芸術工学研究科修士課程芸術文化専攻 修了
Born in 1983
2008 graduated from Tohoku University of Art and Design
2010 completed Master's Program of Graduate School in Tohoku University of Art and Design

240 × 140 × 140 cm

2014

木彫／杉、銀粉、黒鉛

wood carving /Japanese cedar, silver dust, graphite



MORNING FLIGHT
MORNING FLIGHT

鳥越 義弘
TORIGOE Yoshihiro
1979 年生まれ
2003 年 熊本大学 教育学部中学校教員養成課程美術専攻 卒業
2005 年 筑波大学大学院 芸術研究科修士課程美術専攻 修了
現在 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 在学中
Born in 1979
2003 graduated from Kumamoto University
2005 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
present graduate student of Doctoral Program in University of Tsukuba

162 × 162 cm

2014

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel



さざ波から生まれゆく
The beginning from ripples

原口 風花
HARAGUCHI Fuka
1988 年生まれ
2011 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2014 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1988
2011 graduated from University of Tsukuba
2014 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

162 × 162 cm

2014

油彩／アクリルガッシュ、麻布、綿布、パネル

oil painting /acrylic gouache, canvas, cotton, panel



1st Attack
1st Attack

星野 有紀
HOSHINO Yuki
1988 年生まれ
2011 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2013 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
現在 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 在学中
Born in 1988
2011 graduated from University of Tsukuba
2013 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
present graduate student of Doctoral Program in University of Tsukuba

130.3 × 162 cm

2013

油彩／白亜地、綿布、パネル

oil painting /chalk ground, cotton, panel



やわらかなあなた
How soft of you

池田 真理子
IKEDA Mariko
1981 年生まれ
2004 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2009 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 修了 博士（芸術学）
Born in 1981
2004 graduated from University of Tsukuba
2009 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba, Ph.D.

130.3 × 182 cm

2007

日本画／岩絵具、水干絵具、土佐麻紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, dyed mud pigment, hemp paper (Tosa), panel



夜の陰
Shade of night

鈴木 沙織
SUZUKI Saori
1989 年生まれ
2011 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2013 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1989
2011 graduated from University of Tsukuba
2013 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba

162 × 97 cm

2012

日本画／岩絵具、膠、麻紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, glue, hemp paper, panel



バビロンの昼下がり
Afternoon of Babylon

牧野 一穗
MAKINO Kazuho
1982 年生まれ
2006 年 東京藝術大学 美術学部絵画科日本画専攻 卒業
2010 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
2013 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 修了 博士（芸術学）
Born in 1982
2006 graduated from Tokyo University of Arts
2010 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
2013 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba, Ph.D.

162 × 162 cm

2010

日本画／岩絵具、水干絵具、箔、墨、合板

Japanese painting /mineral pigment, dyed mud pigment, metallic leaf, India ink, plywood



Salon de Mirror
Salon de Mirror

板垣 あかり
ITAGAKI Akari
1986 年生まれ
2010 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2012 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1986
2010 graduated from University of Tsukuba
2012 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

160 × 160 cm

2014

スクリーンプリント／インク、鏡、綿布、木製額縁

screen printing /ink, mirror, cotton, wood frame



RUBBER GLOVES
RUBBER GLOVES

田中 至
TANAKA Itaru
1988 年生まれ
2010 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2013 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1988
2010 graduated from University of Tsukuba
2013 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

29.7 × 21 cm × 14

2014

スクリーンプリント／インク、紙

screen printing /ink, paper



心臓
heart

山本 英雄
YAMAMOTO Hideo
1984 年生まれ
2007 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2009 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1984
2007 graduated from University of Tsukuba
2009 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

52 × 52 cm

2014

木版／絵具、和紙

woodcut printing /paint, paper



僕の世界はたった三色の中に収められていた。
My world was comprised of the only three-colors. 

酒井 恒太
SAKAI Kohta
1985 年生まれ
2009 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2011 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
2014 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 修了 博士 ( 芸術学 )
Born in 1985
2009 graduated from University of Tsukuba
2011 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
2014 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba, Ph.D.

200 × 60 × 50 cm

2014

木彫／イチョウ

wood carving /ginkgo



落葉くゆる
fallen leaves

樽井 美波
TARUI Minami
1986 年生まれ
2009 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2011 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
2014 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 修了 博士 ( 芸術学 )
Born in 1986
2009 graduated from University of Tsukuba 
2011 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
2014 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba, Ph.D.

