
No 1

　（知事賞）

想い
　（市長賞）

ミルクをどうぞ
　　　 　（教委賞）

3 玉葱 稲薮　梨緒奈 熊野高校

4 Red　gravity3 大西　花 南部高校

5 のんびり 阪本　七海 みなべ町

6 悠々 中田　侑希　 神島高校

7 無の光の残骸 西森　聰子 上富田町

8 富士山と紅葉 広畑　延行 東山一丁目

9 ベゴニア咲く 三谷　文子 下屋敷町

　　　　　   （奨励賞）

10 染まる 石垣　七海 田辺高校

11 Stream 入口　明莉 田辺高校

12 黄昏の空 卯辰　彩乃 神島高校

13 流れ（静） 惠中　孝成 下三栖

14 生命（いのち） 小川　明美 白浜町

15 翳りゆく月と老龍 小川　武 白浜町

16 母子像 柏崎　泰子 中辺路町

17 かわせみ 北村　林子 宝来町

18 海の色 坂下　夕海 南新万

19 変わらない 嶝口　唯果 田辺高校

20 二人 杉若　博美 上秋津

21 small stack 玉段　遥菜 田辺高校

22 夏の名残りⅡ 中松　明美 上富田町

23 豊かな時間 中本　佳代子 上芳養

24 アーグルトンの猫たち 北條　咲季 田辺高校

25 大いなる力 松場　純子 下三栖

26 桜の咲く頃 森本　立子 白浜町

27 自画像 大和　葵 田辺高校

28 コスモス香る 米澤　英子 奈良県

29 Dissection 米澤　克典 神島台

氏　　名 住　　　所

1

2

みなべ町

稲成町

古谷　登

鄭　春梅

（洋　画　の　部）

　講　評
　三年ぶりに開催できたこと、前回よりも多くの方に出品していただけたことが、運営・審査に関
わっていて何よりもうれしかった。地域の文化活動が脈々と続いていくことの重要さを再確認でき
た。全体的には多彩な作品が出品されて表現の多様性を垣間見たものの、大きな作品が少な
く、描き込みに物足りなさを感じる作品もあった。

　　【知事賞】の作品は、ダイナミックな構成で動きがあり完成度の高い作品である。作者の表現
への強い思いや確かな技術力がうかがえる。背景の黄色が少し強すぎ、今後、色彩の扱い方を
工夫し独自の色彩を模索することで、更に質が向上するだろう。
　　【市長賞】の作品は、身近な題材に取り組み、子供の様子がほほえましく描かれている点が素
晴らしい。今までにありそうでなかったタイプの作品である。主題を取り囲む周辺の描写が作品の
質を向上させている。
　　【無鑑査賞】は、しっかりとした描写力に裏付けされ、表現に対する作者の強い思いを感じる
秀作である。

　その他の作品では、教委賞に入った「富士山と紅葉」の色鉛筆での描き込み、「無の光の残像」
の構成とマチエール、「のんびり」の題材への思い入れが印象的だった。高校生の自画像も生徒
が自己を見つめながら面白い解釈をしている点が印象的だった。

