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第 101 回光風会展

平成 27 年 4月 15日～27日 ( 東京、新国立美術館)

本展に本学からは卒業生も含め 4 名が参加しました。昨年卒業の川村未紗は「会友賞候補」、他 2 名の卒業生は会友出品、そして 3 年の

鈴木里奈は 2 回目の出品で「光風奨励賞」を受賞しました。

鈴木は、一昨年は第 100 回の本展の他「はたちのりんかく 2014」-自画像コンクール-でも第 2 席に当たる「優秀賞」を受賞するなど着実

に実績を積み上げています。

鈴木里奈 3年 / 静岡県立浜松江之島高等学校卒

「二十歳の憂い」100F / 油彩 / 板・布 / 光風奨励賞

鈴木里奈

「しばれる」12F / 油彩 / カンヴァス

/ 中札内美術村企画公募展「はたちのりんかく 2014」優秀賞
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川村未紗  (平成 26 年度卒)

「凡庸」100F / 油彩 / カンヴァス / 会友賞候補

        

三澤和浩  (平成 22 年度卒)

「地に還る」100F / 油彩 / カンヴァス / 会友出品
高田健広 (平成 21 年度卒)

「赤いハットの自画像」 100F / 油彩 / カンヴァス / 会友出品
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第 89 回 国展

平成 27 年 4月 29日 ～5月 11 日( 東京、新国立美術館)

国展には本学から、版画部会員の内藤克人講師をはじめ、同じく準会員の神田真俊(卒)、在学生では、版画部門に 4 年の林 毬菜、成田

夏美、西村光智、そして絵画部には、会友の森田知穂(卒)の計 6 名が参加しました。在学生の 3 名は、入学してから版画を手掛けた者ばか

りで、これまで北海道内で作品を発表して来ましたが、東京での出品は初めてのことです。

成田夏美  4年 北海道札幌稲西高等学校卒

「祝福を纏って」685×490mm / リトグラフ

  

林 毬菜 4年 静岡県立浜松江之島高等学校卒

「Obsession：”BORN”」805×385mm / エッチング

神田真俊 (平成 12 年度卒)

「きせかえ」85×115cm / シルクスクリーン / 準会員出品

その他の出品者

内藤克人 版画部会員

森田知穂 (平成 17 年度卒) 絵画部会友

西村光智 4年 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校卒 版画部入選
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第 42 回美工展

平成 27 年 4月 29日～5月 3日 (札幌市民ギャラリー)

北海道美術工芸協会主催による第 42 回美工展には、今年も多くの本学関係者が出品しました。会友の小林ちほ(3 年)がペーパークラフ

ト-切り絵を出品し、卒業生の永井優花里は、染色工芸作品で佳作賞を受賞し、同時に新会友に推挙されました。その他、坂本 偉武希(2 年)

が木工芸作品、吉永 眞梨香(4 年)が染色工芸作品を出展しました。

工藤 悠 (平成 22年度卒)

「十脚目短尾下目トラフカラッパ」/ 染色

                                                                                                         / 会員出品

坂本偉武希 2年 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校卒

「深夜旅行 」/ シナ、ホオ他 / 木工

その他の出品者

篠木正幸 (平成 14 年度卒) 会員出品

杉原友紀 (平成 21 年度卒) 会員出品

永井優花里 (平成 25年度卒)                             小林ちほ 3年 会友出品

「 Blume 」/ 染色 / 新会友推挙・佳作賞         吉永眞梨香 4 年 入選
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MONSTER Exhibition 2015

平成 27 年 6月 4日〜8日( 東京、渋谷ヒカリエ 8/COURT)

「たくさんの人が楽しめる怪獣をテーマにした映像、絵画、造形、グラフィック、アニメーション、写真、建築（模型等）作品」を対象

に公募された本展には、およそ 300 人の応募があり、内 40 名の入選者による展覧が行われました。本学からは 3 年の瀬川綺羅が参加しま

した。

                                                               

瀬川綺羅 3年 北海道札幌平岸高等学校卒

「ゴロゴロさま」300×300×250mm /透明粘土他

「雲を食べてゴロゴロという音と光をつくる怪獣。スコールを作り出す怪獣

とは遠い親戚である。赤いボタンを押すと雷の音が鳴ります。」
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70 周年記念全道展