175 × 60 × 62 cm

2014

塑造／石膏

modeling /plaster



釣り少年の放心
absence of mind

渡部 直
WATANABE Sunao
1986 年生まれ
2010 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2012 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
現在 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 在学中
Born in 1986
2010 graduated from University of Tsukuba
2012 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
present graduate student of Doctoral Program in University of Tsukuba 

180 × 60 × 140 cm

2013

木彫／樟

wood carving /camphor tree



春の歌
Spring Poems

倉持 宗起
KURAMOCHI Muneki
1986 年生まれ
2009 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
Born in 1986
2009 graduated from University of Tsukuba

14.8 × 12.6 cm、13.8 × 13.1 cm、13.7 × 25.9 cm

2014

書／墨、彩箋

calligraphy /ink, decorated paper



紀貫之のうた
Poems by Kino Tsurayuki

小宮山 碧
KOMIYAMA Midori
1984 年生まれ
2007 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2009 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1984
2007 graduated from University of Tsukuba
2009 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

14 × 13 cm × 10

2014

書／墨、彩箋

calligraphy /ink, decorated paper



涙痕
Trace of tears

西山 翠蓮
NISHIYAMA Suiren
1988 年生まれ
2011 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2013 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1988
2011 graduated from University of Tsukuba
2013 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

129 × 98 cm

2014

書／墨、紙

calligraphy /Chinese ink, Japanese paper



鐘は鳴らない II
A bell doesn't ring II

鈴木 文香
SUZUKI Ayaka
1990 年生まれ
2012 年 宇都宮大学 教育学部学校教育教員養成課程美術教育専攻 卒業
2014 年 宇都宮大学大学院 教育学研究科教科教育専攻美術教育専修 修了
Born in 1990
2012 graduated from Utsunomiya University
2014 completed Master's Program of Graduate School in Utsunomiya University

121 × 178 cm

2012

アクリル／アクリルガッシュ、不織布、パネル

acrylic painting /acrylic gouache, nonwoven fabric, panel



かめのぞき
look through a pot

屋代 祐季
YASHIRO Yuki
1989 年生まれ
2014 年 宇都宮大学 教育学部学校教育教員養成課程美術教育専攻 卒業
現在 宇都宮大学大学院 教育学研究科教科教育専攻美術教育専修 在学中
Born in 1989
2014 graduated from Utsunomiya University
present graduate student in Master's Program in Utsunomiya University

180 × 45 × 40 cm

2015（写真は制作途中 work in progress）

乾漆／漆、陶土、麻布

dry lacquer /Japanese lacquer, clay, hemp cloth



濔
fill with water

菅澤 薫
SUGASAWA Kaoru
1989 年生まれ
2012 年 埼玉大学 教育学部学校教育教員養成課程美術専修 卒業
2014 年 埼玉大学大学院 教育学研究科教科教育専攻 修了
現在 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 在学中
Born in 1989
2012 graduated from Saitama University
2014 completed Graduate School in Saitama University
present graduate student of Master's Program in University of Tsukuba

130 × 162 cm

2014

テンペラ、油彩／石膏地、麻布、パネル

tempera, oil painting /gesso, canvas, panel



微睡みの幻
phantom of doze

馬場 洋
BABA Hiroshi
1980 年生まれ
2007 年 埼玉大学 教育学部学校教育教員養成課程美術専修 卒業
2009 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
2012 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 修了 博士（芸術学）
Born in 1980
2007 graduated from Saitama University
2009 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
2012 completed Doctoral Program of Graduate School in University of Tsukuba, Ph.D.

162 × 162 cm

2014

油彩、テンペラ／石膏地、キャンバス、パネル

oil painting, tempera /gesso, canvas, panel



生まれた理由
The Born Reason

伊東 一誉
ITO Hanayo
1987 年生まれ
2011 年 千葉大学 教育学部中学校教員養成課程美術科 卒業
2013 年 千葉大学大学院 教育学研究科教科教育科学専攻（芸術分野） 修了
現在 東京学芸大学大学院連合学校 教育学研究科（博士課程） 在学中
Born in 1987
2011 graduated from Chiba University
2013 completed Graduate School in Chiba University
present graduate student of Doctoral Program in The United Graduate School of Education, Tokyo Gakugei University

