
2021県展実行委員会

１　応募数及び入選数一覧

部門
2021

応募点数
2019年比
増減数

全体に占め
る

割合（％）
2021県展 ％ 特席 一席 二席 三席 四席 佳作 奨励賞

絵画 212 10 40.6 82 38.7 1 1 1 1 5 1

彫刻・立体 16 2 3.1 7 43.8 1 1 1 1 1 2 0

工芸 34 -2 6.5 13 38.2 1 1 1 1 3 0

書 63 -8 12.1 24 38.4 1 1 1 1 5 1

写真 174 -38 33.3 67 38.3 1 1 1 1 5 1

デザイン 23 -6 4.4 8 34.8 0 1 1 1 1 1

計 522 -42 100 201 38.5 1 5 6 6 6 21 4

※特席（県展大賞）は各部門の一席から１点を選出する

特席 県展大賞 副賞50万円
一席 部門大賞（知事賞） 副賞10万円
二席 兵庫県立美術館賞 副賞7万円
三席 神戸新聞社賞 副賞記念品
四席 （財）兵庫県芸術文化協会賞 副賞記念品
佳作 副賞記念品
奨励賞 （公財）伊藤文化財団賞 副賞5万円及び記念品
特別賞 県民賞（来場者の投票による）副賞記念品
　※特席（県展大賞）及び特別賞（県民賞）は全部門を通じて各１点、奨励賞（（公財）伊藤文化財団賞）は各部門１点
　※県展大賞の副賞50万円については、部門大賞の10万円を含む

２　年齢・男女別応募者数一覧

部門 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上 不明 計

絵画 5(4) 20(17) 5(3) 6(4) 14(9) 156(63) 6(1) 212(101)

彫刻・立体 0(0) 1(1) 1(1) 2(1) 3(1) 9(1) 0(0) 16(5)

工芸 0(0) 3(1) 0(0) 4(2) 8(0) 18(10) 1(0) 34(13)

書 7(7) 6(6) 3(2) 8(8) 11(9) 28(26) 0(0) 63(58)

写真 0(0) 0(0) 2(1) 4(1) 9(4) 155(52) 4(1) 174(59)

デザイン 5(3) 4(3) 1(0) 4(2) 1(1) 8(3) 0(0) 23(12)

計 17(14) 34(28) 12(7) 28(18) 46(24) 374(155) 11(2) 522(248)

% 3.3(2.7) 6.5(5.4) 2.3(1.3) 5.4(3.4) 8.8(4.6) 71.6(29.7) 2.1(0.4) 100(47.5)

