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作家名 作品名 作家名 作品名
川島 直人 銘仙灯り 岡崎 朗子 お花畑

川島 直人 菜の花と夕焼け 佐藤 みか 友達

川島 直人 西場の百観音 藤戸 和美 秋

川島 直人 秋の落し物～鎌倉にて～ 矢野 義雄 顔

和久 文雄 京都の金閣寺とその公園であそぶ人たち 井上 理弓 みどりのかざりのお馬さん

和久 文雄 学校とさくら 井上 理弓 ねずみいろお馬さん

和久 文雄 しあわせのまち 圭ちゃん もみじ

篠原 伽織 パステルアート 圭ちゃん クンシラン

石津 パステルアート 中島 龍生 やもり

安田 晴美 私の好きな模様 中島 龍生 生物大集合

浅倉 崚 花火 中島 龍生 しげみの中のにじいろとかげ

菅沼 和也 花のモチーフ 中島 龍生 アオカナヘビ

宮田 裕輔 2010年の人 生方 佑樹 マグロ

斉藤 一 からくり時計 生方 佑樹 マグロ（小）

塩野 悠斗 いちごケーキ 生方 佑樹 ロボット

塩野 悠斗 いちごゼリー 生方 佑樹 GO!

塩野 悠斗 好きな食べもの、よく歌う曲 すぐる ÓSSAN

和氣 光佑 花とりんご 西出 裕香 気持ちシリーズ　くるしい

和氣 光佑 青い花瓶と花 山淵 遥翔 自画像　A

和氣 光佑 洋梨とミミズクの置物 山淵 遥翔 自画像　B

飯山 太陽 作品ナンバー1842 山淵 遥翔 ホウホウゼミ

飯山 太陽 BAND-AID 山淵 遥翔 アラシゾウ

羽石 充花 ひたちこっちのー りんたろう 倫WORLD

羽石 充花 オレンジリーダー りんたろう モアイ

羽石 充花 漢字が絵になっちゃうの YUJI 仔象と宝物の木

野口 祐介 友だちの顔 YUJI×nemographics Grab today2 nigiriレシート

小林 寿子 野菜 YUJI×nemographics Grab today1 nigiriシール
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YUJI×nemographics Grab today3 nigiri glass 大波 文夫 陶器

高橋 敏夫 木と花 三森 透 宇宙人

高橋 敏夫 おじさんマスク 三森 透 未確認飛行物体

吉田 政行 レコードプレーヤー 片岡 法子 無題　２

吉田 政行 腕時計 笹沼 弘臣 自動販売機

村田 和司 すずめ 笹沼 弘臣 ニワトリ

村田 和司 たなばた 笹沼 弘臣 キョウリュウ

村田 和司 ニワトリ 柳 剛 クワガタ

村田 和司 ゾウ 柳 剛 キョウリュウ

佐藤 百合子 無題　１ 大沼 一展 カモメ

佐藤 百合子 無題　２ 大沼 一展 2羽のカナリヤ

松嶋 毅 オオシカ 青山 信之 白い花

関谷 藤夫 無題　１ 青山 信之 シダ

関谷 藤夫 無題　２ 阿部 忠 那須山と野菜・果物

大島 一郎 花束 阿部 忠 太陽と虹

指田 邦雄 裸婦 横山 明雄 ししとう

木村 良治 ラジオの音たち　１ 柳田 教志 ハッピー

木村 良治 ラジオの音たち　２ 和泉 佳佑 ネコ

山口 直道 コガネムシ 和泉 佳佑 ネズミ

渡辺 蔵 無題　１ 荻野目 勝恵 無題

平山 拓朗 イセエビ 萩野 かおり 無題

平山 拓朗 カラートーテンポール 高松 作子 無題

平山 拓朗 トーテンポール陶器 荒木 弘昌 無題

中森 和秀 つつじと木 山田 文男 無題

鈴木 郁美 ハートいっぱい 高島 有紀 無題

鈴木 郁美 ハートの中の星 信成 ひとみ 無題

大波 文夫 海の想い出 鈴木 信雄 無題
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小川 浩司 無題 西谷 正人 神様

高田 亮一 鏡のない国への自滅 入澤 瞳 スケートリング

高田 亮一 悲しみ、地獄。 菅又 晴美 お花畑

高田 亮一 紙に匹敵する者 菅又 晴美 はるの息吹

高田 亮一 C№001 土屋 竜一 線がいっぱい　１

高松 智美 キメラマウス -二十日間の価値- 土屋 竜一 線がいっぱい　２

KAN 無題 檜山 初男 鯨

松本 温子 食べ物 檜山 初男 象

渡辺 文子 無題 菅又 康弘 水族館

森田 博之 無題 籾山 純也 モンスター

堀江 光一 無題 松岡 聖 ぼくのこころ　１

下妻 喜枝 無題 松岡 聖 ぼくのこころ　２

高瀬 冨美子 無題 磯 絵理菜 コップ　コップ　コップ

茂呂 光秀 模写 石川 正 バラの園

柴 典子 花 岩川 理平 お正月

鈴木 和江 無題 岩川 隆司 顔

岸本 茂 無題 江澤 容子 昼・夜・夕焼け

松本 好正 動物生産工場 大橋 隆代 動物園

近藤 恵美 交流 萩原 英男 花がいっぱい

宮澤 みのる 果物 萩原 英男 花瓶

羽石 晴美 Faces 片貝 健祐 光

石井 颯 プリン 金子 智弘 僕の気持ち

石井 颯 ブランコ 神永 麻菜 あさな

石井 颯 ねこです 川島 久美子 融合

小池 力斗 せん 川住 いち子 おひさま

小池 力斗 せん 佐藤 さくら 声

小池 力斗 えのぐ 下野 善隆 顔×４



 Viewing2020＠うひとつの美術館 展
＜入選作品＞

4 /　4

作家名 作品名 作家名 作品名
鈴木 健太 あか Rei 乙女電球

津布久 弘美 七大天使 わたなべ.けんたろう メルフェンチックファンタジーの世界

津布久 弘美 ハロウィン 黒澤 直啓 マプサウルス

豊岡 大地 メロンパン 鈴木 雅史 鳥

林田 英樹 勇気 松井 佳太 自販機

林田 英樹 無題 yume06 夢の中の人物達CとB

原田 直樹 猫がいる yume06 短編夢日記「七つの大罪。強欲と愛敬」

水沼 祐人 俺を見て 鈴木 明日香 私の好きな果物

山崎 倫彬 犬　猫 吉田 こうへい 無題

吉田 清 山（春） 植田 颯志 すもう中継

吉田 清 山（秋） 植田 颯志 三姉妹

吉田 清 山（冬）

吉成 祐介 紙と紙

吉成 祐介 紙と紙（大）

あさか ゆき 無題

小柏 龍太郎 光あれ

金子 耕大 お食事

多胡 健太 キャンディーズ

由美 無題

神宮 和也 きりん

まさお ガシャどくろ

堀越 典敬 プラネット

前川 素子 7色のセキセイインコ

森藤 政明 恐竜

Sachi Mr.M他

Sachi アートオンの関係者とその他

Rei 私は死なないことをのぞまれていない