112 × 162 cm

2013

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel



不確かな感覚、心の在りか
The sense of equivocal, whereabouts of the heart

河口 知佳
KOUGUCHI Tomoka
1983 年生まれ
2006 年 千葉大学 教育学部中学校教員養成課程芸術教育系美術科分野 卒業
2008 年 千葉大学大学院 教育学研究科美術教育専攻 修了
Born in 1983
2006 graduated from Chiba University
2008 completed Graduate School in Chiba University

180 × 50 × 50 cm

2014

塑造／石膏

modeling /plaster



淮南子脩務訓一節
A part of　Xiu ‐ wu ‐xun by "Huái-nán-zǐ"

青木 聴雪
AOKI Chosetsu
1987 年生まれ
2011 年 筑波大学 芸術専門学群美術専攻 卒業
2014 年 大東文化大学大学院 文学研究科書道学専攻博士課程前期課程 修了
現在 大東文化大学大学院 文学研究科書道学専攻博士課程後期課程 在学中
Born in 1987
2011 graduated from University of Tsukuba 
2014 completed Master's Program of Graduate School in Daito Bunka University
present graduate student of Doctoral Program in Daito Bunka University

174 × 80 cm

2014

書／墨、紙

calligraphy /ink, paper



自詠二首
my poems

浅野 泰之
ASANO Yasuyuki
1989 年生まれ
2012 年 大東文化大学 文学部書道学科 卒業
現在 大東文化大学大学院 文学研究科書道学専攻博士課程前期課程 在学中
Born in 1989
2012 graduated from Daito Bunka University
present graduate student of Master's Program in Daito Bunka University

228 × 53 cm

2014

書／墨、書画紙

calligraphy /ink, paper



イメニシミユル
Imenishimiyuru

吉田 修
YOSHIDA Osamu
1989 年生まれ
2012 年 大東文化大学 文学部書道学科 卒業
2014 年 大東文化大学大学院 文学研究科書道学専攻博士課程前期課程 修了
Born in 1989
2012 graduated from Daito Bunka University
2014 completed Master's Program of Graduate School in Daito Bunka University

226 × 52.6 cm

2014

書／墨、紙

calligraphy /ink, paper



光に染みて
The glass glowing reddish-orange at sunset

佐藤 みちる
SATO Michiru
1990 年生まれ
2013 年 東京学芸大学 教育学部芸術スポーツ文化課程美術専攻 卒業
現在 東京学芸大学大学院 教育学研究科（修士課程）美術教育専攻 在学中
Born in 1990
2013 graduated from Tokyo Gakugei University
present graduate student of Master's Program in Tokyo Gakugei University

162 × 162 cm

2013

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel



市松とカトラリー
Checks and cutlery

野村 紀子
NOMURA Noriko
1991 年生まれ
2014 年 東京学芸大学 教育学部初等教育教員養成課程美術選修 卒業
現在 東京学芸大学大学院 教育学研究科（修士課程）美術教育専攻 在学中
Born in 1991
2014 graduated from Tokyo Gakugei University
present graduate student of Master's Program in Tokyo Gakugei University

162 × 162 cm

2011

油彩／キャンバス、パネル

oil painting /canvas, panel



colors
colors

阿部 なな子
ABE Nanako
1991 年生まれ
2014 年 横浜美術大学 美術学部美術学科絵画コース 卒業
Born in 1991
2014 graduated from Yokohama College of Art and Design

162 × 162 cm

2014

油彩／麻布

oil painting /canvas



帰路
Backhaul

草柳 楓
KUSAYANAGI Kaede
1991 年生まれ
2014 年 横浜美術大学 美術学部美術学科絵画コース 卒業
Born in 1991
2014 graduated from Yokohama College of Art and Design

162 × 130 cm

2014

ミクストメディア／油絵具、木炭、ペンキ、アクリル、パネル

mixed media /oil, charcoal, paint, acryl, panel



Quiet radiance
Quiet radiance

滝口 真理菜
TAKIGUCHI Marina
1989 年生まれ
2010 年 横浜美術短期大学 造形美術科絵画コース 卒業
2012 年 横浜美術大学 美術学部美術学科絵画コース 卒業
Born in 1989
2010 graduated from Yokohama College of Art and Design (junior college)
2012 graduated from Yokohama College of Art and Design

162 × 130.3 cm

2014

卵黄テンペラ、金箔水張り／顔料、卵黄、金箔、砥の粉、白亜、兎膠、綿布、パネル

egg tempera, water gilding /pigment, egg, gold leaf, bolo, chalk (meudon), rabbit glue, cotton, panel