Ｎo 題　　　　　　名



　　　　　   （入選）

Ｎo 題　　　　　　名 氏　　　名 住　　　所

30 思春期 井川　咲世 田辺高校

31 おさるまる1号 池田　真央 田辺高校

32 黒柴 石神　朝妃 田辺高校

33 微笑むMe 石山　萌惠 田辺高校

34 海からのゴミ 宇杉　秀平 田辺高校

35 鳥 大久保　颯人 田辺高校

36 memories of the blue sea 太田　秀人 南部高校

37 花真盛り 落合　治代 稲成町

38 自分 尾原　心 田辺高校

39 自画像 笠松　稜 田辺高校

40 自画像 樫本　光平 田辺高校

41 レッサーパンダ 梶本　実里 田辺高校

42 すさみ暮色 川上　剛史 すさみ町

43 丸なすころころ 北山　百合子 秋津川

44 海 久保　年生 あけぼの

45 幻想の木蓮 楠本　真智子 中辺路町

46 白良浜に寄り添って 小山　栄子 白浜町

47 ペンギン 坂井　美聡 田辺高校

48 砂と草 榊原 想 田辺高校

49 栗山　心 坂本　茉洸 田辺高校

50 自然の恵み 澤岡　正子 白浜町

51 柴犬 芝　桜花 田辺高校

52 蟹のジレンマ 芝本　多喜子 上の山二丁目

53 緑色の熊 鈴木　航亮 田辺高校

54 前は向きません 鈴木　日菜子 田辺高校

55 日那子 鈴木　日那子 田辺高校

56 セキセイインコ 染道　琉花 田辺高校

57 自画像 大黒　元喜 田辺高校

58 強者 田中　愁 田辺高校

59 黄昏の散歩道 田中　司 下三栖

60 ライオン 田中　陽菜 田辺高校

61 自画像 谷本　瑛太 田辺高校

62 Work-Ⅰ 玉段　真奈 みなべ町

63 ツロキチ 津呂　浩成 田辺高校

64 自画像 出水　晃誠 田辺高校

65 キリン 仲　啓志 田辺高校

66 ～Departures～（出発） 長井　里圭 元町

67 自画像 中川　颯 田辺高校

68 ペンギン 中嶋　しおり 田辺高校

69 あやまち 中嶋　扇太郎 田辺高校

70 阪進衛星予備校 那須　夏基 田辺高校

71 しまうま 成田　優希 田辺高校

72 miss take 西垣　翔永 田辺高校

73 SUMEEＲ 新田　晴 田辺高校

74 生物 野村　哲也 田辺高校

75 鮮 野村　怜愛 田辺高校

76 ピースする天才 畑中　栄里 田辺高校

77 誕生日はいちごタルト 濱地　彩花 田辺高校

78 じいじい 番　千夏 田辺高校

79 磯野ウニ 平澤　薫乃 田辺高校

80 かたらい 平野　貴子 上富田町

81 ごりらまる２号 法眼　桃夏 田辺高校

82 相馬の風 前井　眞次 中辺路町

83 部活中の悪夢 前田　功太郎 田辺高校

84 二つ岩（対の浦） 正木　剛大郎 白浜町

85 自画像 松江　優輝 田辺高校

86 天井になったキブン 松本　早陽 和歌山市

（　洋　画　の　部　）



87 えあくん 三木　絆愛 田辺高校

88 流行 三前　侑生 田辺高校

89 スナネコ 溝端　陽 田辺高校

90 Hone@Gari 薮本　心花 田辺高校

91 休日 湯川　真白 田辺高校

92 私の家族 吉田　彩良 田辺高校

93 みちびき地蔵尊 吉田　稔生 白浜町

94 李徴 吉村　太一 田辺高校

95 自画像26 若勇　昌聖 田辺高校

96 赤の館 渡邉　明美 末広町

　　　 （無鑑査賞）
デコイのある卓上 木村　登美子 上富田町



No 1

　（知事賞）

記憶
　（市長賞）

竪琴の調べ
　（教委賞）

3 宙と洋のハーモニー 三尾　保利 みなべ町

4 炎き心（あつきこころ） 撫養　久富 上富田町

5 迷 山﨑　寿亀 新庄町

　（奨励賞）

6 私の分も 市田　晶子 磯間

7 希望 入澤　和彦 あけぼの

8 虹色の誘惑 木下　滋 白浜町

9 叱られて 竹光　正直 御坊市

10 時の移い 津葉井　利明 明洋一丁目

11 緑芽吹く 山本　正治 朝日ヶ丘

2

山﨑　千恵

田中　久雄

（写　真　の　部）

　講　評

　応募人数、応募点数ともに前回より飛躍的に増え、作品内容もバラエティーに富み、レベルの高い
豊かな作品展となりました。この田辺市展を契機に写真に親しむ方々の増加を期待します。