平成 27年 6月 10日～6月 21日 (札幌市民ギャラリー)

    

第 70 回目となる記念全道展、平成 21 年度卒の川口巧海が会友として出品、そして一般出品した平成 23 年度卒の松浦 進が、今回新設

された「八木賞」を受賞しました。

松浦 進 (平成 23 年度卒)

「I wish they had been ill」138×92mm / シルクスクリーン / 八木賞
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JUMP 新人トレジャー賞
平成 27 年 6月

2 年新屋 崎は、今年 2 回目となる「少年ジャンプ」の「新人トレジャー賞」に入選しました。その原画の一部をご紹介します。

新屋 崎 2年 (北海道野幌高等学校卒)

「真実のマコト」30頁 / 漫画

/JUMP新人トレジャー賞入選

第 15頁

第 16頁

第 17頁
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平成 27 年度美術学部デザイン学科ゼミ展

本学科では、日頃の研究・制作の成果を広く発表し、美術の良さを人々にお伝えし共有していただく場として、例年数多

くのゼミナール展を開催しております。

CG 

渡辺ゼミ展

～百花繚乱～

平成 27 年 7月 20 日～26日 (札幌、らいらっくギャラリー)

染色・テキスタイル

                     中島ゼミ展

版’s展 The Youth

                                        平成27年 7月 28日～8月 2日

(札幌、さいとうギャラリー)

染色・テキスタイル

中島ゼミ展

～heaven～エントランスアート NEXT Vol.3

平成 27 年 9 月 9日～18 日 (札幌、STV北 2条ビル、STV時計台通ビル)

版画

内藤ゼミ展

                   平成 27 年 12 月 8 日～13 日

(札幌、さいとうギャラリー)

                          

                      

ガラス・木工・陶芸

星・島田・中島知之ゼミ展

平成 28年 1月 12日～17日

(札幌、ギャラリーエッセ)

                   

絵画

                   安田ゼミ展

                   平成 28 年 2月 22 日～29日

(札幌、らいらっくギャラリー)
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個展・グループ展

本学科では、ゼミとしての発表のみならず、自発的な個人展覧会等も数多く開催されます。在学生だけでなく卒業後も制作活動を続ける

人たち、そして教師たちの作家としての発表会について、それらの一部をとりあげます。

工藤ちえな作陶展～ちいさなぺんぎん展～

平成 27年 4 月 30日～5 月 5日 (札幌、石の蔵ぎゃらりぃ はやし)

             

               

                          松浦 進 個展-concientia-

                    平成 27年 5月 5日～17日

(札幌、ト・オン・カフェ)

  

創る・使う・贈る-暮らしの中の真鍮・木・革・土・硝子 展

平成 27年 5月 20日 26日 (札幌、丸井今井 )

いがらしゆみこと漫画家キャラバン

平成 27年 6月 6日、6月 7日 (札幌、サンピアザ光の広場)

一刀を謳う～鳴海伸一作品展～

平成 27 年 7 月 14日～20日

       (札幌三越 )

ナガイユカリ個展～ミエナイアオ～

                  平成 27年 7 月 28日～8 月 26日

               (札幌、さいとうギャラリー )

             

              三島英嗣・内藤克人二人展

                      平成 27 年月 25日～9月 6日

(札幌、ト・オン・カフェ)

12 人 12色展～みんな違って良い～

平成 27 年 8 月 26日～30日 (札幌、HOKUSEN GALLERY ivory)
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金星の羽音

～瀬川綺羅個展

平成 27 年 8月 31日

～9月 26日

                                                (北広島、トークカフェ)                                      

シルクスクリーン作家 兼平浩一郎展

平成 27 年 9 月 26日～10 月 18日 (紋別市立博物館)

島田晶夫 木象嵌展

                                               ～Gracing Furano－木の

息吹が奏でる藝と美

                                   平成 26 年 12 月 1 日                                   

～平成 27 年 10 月 31日

                                  (富良野、フラノ寶亭留ギ

ャラリー)

                  

                              田中 咲 個展 ～いる～

                  平成 27年 9 月 16日～28日

                  (札幌、ギャラリー犬養)

     

       大泉力也 個展

～儚い風景には、解釈を必要としない～

平成 27 年 11月 13日～23日

(札幌、GALLERY 創)