考えごと―彼是―
thinking ―many different thoughts―

戸嶋 桂子
TOSHIMA Keiko
1977 年生まれ
1998 年 トキワ松学園横浜美術短期大学 造形美術科美術専攻 卒業
2000 年 トキワ松学園横浜美術短期大学専攻科 造形美術専攻 修了
Born in 1977
1998 graduated from Yokohama College of Art and Design
2000 completed Advanced Course of Yokohama College of Art and Design

60 × 45.5 cm（3 点のうちの 1 点）

2014

メゾチント／インク、紙

mezzotint /ink, paper



くもりのち晴れ〜バケツ〜
cloudy, fine later 〜 bucket 〜

岩永 みどり
IWANAGA Midori
1979 年生まれ
2002 年 信州大学 教育学部中学校教員養成課程（美術） 卒業
2003 年 信州大学 教育学部 研究生
2007 年 上越教育大学大学院 学校教育研究科教科・領域教育専攻芸術系コース 修了
Born in 1979
2002 graduated from Shinshu University
2003 research student in Shinshu University
2007 completed Graduate School in Joetsu University of Education

100 × 120 × 90 cm

2009

木彫／白樺、唐松

wood carving /white birch, larch



甦る
revive

林 筱蓉
LIN Hsiao-Jung
1988 年生まれ
2010 年 国立新竹教育大学 芸術とデザイン系コース（デザイン領域） 卒業
2013 年 上越教育大学大学院 学校教育研究科教科・領域教育専攻芸術系コース 修了
現在 上越教育大学大学院 学校教育研究科教科・領域教育専攻芸術系コース 研究生
Born in 1988
2010 graduated from National Hsinchu University of Education
2013 completed Graduate School in Joetsu University of Education
present research student of Graduate School in Joetsu University of Education

188 × 45 × 40 cm

2014-2015

陶彫／粘土、木

ceramic sculpture /clay, wood



深呼吸
Deep Breathing

上原 千紘
UEHARA Chihiro
1990 年生まれ
2013 年 富山大学 芸術文化学部造形芸術コース 卒業
Born in 1990
2013 graduated from University of Toyama

162 × 112 cm

2013

アクリル／アクリルガッシュ、紙、パネル

acrylic painting /acrylic gouache, paper, panel



羽化
eclosion

川越 ゆりえ
KAWAGOE Yurie
1987 年生まれ
2011 年 富山大学 芸術文化学部造形芸術コース 卒業
2013 年 富山大学大学院 芸術文化学研究科 修了
Born in 1987
2011 graduated from University of Toyama
2013 completed Graduate School in University of Toyama

91 × 162 cm

2014

ミクストメディア／アクリル絵具、紙粘土、樹脂粘土、メディウム、板

mixed media /acrylic paint, papier-mache, resin clay, medium, wooden panel



生きる
live

宇都 大志
UTO Hiroshi
1985 年生まれ
2011 年 成安造形大学 造形学部造形美術科 卒業
2012 年 成安造形大学 西久松吉雄日本画研究室 研究生
Born in 1985
2011 graduated from Seian University of Art and Design
2012 research student in Seian University of Art and Design

140 × 150 cm

2012

日本画／岩絵具、パネル

Japanese painting /mineral pigment, panel



吊られるもの
hang

宮城 幸佑
MIYAGI Kosuke
1991 年生まれ
2013 年 成安造形大学 芸術学部芸術学科 卒業
現在 成安造形大学 西久松吉雄日本画研究室 研究生
Born in 1991
2013 graduated from Seian University of Art and Design
present research student in Seian University of Art and Design

162 × 130 cm

2014

日本画／岩絵具、麻紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, hemp paper, panel



anoare ♯ 10
anoare ♯ 10

楠本 孝美
KUSUMOTO Takami
1985 年生まれ
2010 年 成安造形大学 造形学部造形美術科 卒業
2011 年 成安造形大学 長尾浩幸洋画研究室 研究生
2013 年 京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程絵画専攻 修了
Born in 1985
2010 graduated from Seian University of Art and Design
2011 research student in Seian University of Art and Design
2013 completed Master's Program of Graduate School in Kyoto City University of Arts

