
絵画部門　         　　　長瀬  いずみ   Nagase ,Izumi
推薦させていただいた方々は、長年にわたって、この秋田で揺らぐことの
ない信念のもと、造形活動に取り組まれてきた方々です。そして、常に「今」
を生きて感じて表現し、より自分の「はらわた」とつながった表現をしよ
うと、努力してきた方々だと考えています。この方々の造形を一つの空間
に展示することは、「アーツアーツ 2019」以外では難しいと思います。是非、
ご高覧いただき、このような表現もあるのかと驚いたり、作家の「はらわ
た」から生まれた色や形などを楽しんだりしていただけたら、と思います。
秋田で真摯に造形活動に取り組み、魅力的な表現をしている方はたくさん
いらっしゃいます。壁面の都合で、その方々全員の作品を展示できないこ
とが、とても残念です。けれども、今回の展示によって、秋田の美術の多
様性と可能性の一端を示すことができていれば幸いです。　　　　　

長瀬 いずみ ( 画家 )

書道部門    　　後藤　武之   Goto ,Takeyuki 
今回の展示では、来場された方に気軽に「書を感じてもらう」ことを主眼に、
書道界では若手といわれる４０代・５０代の作家３名を推薦しました。
根北楸氏は、仮名を中心に作品を発表しています。氏の作品には、古典に
学んだ線と構築美があります。文字と余白の絶妙なバランスに注目してく
ださい。伊藤清子氏は、近現代の詩歌や文章を素材とした近代詩文書（調
和体）を専門としています。羊毛筆特有の渇 ( かつ ) 筆 ( ぴつ ) の魅力を感
じてください。山口顕正氏は、筆の勢いを切らさずに複数の文字を続けて
書き連ねた漢字書に特徴があります。一 ( いつ ) 気 ( き ) 呵 ( か ) 成 ( せい )
の墨線を、目でたどりながらご覧ください。
「書は線の芸術」とも言われます。三人三様の「書線」に注目し、そこから
生まれる作者の心情を感じ取っていただければ幸いです。

    後藤  武之（書家・五城目高等学校校長）

伊藤　清子     Ito ,Seiko
1966　秋田県由利本荘市生まれ
1985　秋田県立本荘高等学校卒業
1987　千葉経済大学短期大学部卒業
1989　後藤竹清氏に師事
1999　毎日書道展　毎日賞
2000　毎日書道展　毎日賞
2008　國井誠海賞
2018　毎日書道展　会員賞（グランプリ）
2019　毎日書道展審査会員昇格
　　　書道研究「清芽会」所属
現在    公立大学法人秋田県立大学に勤務

立体部門　      　　　島屋　純晴    Shimaya ,Junsei
　
世界のアートマーケットでの可能性と価値観に着眼し、美術工芸短大より美術
大学に至る時間の中で、秋田が育む若き才能が創る明快な価値世界を持つ立体
作品群である。青木有理子は学生時代より独自の世界を展開し造形作家として
活躍する。その微笑ましく柔らかな質感を持つ金属の創造世界は多くのファン
を魅了する。櫻井隆平は独自のフォルムと色彩を明快に表しユーモア溢れる世
界を見せる。美術大学のビジュアルアーツ専攻 3年次に所属する 6名は創作世
界のスタートラインについたばかりだが、其々独自の世界観を醸成しつつある。
野口・郡司・野畠・菊地は今の時代に傘が持つ価値観の揺らぎに着眼し本来の
スケールを変換することで独自の世界を見せる。佐々木大空は楽器と演奏行為
によって生まれる世界観を空間に展観する。黒田睦は愛する動物たちの関わり
と時間を彫刻として表現する。これらは昨今の難解な現代美術と一線を画し所
謂美術ファンのみならず、世代を超えて楽しみ観ていただける展示を目指して
いる。　　　　　　　　　　　　島屋　純晴 ( 彫刻家・秋田公立美術大学教授 )

 

根　 北 楸
1962　秋田県潟上市生まれ
1980　秋田県立秋田南高等学校卒業
1985　新潟大学教育学部卒業

現在　秋田県立六郷高等学校校長
　　　秋田県美術展覧会専門委員
　　　秋田書道展審査員
　　　読売書法会幹事

加藤　貞子     Kato ,Teiko    
1955　秋田県湯沢市生まれ
1973　秋田県立湯沢高等学校卒業
1977    新制作展　初入選   
1978    新制作展　新作家賞 ( 他 79､84､85 に受賞 )
　　　秋田大学教育学部卒業
1980　安井賞展　入選 ( 他 83､85､87 に入選 )
1981    秋田県芸術選奨
1986　新制作協会　会員推挙

職歴　湯沢市立山田小学校教諭
　　　秋田和洋女子高等学校教諭
現在　秋田市在住　紺野五郎氏、佐々木良三氏に師事　

櫻井　隆平　Sakurai ,Ryuhei 
1993　群馬県長野原町生まれ
2011　前橋市立前橋高等学校卒業
2015    多摩美術大学卒業
2015/9～2016/2    国立台湾芸術大学留学　
　「アートアワードトーキョー丸の内 2015」入選
　「International  Shoebox  Sculpture」( 台湾 )
2016    個展「櫻井隆平展」　Gallery K ( 京橋 )
2017　多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻　修了
現在　 秋田公立美術大学助手