版と型をめぐって

第 55 回道都大学中島ゼミ展と五つの個展

平成 27 年 12月 1日～6 日 (札幌市民ギャラリー)

パラケルススの毒性学～川口巧海・石井 誠 二人展

平成 27 年 12月 23日～30日

(札幌、ギャラリー犬養)

光と風のシンフォニー

                      第 2 回安田祐三展

平成 28 年 2 月 11日                                    

～17日                                   

(東京、池袋東武本店 )   
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大学開放 DAY

平成 27 年 9月 6日

恒例となった「大学開放 DAY」、日常の教育・研究の実態を、北広島市民を中心とした皆様に公開する一日です。当日、ご覧いただいた本

学が所蔵する作品一の部をご紹介します。

三澤和浩 (平成 22 年度卒)                                          川村未紗 (平成 26 年度卒)

「光る影」100F / 油彩 / 第 43回日展                    「在るところ」100F / 油彩 / 第 44回日展

高田健広 (平成 21 年度卒)                        山崎玲愛 (平成 25 年度卒)                                         

「抑圧からの解放」100F / 油彩 / 第 97 回光風会展 / 光風奨励賞       「開く扉」100F / 油彩 / 第 99回光風会展 / 光風会賞

  

清武 昌 (平成 23 年度卒)                        中鉢可奈子 (平成 21年度卒)

「秘密領域」150F / 油彩 / 第 856回道展 / 記念大賞              「Space(時の中で)」50F / テンペラ / 第 86回道展 / 新会友推挙



道都大学美術学部デザイン学科 2015 年の歩み

                                                              Department of Design , Faculty of Fine Arts, DOHTO UNIVERSITY 13

第 90 回記念道展展
平成 27 年 10 月 14日～11 月 1日 (札幌市民ギャラリー)

90 回目となる記念の道展には、今回も多くのデザイン学科の在学生や卒業生が参加しました。ここにその一部をご紹介します。教え子た

ちには、本道の美術文化の担い手として成長し続けてほしいものです

会場風景－札幌市民ギャラリー第 1展示室

鈴木里奈  3年 静岡県立浜松江之島高等学校卒

「燈の行方」130F / 油彩 / 新人賞
室谷優歩 4年 札幌大谷高等学校卒

「秋日」130F / 油彩 / 賞候補
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中鉢可奈子 (平成 21年度卒)

「Shine(陽光)」50F / テンペラ / 会員推挙

山田剛弥  (平成 20 年度卒)

「緋」60F / テンペラ / 佳作賞

                                                             大泉力也  ( 平成 22年度卒)

                                                            「garden」92.5×120cm / シルクスクリーン / 佳作賞

古西元希  2年

「鍵のない扉」130F / 油彩 / 入選   



道都大学美術学部デザイン学科 2015 年の歩み

Department of Design , Faculty of Fine Arts, DOHTO UNIVERSITY   15

平成 27 年度北広島市文化賞

平成 27 年 11 月 3日 (北広島市芸術文化ホール)

11 月 3 日文化の日、美術学部デザイン学科 3 年鈴木里奈(静岡県立浜松江之島高等学校卒)は、平成 27 年度北広島市文化賞を受賞しまし

た。「文化賞」は、平成 23 年度の清武 昌、平成 25 年度の川村未紗に続き 3 人目となり、光風会展、はたちのりんかく、道展等での実績

が評価されたものです。

                                     鈴木里奈「二十歳の憂い」100F / 油彩

/ 第 101回光風会展 光風奨励賞
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2015 公共建築の日ポスターコンテスト表彰式典
平成 27 年 11 月 11日  (札幌第一合同庁舎)

今年度の授賞式が 11 月 11 日(水)、札幌第一合同庁舎にて「公共建築の日フォーラム」のプログラム中で行われました。本学からはグラ

ンプリを受賞した富田真衣、佳作入賞した鈴木優花の 2 名が出席し受賞しました。

※応募作品展示会    会期 平成 27 年 11 月 9 日～13 日 (札幌市役所１階ロビー)

グランプリ

富田真衣 1年 (旭川龍谷高等学校卒)

佳作

鈴木優花 1年 (北海道夕張高等学校卒)
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カードアート大賞展 2015