103 × 72.8 cm

2014

スクリーンプリント、転写／シリコン、インク、パネル

screen printing, transfer process /silicone, ink, panel



色は思案の外
Desperate Housewives

但馬 摩衣子
TAJIMA Maiko
1987 年生まれ
2010 年 成安造形大学 造形学部造形美術科 卒業
2011 年 成安造形大学 長尾浩幸洋画研究室 研究生
Born in 1987
2010 graduated from Seian University of Art and Design
2011 research student in Seian University of Art and Design

90 × 120 cm

2014

木版リトグラフ／インク、ハーネミューレ紙

plywood lithography /ink, paper (Hahnemuhle)



夏の葉 （捉えられない視界から）
summer leaves (through my obscure sight)

新藤 彩
SHINDO Aya
1989 年生まれ
2013 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
現在 京都精華大学大学院 芸術研究科博士前期課程芸術専攻 在学中
Born in 1989
2013 graduated from Kyoto Seika University
present graduate student of Master's Program in Kyoto Seika University

91 × 117 cm

2014

油彩／石膏地、綿布、パネル

oil painting /gesso, cotton, panel



運ばれては、置き去りにされる意識
The consciousness that is carried, and is left

中塚 亜季
NAKATSUKA Aki
1991 年生まれ
2014 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
現在 京都精華大学大学院 芸術研究科博士前期課程芸術専攻 在学中
Born in 1991
2014 graduated from Kyoto Seika University
present graduate student of Master's Program in Kyoto Seika University

162 × 162 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



マチノヨルノ 12
The night in the city 12

楠本 衣里佳
KUSUMOTO Erika
1988 年生まれ
2011 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
2013 年 京都精華大学大学院 芸術研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1988
2011 graduated from Kyoto Seika University
2013 completed Master's Program of Graduate School in Kyoto Seika University

145 × 130 cm

2014

日本画／岩絵具、水干絵具、麻紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, dyed mud pigment, hemp paper, panel



落日
setting sun

平田 　子
HIRATA Yuko
1986 年生まれ
2009 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
2011 年 京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程絵画専攻 修了
Born in 1986
2009 graduated from Kyoto Seika University
2011 completed Master's Program of Graduate School in Kyoto City University of Arts

162.1 × 130.3 cm

2014

日本画／岩絵具、水干絵具、膠、麻紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, dyed mud pigment, glue, hemp paper, panel



light soup
light soup

岡山 愛美
OKAYAMA Manami
1984 年生まれ
2007 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
2009 年 京都精華大学大学院 芸術研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1984
2007 graduated from Kyoto Seika University
2009 completed Master's Program of Graduate School in Kyoto Seika University

47 × 70 cm

2014

写真／インクジェットプリント

photography /ink-jet print



春のはじめの公園
The park in early spring

森糸 沙樹
MORIITO Saki
1985 年生まれ
2008 年 京都精華大学 芸術学部造形学科 卒業
2010 年 京都精華大学大学院 芸術研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1985
2008 graduated from Kyoto Seika University
2010 completed Master's Program of Graduate School in Kyoto Seika University

100 × 145 cm

2014

リトグラフ／インク、紙

lithography /ink, paper



久しぶり！元気だった？
It's been a long time! Were you fine?

中野 紋
NAKANO Aya
1985 年生まれ
2008 年 近畿大学 文芸学部芸術学科造形芸術専攻造形コース 卒業
2010 年 奈良教育大学大学院 教育学研究科修士課程教科教育専攻美術教育専修 修了
Born in 1985
2008 graduated from Kinki University
2010 completed Master's Program of Graduate School in Nara University of Education

130.3 × 162 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



夏の庭
Summer garden

増田 恵子
MASUDA Keiko
1985 年生まれ
2008 年 奈良教育大学 教育学部学校教育教員養成課程身体・表現コース美術教育専修 卒業
2010 年 奈良教育大学大学院 教育学研究科修士課程教科教育専攻美術教育専修 修了
Born in 1985
2008 graduated from Nara University of Education
2010 completed Master's Program of Graduate School in Nara University of Education

162 × 97 cm

2014

油彩／麻布

oil painting /canvas



風の色
The color of the wind

西川 由紀子
NISHIKAWA Yukiko
1986 年生まれ
2009 年 奈良教育大学 教育学部総合教育課程芸術文化コース書道芸術専修 卒業
現在 奈良教育大学大学院 教育学研究科修士課程教科教育専攻美術教育専修 在学中
Born in 1986
2009 graduated from Nara University of Education
present graduate student of Master's Program in Nara University of Education