　知事賞　　記憶　山﨑千恵
　日常生活の中のひとコマを独自の視点と淡いプリントで非日常感を表現しています。見る人に様々
な感情を呼び起こす作品になっています。
 
　市長賞　　竪琴の調べ　田中久雄
　クモの糸をシャッターチャンスよく絶妙な光で捉え、表現した作品です。竪琴と見立てた構成が印象
的です。

No 題　　　　　　名 氏　　名 住　　　所

1

明洋三丁目

新庄町



No 2

　（入　選）

12 わ、私のね 市田　晶子 磯間

13 マストの夕陽 上田　二作 下三栖

14 夕陽の天神崎 上田　二作 下三栖

15 秋の奇絶峡の滝 上田　二作 下三栖

16 一夜の夢 木下　滋 白浜町

17 或る日 小出　陽子 東陽

18 地に還る 塩谷　隼 上富田町

19 無題 下硲　大輝 下川下

20 十丈の庚申さん 新谷　育生 中芳養

21 刻 新谷　育生 中芳養

22 いーい眺め 杉若　あや子 上秋津

23 早く帰ろ波が怖いよ 杉若　あや子 上秋津

24 何か妖怪 鈴木　淳司 たきない町

25 円月島と稲妻 髙橋　範行 白浜町

26 ベアーズロックと漁火 髙橋　範行 白浜町

27 対の島と漁火 髙橋　範行 白浜町

28 月夜に燃ゆる田辺湾 髙橋　範行 白浜町

29 朝の港町 田中　久雄 明洋三丁目

30 これから 田ノ岡　真紀子 江川

31 相棒 田ノ岡　真紀子 江川

32 シジミチョーウの春 玉置　千津子 目良

33 視線 玉田　仁志 中万呂

34 覚悟 戸梶　章子 白浜町

35 至福の一杯 永井　仁 田辺工業高校

36 石鎚登山 中江　弘 上野

37 雨の雫 中本　政一 磯間

38 朝の桜 中家　正博 みなべ町

39 おかあちゃ～ん 中家　正博 みなべ町

40 おはよ！カニさん 中家　正博 みなべ町

41 旅する蝶（１） 野﨑　賢一 秋津町

42 旅する蝶（２） 野﨑　賢一 秋津町

43 崩壊と成長 畑中　敏生 上富田町

44 視線 濵口　令子 明洋一丁目

45 波濤 濱田　正一 芳養松原

46 富士山 平谷　善彦 下万呂

47 小径 平谷　善彦 下万呂

48 秋の朝 平谷　善彦 下万呂

49 小さな憂鬱 山﨑　千恵 新庄町

50 泡沫 山﨑　寿亀 新庄町

51 朝霧の中で 山本　早苗 朝日ヶ丘

52 技 山本　早苗 朝日ヶ丘

53 喝采 山本　正治 朝日ヶ丘



　（知事賞）

環
　（市長賞）

春の新庄公園
  （教委賞）

3 CUBEの集まり 楠本　幸来 湊

　　　　 　（奨励賞）

4 花まつり 辻井　ちえこ 上秋津

5 異様 長井　栄子 印南町

6 令和の鬼吉、令和の鬼子 柳川　三知子 中辺路町

  （入　選）

10 創作面、忍 高山　勇 明洋

11 鎮座 長井　栄子 印南町

12 桜 平山　せち子 中芳養

14 夜空 山西　峰子 印南町

　コロナ禍で中止が続いた市展が、３年ぶりに開催されました。長い空白期間があ
り、出品数の減少も懸念されましたが、その影響を感じさせないほどの力作が揃
いました。

　工芸部門として再出発して数年経ちました。応募者の裾野が広がり、様々な作
品を期待していましたが、出品数は増えていません。来年度は、多くの作品に出
会えることを願うばかりです。

　知事賞
　　紋様の構成が優れた秀作である。

（工　芸　の　部）

　講　評

吉田　幸子

Ｎo 題　　　　　　名 氏　　名

1

住　　　所

保田　須賀子

2

新屋敷町

上富田町