平成 27 年 11 月 12日

カードアート大賞展 2015 に寄せられた作品の審査が、デザイン学科所属教員によって執り行われ、その結果、大賞 1 点、準大賞 2 点、奨

励賞 8 点、入選 22 点の受賞作品、団体賞校 3 校が選出されました。今回大賞受賞者となった大槻レナさんは、まだ中学生ながら、その作

品「私と弟の体温」に、力強く、個性的であつい想いをこめて、素晴らしい作品に仕上げました。

大賞 「私と弟の体温」                 

                                                                    大槻レナ

                         (北広島市立西の里中学校)

                                  

   

準大賞 「ぬくもり」

寺田亜弥

(北海道岩見沢緑陵高等学校)          

                   準大賞 「廻る」

                      中村莉子

(岩手県立不来方高等学校)

奨励賞 「人間の思い込み」

安藤穂歌

(北広島市立西の里中学校)

奨励賞 「無花果と子バチ」

会田楓乃

(クラーク国際記念高等学校)

奨励賞 「デメリット」

黒木佑泰

(宮崎日本大学高等学校)

奨励賞 「誘い誘われ」

山下野乃香

(北海道岩見沢緑陵高等学)

奨励賞 「森のくまさん」

森本有賀
(大阪市立西淀川特別支援学校高等部)

奨励賞 「Symbiosis」

土井綾華

(北海道静内高等学校)

奨励賞 「そばにいる」

藤木真紀子

(福岡県立太宰府高等学校)

奨励賞 「world」

立木 希

(岩手県立不来方高等学校)

団体賞  北広島市立西の里中学校、宮崎日本大学高等学校、北海道石狩南高等学校
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道都大学美術学部選抜作品展 2016
平成 28 年 2 月 1 日～6 日 (札幌時計台ギャラリー)

平成 28 年 2 月 12 日～19 日 (北広島市芸術文化ホールギャラリー)

今年度より、学生間での縦横の切磋琢磨の関係を強めることを目指し。これまでの卒展と初花展を統合し、学年を問わずにより良いもの

を選抜したかたちで「道都大学美術学部選抜作品展」という名称で展覧することにしました。

穂井田 夕奈 4 年 (札幌大谷高等学校卒)

                                          「点」イラストレーション / Photoshop

穂井田 夕奈

                                                                                   「Line」アニメーション / 90sec.

                                                                                    / PhotoShop、AfterEffects
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斉藤はつめ 4年 (北海道函館工業高等学校卒)

「竜人・ユエ」イラストレーション / Photoshop、SAI

斉藤はつめ 関 尚輝 4年 (北海道旭川凌雲高等学校卒)

「竜人・タイヤン」イラストレーション / Photoshop、SAI                          「自適スペース」イラストレーション / SAI
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  中村ひとみ 4年 (北海道札幌東陵高等学校卒)

「小樽の夕暮れ」100F / 油彩

田中 咲 3年 (北海道千歳北陽高等学校卒)            高野麻子 3 年 (札幌第一高等学校卒)

  「ファザーコンプレックス」100F / 油彩                           「鳳凰の衝立」100F / 油彩
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  吉永眞梨香 4年 (北海道大麻高等学校卒)

「招福」2,370×1,800×230mm (部分) / 染色テキスタイル

   高野雪菜 4年 (札幌大谷高等学校卒)            門脇由佳  4年 (北海道札幌平岸高等学校卒)

「僕らの見てる景色は違うから」               「Chair of parent and child－親子の椅子」

2,200×920mm / 染色・テキスタイル            560×400×400mm 440×350×270mm / 木工、染色・テキスタイル
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   萩山卓哉 4年 (静岡県立島田工業高等学校卒)

「違い棚」 420×685×322mm  / 木工芸

  

   島津さき 4年 (札幌大谷高等学校卒)

「気づき」550×1,000×750mm (部分) / ガラス工芸

                                           小林ちほ 3年 (北海道おといねっぷ美術工芸高等学校卒)

                                           「反省」348×424mm (部分) / ペーパークラフト(切り絵)
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  中村真理子 4年 (双葉高等学校卒)

  「声のかわりに」 570×395mm / リトグラフ

成田夏美 4 年 (北海道札幌稲西高等学校卒)                畠山啓聖 3年 (北海道札幌あすかぜ高等学校卒)

「招福アニマルズ」 250×350mm / リトグラフ               「男(陽)女(陰)」 250×350mm  / リトグラフ
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