60.6 × 181.8 cm

2014

書／墨、紙

calligraphy /ink, paper



池上
The edge of pond

真鍋 華苑
MANABE Kaen
1985 年生まれ
2008 年 奈良教育大学 教育学部総合教育課程文化財・書道芸術コース書道芸術専修 卒業
2010 年 奈良教育大学大学院 教育学研究科修士課程教科教育専攻美術教育専修 修了
Born in 1985
2008 graduated from Nara University of Education
2010 completed Master's Program of Graduate School in Nara University of Education

225 × 53 cm

2011

書／墨、紙

calligraphy /ink, paper



骸 II
body- II

宍戸 純
SHISHIDO Jun
1987 年生まれ
2009 年 広島大学 教育学部第四類造形芸術系コース 卒業
2011 年 広島大学大学院 教育学研究科（博士課程前期）生涯活動教育学専攻造形芸術教育学専修 修了
Born in 1987
2009 graduated from Hiroshima University
2011 completed Master's Program of Graduate School in Hiroshima University

162 × 162 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



零れ落ちる
run down

村上 佑介
MURAKAMI Yusuke
1987 年生まれ
2009 年 広島大学 教育学部第四類造形芸術系コース 卒業
2011 年 広島大学大学院 教育学研究科（博士課程前期）生涯活動教育学専攻造形芸術教育学専修  修了
2014 年 広島大学大学院 教育学研究科（博士課程後期）文化教育開発専攻造形芸術教育学分野 修了 博士（学術）
Born in 1987
2009 graduated from Hiroshima University
2011 completed Master's Program of Graduate School in Hiroshima University
2014 completed Doctoral Program of Graduate School in Hiroshima University, Ph.D.

180 × 60 × 80 cm

2014

塑造／石膏、鉄、箔、アクリル絵具

modeling /plaster, iron, metallic leaf, acrylic paint



遠くへ
Far

鶴 友那
TSURU Yuna
1987 年生まれ
2010 年 佐賀大学 文化教育学部美術・工芸課程西洋画専攻 卒業
2012 年 佐賀大学大学院 教育学研究科 修了
Born in 1987
2010 graduated from Saga University
2012 completed Graduate School in Saga University

130.3 × 162 cm

2014

油彩／綿布、パネル

oil painting /cotton, panel



ここから
from here

本木 ひかり
MOTOKI Hikari
1986 年生まれ
2010 年 佐賀大学 文化教育学部美術 ･ 工芸課程西洋画専攻 卒業
Born in 1986
2010 graduated from Saga University

116.7 × 116.7 cm

2015

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel



tone color
tone color

西田 真理
NISHIDA Mari
1990 年生まれ
2012 年 熊本大学 教育学部中学校教員養成課程（美術） 卒業
2014 年 熊本大学大学院 教育学研究科教科教育実践専攻芸術スポーツ系教育美術教育コース 修了
Born in 1990
2012 graduated from Kumamoto University
2014 completed Graduate School in Kumamoto University

130.3 × 162 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



１日の終わり
an end of a day

平川 敦子
HIRAKAWA Atsuko
1988 年生まれ
2012 年 熊本大学 教育学部中学校教員養成課程（美術） 卒業
Born in 1988
2012 graduated from Kumamoto University

162 × 162 cm

2011

油彩／麻布、パネル

oil painting /canvas, panel



滄溟の域
Area

上杉 汐輝
UESUGI Yuki
1986 年生まれ
2008 年 宮崎大学 教育文化学部生活文化課程芸術文化コース 卒業
Born in 1986
2008 graduated from University of Miyazaki

162 × 162 cm

2014

アクリル／キャンバス

acrylic painting /canvas



earth symphony 2014-2
earth symphony 2014-2

薄葉 了未
USUBA Satomi
1986 年生まれ
2008 年 宮崎大学 教育文化学部生活文化課程芸術文化コース 卒業
Born in 1986
2008 graduated from University of Miyazaki

130.3 × 162 cm

2014

アクリル／和紙、パネル

acrylic painting /Japanese paper, panel



Panic
Panic

中森 祐介
NAKAMORI Yusuke
1985 年生まれ
2008 年 鹿児島大学 教育学部学校教育教員養成課程美術専修 卒業
2011 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
Born in 1985
2008 graduated from Kagoshima University
2011 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba

162 × 162 cm

2014

油彩／麻布、木枠

oil painting /canvas, wooden stretcher



近くに居ない人
People who do not stay near

山元 梨香
YAMAMOTO Rika
1987 年生まれ
2010 年 鹿児島大学 教育学部学校教育教員養成課程美術専修 卒業
2012 年 鹿児島大学大学院 教育学研究科教育実践総合専攻芸術・スポーツ系学修コース 修了
Born in 1987
2010 graduated from Kagoshima University
2012 completed Graduate School in Kagoshima University

162 × 130.3 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



Dean
Dean

ヨナス・ブーロー
Jonas BOULEAU
1988 年生まれ
2011 年 スウェーデン王立美術大学 卒業
現在 スウェーデン王立美術大学大学院 在学中
Born in 1988
2011 graduated from Bachelor Program of Royal Institute of Art
present graduate student of Master's Program in Royal Institute of Art

80 × 60 cm

2014

油彩／ポリエステルキャンバス、木枠

oil painting /polyester canvas, wooden stretcher



All Clear, Control
All Clear, Control

リネア・エリサベツ・リゴード
Linnea Elisabeth RYGAARD
1990 年生まれ
2014 年 スウェーデン王立美術大学 卒業
現在 スウェーデン王立美術大学大学院 在学中
Born in 1990
2014 graduated from Bachelor Program of Royal Institute of Art
present graduate student of Master's Program in Royal Institute of Art

30 × 40 cm

2014

油彩／キャンバス

oil painting /canvas



Mehrselbst
Multipleself

シミーナ・バデア
Simina BADEA
1984 年生まれ
2008 年 ウィーン美術アカデミー 修了
Born in 1984
2008 completed Academy of Fine Arts Vienna, MFA

48.5 × 27.5 cm

2008

エッチング、アクアチント（2 版刷り）／インク、ラグペーパー

etching, aquatint (with 2 copperplates) /ink, rag paper



Water Leith
Water Leith

クリスティーネ・カッチャー
Christine KATSCHER
1986 年生まれ
2012 年 ウィーン美術アカデミー 修了
Born in 1986
2012 completed Academy of Fine Arts Vienna, MFA

30 × 30 cm

2013

リトグラフ、フォトエッチング／インク、紙

lithography, photo etching /ink, paper



MYYM40/CMYCY120
MYYM40/CMYCY120

アイーダ・アンドレス・ロドリガルバレス
Aïda ANDRÉS RODRIGÁLVAREZ
1985 年生まれ
2010 年 カタルーニャ工科大学大学院 修了
2014 年 バルセロナ大学 卒業
Born in 1985
2010 completed Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB), BArch, MArch
2014 graduated in Fine Arts from University of Barcelona

77 × 107 cm × 2

2013

リトグラフ／インク、紙

lithography /ink, paper



Trompe-l'esprit
Fool the mind

サラ・ボナチェ・リオス
Sara BONACHE RIOS
1991 年生まれ
2014 年 バルセロナ大学 卒業
Born in 1991
2014 graduated in Fine Arts from University of Barcelona

37 × 37 cm × 6

2014

エッチング／油性インク、紙

etching /oil-based ink, paper



Good Morning
Good Morning

陳 芃宇　チン・ポンユ
CHEN Peng-Yu
1984 年生まれ
2006 年 国立台湾芸術大学 卒業
2010 年 国立台湾芸術大学大学院 修了
2014 年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 修了
現在 筑波大学大学院 人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻 在学中
Born in 1984
2006 graduated from National Taiwan University of Arts, BFA
2010 completed National Taiwan University of Arts, MFA
2014 completed Master's Program of Graduate School in University of Tsukuba
present graduate student of Doctoral Program in University of Tsukuba

162 × 162 cm

2013

日本画／岩絵具、和紙、パネル

Japanese painting /mineral pigment, Japanese paper, panel



生息 II
HABITAT II

徐 凡軒　シュ・ファンシェン
HSU Fan-Hsuan
1981 年生まれ
2007 年 国立台湾芸術大学大学院 修了
2013 年 愛知県立芸術大学大学院 美術研究科博士前期課程 修了
現在 愛知県立芸術大学大学院 美術研究科博士後期課程 在学中
Born in 1981
2007 completed the master's course in National Taiwan University of Arts
2013 completed Master's Program of Graduate School in Aichi University of the Arts
present graduate student of Doctoral Program in Aichi University of the Arts

