
富山県立高岡工芸高校青井記念館美術館  2017年 10月 8 日(日)～29日(日) 

【富山県立高岡工芸高校創立 120 周年記念展Ⅱ期  

～納富介次郎と草創期の指導者～】 

 

【第 110 回尚美展関連作品展 同窓生作品】 

 

部門 作品名 号・寸法 作家名 指導科等 指導年

1 日本画 山水図 131×50 納富 介次郎 初代校長　 明治27～34年

2 工芸 鯛盆 5.5×39×60 納富 介次郎 初代校長 明治27～34年

3 書 夏景 44×41 納富 介次郎 初代校長 明治27～34年

4 工芸 手炉 28×17.5×26 村上 九郎作 木彫、校長心得　 明治27～31年

5 日本画 想 36×26 波多野 秀太郎 絵画 明治27～34年

6 彫刻 商人 56×22×34 大塚 秀之丞 原型 明治27～大正6年

7 彫刻 蝦蟇仙人 18×23×19 大塚 秀之丞 原型 明治27～大正6年

8 彫刻 観音座像 34×11×15 大塚 秀之丞 原型 明治27～大正6年

9 工芸 狆 22×11×28 関 義平 彫金 明治28～大正10年

10 工芸 松に鷹額面 34×63 関 義平 彫金 明治28～大正10年

11 日本画 武人像 38×27 新村 弥三郎 描金 明治28～昭和5年

12 工芸 文筥 12.5×36×28 新村 弥三郎 描金 明治28～昭和5年

部門 作品名 号・寸法 作家名 卒業年科

1 日本画 医王雪 F30(90.9×72.7) 石崎 外志雄 昭和29年 図案絵画科

2 日本画 不思議な自然 42×29.7 太田 紀久雄 昭和33年 窯業科

3 日本画 雪降る頃 F50(116.8×91） 高橋 晴美 昭和47年 デザイン科

4 日本画 悠久・海 F4(33.3×24.2） 岩城 大介 昭和58年 工芸科

5 日本画 夕暮れ S30(91×91) 猪原 惟 平成18年 デザイン科

6 洋画 太閤山ランドの朝 F50(116.8×91） 川辺 俊夫 昭和33年 図案絵画科

7 洋画 散歩 F30(90.9×72.7) 小谷 龍吉 昭和35年 工業化学科

8 洋画 内川図 80×100 河上 健三 昭和38年 工業化学科

9 洋画 た　万葉集 巻17-3943 45×55 上野 博之 昭和39年 デザイン科

10 洋画 僕の宝物 S30(91×91) 佐藤 カオル子 昭和39年 デザイン科

11 洋画 刻面 70×54 炭谷 尚夫 昭和40年 機械科

12 洋画 機械 75×60 豊本 外良 昭和43年 電気科

13 洋画 Sinopia 2017-Ⅰ F6(41×31.8) 大村 雅章 昭和54年 デザイン科

14 洋画 おだやかな日 太子(44×37) 米納 睦子 昭和56年 工芸科

15 洋画 神秘の森 F20(72.7×60.6) 髙田 望 平成23年 デザイン科

16 彫刻 アオモンホウセキ カタゾウムシ 46×72×62 竹田 貞郎 昭和24年 工芸科

17 彫刻 ApartmentHouse 60×70×45 渡辺 敏彦 昭和47年 デザイン科

18 彫刻 聖子さんの胸像 60×50×25 米納 宗宏 昭和50年 工芸科

19 工芸 いのり 35×45 川原 和夫 昭和31年 木材工芸科

20 工芸 輪 60×70×10 坂井 茂 昭和33年 塗装科

21 工芸 吹分花器 21×26×12 般若 保 昭和34年 電気科

22 工芸 彩色布目花器 40×20×40 花嶋 伊都子 昭和61年 工芸科

23 工芸 記憶の情景 19×99×18 織田 定男 昭和63年 工芸科

24 工芸 跳べ 60×16×29 安達 陽子 平成 3年 工芸科

25 工芸 愛咲 60×30 笹波 美恵 平成 5年 デザイン科

26 工芸 夏のかけら 52×92×15 室谷 美乃里 平成17年 工芸科

27 工芸 二塔 55×10×10 齋藤 晃央 平成22年 工芸科

28 書 正大的実　學問行事 41×31 柴田 秀紀 旧職員

29 書 喜 145×35 石井 和 平成25年 工芸科

30 写真 空へ 50×58 寺腰 健一 昭和37年 図案絵画科



【PTA・教育振興会 教養講座作品】 

 

【教職員作品】  

 

【第 42回富山県青少年美術展 入賞入選作品】 

 

荻　澤　裕　美 林　　　智子 林　　　弘祐 土　肥　しのぶ 森　崎　張　恵
山　下　博　代 長　草　弘　治 浦　野　三枝子 笠　原　恵理子 山　本　美智恵
笹　山　小百合 砂　田　　実 専　徒　恵　子 次郎丸　紀　子 加　藤　賀　絵
中　澤　栄　進 門　井　芳　美 花　野　義　章 武蔵川　義　則 折　橋　孝　子 
鶴　田　友　美 村　井　勝　栄 金　森　一　郎 山　本　成　子 小　栗　朋　子
金　尾　靖　治 長　井　忍　布 森　沢　美　穂 坊　　　　馨

1 大地より 六家 敬吉 11 水指 中次 長井 忍布

2 須田国太郎「薔薇」模写 石黒 律子 12 虚 長井 忍布

3 小宇宙 石黒 律子 13 なんでもplate 中川 明美

4 はりはら 上杉 靖吾 14 つる 西村 吉彦

5 LayerA 太田 広信 15 月影に･･･ 林 　みさを

6 連峰はるか 葛井 保秀 16 桧造盤 枡田 篤史

7 乾漆 柿乃髪留　夏・秋・冬 佐伯 高基 17 群れⅡ 松浦 晴香

8 変わり塗パネル 菅原 幸 18 RUN 村本 克朗

9 踏み台スツール 鈴木 甲一郎 19 うごめく 森沢 美穂

10 おちょこ 永井 隆浩 20 ハーバリウム 山田 啓志

■デザイン部門 デザイン・絵画科 銀賞 貴方には視えていますか？ 茶畑　萌加 3年デザイン・絵画科

佳作 私も未来の絶滅危惧種？ 山崎　胡代璃 3年デザイン・絵画科

入選 愛すべき自然 石橋　名結 2年デザイン・絵画科

■彫刻部門 クラフト部 佳作 月 海内　春香 2年工芸科

入選 嵐の夜に 中田　あかり 2年工芸科

■工芸部門 クラフト部 銀賞 自我の芽生え 織田　峻太郎 2年工芸科

夜明け 西嶋　希衣 2年工芸科

陶芸部 入選 荒波 名田　蒼 3年電気科

■書部門 書道部 佳作 臨蘭亭序 島　　健太 3年土木環境科

臨楊峴隷書幅 又場　唯斗 2年土木環境科

入選 臨蘭亭序 今井　緋奈子 2年デザイン・絵画科

臨孔子朝堂碑 今村　海斗 1年電子機械科

一般出展 入選 臨牛橛造像記 山下　真礼 1年デザイン・絵画科

写真部 金賞 meet again 柴田　和紀子 2年デザイン・絵画科

■写真部門 銀賞 俺のなつやすみ 坂高　史夏 2年デザイン・絵画科

銅賞 父と見た青 納藤　颯佑 2年機械科

佳作 夏の記憶 茅原　天音 2年工芸科

ベストショット 二俣　智 3年電子機械科

一般出展 佳作 夏の風物詩 湊　　友希 3年デザイン・絵画科