佐々木  良三   Sasaki ,Ryozo
1935　秋田県由利本荘市生まれ
1958　秋田大学学芸学部一部甲類美術科卒業
1978　東京藝術大学内地研究員
1980 ～ 83　明日への具象展　選抜展　
1981,82　幻視の森 展〈日本シュールリアリズム作家選抜展〉
1984 ～ 88　現代の裸婦展　招待部門　
2001　リキテックス・ビエンナーレ展　優秀賞　
2004 ～ 19　現代日本の視覚展〈21 世紀のメッセージ〉招待　
2005　EXPO” 2005 愛・地球博開催記念展　招待　
2011     今日の美術展　東日本大震災復興チャリティー　　
現在　国画会の審査員（会員）　国画会会務委員として、
　　　会の運営等の功績により 2016 年第 90 回記念国展にて表彰

　Kon ,Hokusyu
 山口　顕正　Yamaguchi  ,Kensyo
1975　秋田県仙北市生まれ
1993　秋田県立角館高等学校卒業
1995,96　岩手県芸術祭書道部門　部門賞
1996　岩手県書道協会展　準大賞
1998　岩手大学教育学部書道科卒業
2007　日展   入選
2015,16　読売書法展    読売俊英賞
2016　秋田書道展    魁星賞
2017　改組新日展　入選
2018　秋田県美術展覧会     特賞
現在　書道研究「玄心会」常任総務      読売書法会理事    日本書芸院一科審査員     

   
1962   秋田県由利本荘市生まれ
1981   秋田県立本荘高等学校卒業
1984   毎日書道展　入選
1986   東洋大学文学部国文学科卒業
1996   毎日書道展　毎日賞
1998   秋田県美術展覧会第 40 回記念章
2011   毎日書道展　会員賞 
2014   秋田県芸術選奨
現在　秋田県立五城目高等学校校長
　　　毎日書道展審査会員      
　　　日本詩文書作家協会評議員       秋田県書道連盟理事
             秋田県高等学校教育研究会芸術部会長

ニホニ　Nihoni            秋田公立美術大学Group Work
菊地　 澪　 1996　岩手県奥州市生まれ
        　　　   2017　岩手県盛岡中央高等学校卒業

野口　朝生  1998　京都府京都市生まれ
                        2017　京都府立北稜高等学校卒業

野畠　菜々  1998　宮城県大崎市生まれ
                        2017　宮城県古川黎明高等学校卒業

郡司　菜采  1999　福島県郡山市生まれ
                        2017　福島県立郡山商業高等学校卒業

                        2017　秋田公立美術大学入学
                        現在　 同学ビジュアルアーツ専攻在学中

佐々木  大空　Sasaki ,Sora
1998　青森県中泊市生まれ
2017　青森県立木造高等学校卒業
2017　秋田公立美術大学入学
現在　 同学ビジュアルアーツ専攻在学中
　　　音楽行為とその際に用いられる楽器につ　　
　        いて研究中

 

黒 田　 睦    Kuroda ,Mutsumi
1999　奈良県橿原市生まれ
2017　奈良県立奈良北高等学校卒業
2017　秋田公立美術大学入学
現在　 同学ビジュアルアーツ専攻在学中

1955　石川県金沢市生まれ
1974　私立金蘭千里高等学校卒業
1982　金沢美術工芸大学大学院修了　　
　　　第 12 回国際彫刻会議に参加
            （サンフランシスコ、  オークランド）
1984　space architect EARTH Studio 設立、野外造形　　
　        作品制作・空間等の設計をはじめる
　　　第 2回京都美術工芸選抜展京都府買上賞　　　　
　        第 7 回ジャパンエンバ美術展
　　　第 23 回北陸中日美術展大賞  
　　　以下、コンクール等受賞多数、個展多数　
　　　全国にパブリックコレクション多数
現在　秋田公立美術大学教授

佐々木  厚子    Sasaki ,Atsuko
1950　北海道旭川市生まれ　4歳より秋田市に移転
1968　秋田和洋女子高等学校卒業
1988　自由美術協会展初入選　2001 まで連続入選
1999,2000　自由美術協会展　佳作賞
2001　自由美術協会　会員推挙
2007　個展　銀座幸伸ギャラリー
2011　個展　あらかわ画廊
2012　靉光賞
2013　秋田市文化選奨
2013　個展　CAFAE-SE  CENTRO  CULTURAL  JOSE  MARIA  ARGUEDAS
                               美術家文化会館 （ペルー・リマ）
1997,2001 フランス　2002,2003 カナダ　2009 ～ 2018 ペルー・リマに毎年二ヶ
月滞在、制作。ペルー国内の美術館、博物館、遺跡など巡る　
現在　秋田美術作家協会会員　自由美術協会会員　日本美術家連盟会員　

1962　秋田県秋田市生まれ
1980　秋田県立秋田北高等学校卒業
1984　国展初入選
1985　秋田大学教育学部卒業
2006　女流画家協会展　世界堂賞
2009　国展　奨励賞
2011　国展　準会員推挙
2012　女流画家協会展　マルオカ賞　会員推挙
2013　女流画家協会展　水野恭子賞
2014,16,18　個展（銀座 るたん）
2015　女流画家協会展　損保ジャパン日本興亜賞　委員推挙
2018　国展　会員推挙

青木  有理子    Aoki ,Yuriko
1982　富山県生まれ
2004　秋田公立美術工芸短期大学工芸美術専攻科金属工芸コース修了
2004 ～ 07 高岡市伝統工芸産業技術者養成スクールにて鋳造・象嵌を学ぶ
2010　金沢卯辰山工芸工房修了
現在　 高岡市内の工房にて制作

2013 　金屋町楽市 in さまのこ  審査員特別賞
2016 　高岡クラフトコンペ　地域特別賞
2010　 金沢・世界工芸トリエンナーレに C-unite として参加
2015 　黒部市美術館 恋スル工芸展    出品
2015 　経済産業省    The Wonder 500 にコバンガエルが認定される

推薦者 推薦者

推薦者