116.7 × 80.3 cm

2014

水墨画／吉祥麻紙、パネル

India ink painting /Japanese paper, panel



別再這樣看我了
Don't look at me 

江 基名　ジャン・ジミン
CHIANG Chi-Ming
1990 年生まれ
2013 年 国立台北芸術大学 卒業
現在 国立台湾芸術大学大学院 在学中
Born in 1990
2013 graduated from Taipei National University of the Arts, BFA
present graduate student in National Taiwan University of Arts

66 × 17 × 15 cm

2014

木彫／樟、油絵具

wood carving /camphor tree, oil paint



梅堯臣詩
A Poem by Mei Yao-Chen

陳 俋佐　チェン・イツォ
CHEN I-Tso
1986 年生まれ
2013 年 国立台湾芸術大学大学院 修了
Born in 1986
2013 completed National Taiwan University of the Arts, MFA 

180 × 90 cm

2012

書／墨、薄葉紙

calligraphy /Chinese ink, rice paper



回家
Back home

施 智涵　シュ・ジゥハン
SHIH Chih-Han
1988 年生まれ
2010 年 東海大学 卒業
2014 年 東海大学大学院 修了
Born in 1988
2010 graduated in Undergraduate Program of Department of Fine Arts from Tunghai University
2014 completed Graduate Program of Department of Fine Arts in Tunghai University 

75 × 60 cm

2014

日本画／水干絵具、紙

Japanese painting /dyed mud pigment, paper



蜃景
Fata Morgana

陳 睿淵　チェン・ルェユェン
TAN Jui Wen
1989 年生まれ
2012 年 東海大学 卒業
現在 東海大学大学院 在学中
Born in 1989
2012 graduated in Undergraduate Program of Department of Fine Arts from Tunghai University
present graduate student of Department of Fine Arts in Tunghai University

61 × 72.5 cm

2014

日本画／水干絵具、墨、麻紙

Japanese painting /dyed mud pigment, India ink, hemp paper



Chân dung thiếu nữ 
Portrait of young girl

レ・ホアイ・ナム
LE Hoai Nam
1985 年生まれ
2009 年 ホーチミン市美術大学 卒業
2013 年 ホーチミン市美術大学大学院 修了
Born in 1985
2009 graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts
2013 completed Ho Chi Minh City University of Fine Arts, MFA

30 × 20 cm

2013

漆絵／顔料、木

lacquer painting /colors, wood 



Gặp gỡ
Meeting

ド・キエウ・チャン
DO Kieu Trang
1991 年生まれ
2013 年 ホーチミン市美術大学 卒業
現在 ホーチミン市美術大学大学院 在学中
Born in 1991
2013 graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts
present graduate student of the master's program in Ho Chi Minh City University of Fine Arts

75 × 55 cm

2014

木版／インク、水彩絵具、紙

woodcut printing /ink, water color, paper



Erasures
Erasures

ヘイリー・メーガン・フレンチ
Hayley Megan FRENCH
1987 年生まれ
2008 年 シドニー大学シドニー・カレッジ・オブ・アーツ（SCA） 卒業
現在 シドニー大学大学院シドニー・カレッジ・オブ・アーツ（SCA） 在学中
Born in 1987
2008 graduated from Sydney College of the Arts, University of Sydney, BVA
present graduate student of Doctoral Program in Contemporary Art, Sydney College of the Arts, University of Sydney

80 × 80 cm

2014

アクリル／キャンバス

acrylic painting /canvas



Logo1 (Stage)
Logo1 (Stage)

イェレナ・テレッキ・シュタルツェヴィチ
Jelena TELECKI-STARCEVIC
1976 年生まれ
2005 年 国立美術学校（シドニー） 卒業
2006 年 シドニー大学 卒業
2010 年 シドニー大学大学院 修了
Born in 1976
2005 graduated from National Art School, Sydney, BFA
2006 graduated from University of Sydney, BVA
2010 completed University of Sydney, MVA

31 × 41 cm

2014

油彩／麻布

oil painting /linen



文化庁委託事業「平成 26 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
若手ファインアーティストの活躍の場の創生―「ファインアート・ユニバーシアード」開催の基盤構築―

“Young Artist Development Project for Creation of Next-Generation Culture” supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2014

Creation of new fields of performance for young fine artists: Building ‘Fine Art Universiade’ infrastructure

新進芸術家育成交流作品展　FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 2014-2015
“FINE ART / UNIVERSITY SELECTION 2014-2015” Exhibition for the Young Artist Exchange and Development
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茨城県つくば美術館

URL：
www.fineart-univ.jp
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