※（　）内は女性の内数

３　地域別応募者数一覧

部門 神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 その他 計

絵画 83 30 15 22 14 22 10 2 5 4 5 212

彫刻・立体 8 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 16

工芸 7 4 1 9 5 2 1 4 0 0 1 34

書 19 3 2 8 3 15 9 0 0 3 1 63

写真 83 16 14 11 20 11 10 0 5 2 2 174

デザイン 16 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23

計 216 56 35 53 44 53 30 6 11 9 9 522

% 41.4 10.7 6.7 10.2 8.4 10.2 5.7 1.1 2.1 1.7 1.7 100

入選点数応募点数 左のうち入賞点数

2021県展　審査結果について



絵画部門（応募数212、入選数82）
賞 題名 名前 居住地

一席　部門大賞（知事賞） 来る日 藤井　のぶお 洲本市
二席　兵庫県立美術館賞　 幽光／ひそかに、かすかに 槇原　健一 西宮市
三席　神戸新聞社賞　 レ・モ・ン 田邉　秀子 姫路市
四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 希望と諦めの覚悟 田中　奈月 京都府京都市
佳作 緑の静穏 大西　義昭　 西脇市
佳作 明日へ 嵐　悠子 姫路市
佳作 Ｋｏｉの季節 周　杏有子 神戸市中央区
佳作 道標 藤村　温子 姫路市
佳作 春の気配 持丸　有紗 神戸市灘区
奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 瓜と私の夏の記憶とこれから 坪井　佳奈 高砂市
入選 パンデミックと母子 川北　俊治 神戸市中央区
入選 こもれび 西山　猛 芦屋市
入選 蓮池 倉本　晋匡 宝塚市
入選 アルタミラゲート 柳崎　茂 神戸市中央区
入選 キャッキャ・キャッキャ 澤田　浩二 加古川市
入選 ひとやすみ 井本　喜世見 三田市
入選 夜明けの大行進 若林　いぶき 神戸市東灘区
入選 風化シリーズ（賽の河原２） 中村　淳典 高砂市
入選 岬のサボテン 田中　明美 洲本市
入選 卓上の景色 小林　素子 神戸市北区
入選 蓮田 祐保　明美 佐用町
入選 水の都 清瀬　五郎 神戸市東灘区
入選 温室 樋口　しげり 神戸市東灘区
入選 雨あがり 石川　公雄 加古川市
入選 朝の厨房 千崎　勝廣 赤穂市
入選 微笑む 三方　斌彦 加古川市
入選 群生 竹澤　弘美 猪名川町
入選 追憶 堀　まつ子 姫路市
入選 Proof 岩門　継雄 姫路市
入選 小さな森のメロディーⅡ 坪内　智恵美 佐用町
入選 地下街 奥村　誠 西宮市
入選 太古への想い 川東　雅子 西宮市
入選 共に生きる 板谷　明美 加東市
入選 春日和 髙橋　寬 神戸市西区
入選 山はむらさき 野田　昌義 姫路市
入選 細工の宮・河原 堀　敏文 姫路市
入選 ａｍｏｒｅ 葛原　裕子 姫路市
入選 奄美大島のガジュマル 内海　芳夫 播磨町
入選 74歳の自画像 田中　耕治 丹波篠山市
入選 押しのける・ののしる・盗む・叫ぶ者たち 福田　秀行 加東市
入選 木霊 新　公子 姫路市
入選 執着しない・光となるⅡ 五十嵐　佳容 芦屋市
入選 椋 安達　明美 丹波市
入選 勝だるま四七八 岡田　正弘 宝塚市
入選 牛 山景　達也 神戸市灘区
入選 のじぎく 蔵屋　さとみ 揖保郡太子町
入選 up 小谷　晋 神戸市須磨区
入選 無言の戦い 山下　紀司 神戸市西区
入選 バラ 内海　ひさや 姫路市
入選 いつか見た形象 越路　潤 西宮市
入選 mind recovery 岩佐　盾香 尼崎市
入選 ヴェネチアングラスの店（イタリア） 玉置　玲子 西宮市
入選 歴史の欠片 岩本　すず子 姫路市
入選 ひとつのかたち 岡野　壮男 高砂市
入選 漁港の午後 田中　大善 淡路市
入選 夜の住人－４ 中村　公美 神戸市北区
入選 Blue Morocco 尾野　輝実 神戸市垂水区
入選 Weed-2 田中　有作 西宮市
入選 あい 岡村　美優 京都府京都市
入選 白い花咲く木の下で 藤井　恭子 神戸市北区
入選 紫陽花 池田　端子 神戸市灘区
入選 Children 上田　真央香 芦屋市
入選 祈り 的場　哲也 南あわじ市
入選 海麒麟群生図 泉本　紗也 神戸市東灘区
入選 誰もいない公園 今井　省二 西宮市
入選 フィンランド幻想 鷹松　えり子 姫路市
入選 何を想う 藤尾　清宣 明石市
入選 山茶花 山禄　秀司 神戸市西区
入選 雨の日頃 森本　波乃 京都府京都市



入選 Pandemic 加速する未来 溝口　由美 神戸市西区
入選 ゆくりなくも 溝川　友久枝 神戸市兵庫区
入選 出を待つ 久保　遥 神戸市兵庫区
入選 ラ・フランス　ラプソディー 小岩　眞実子 神戸市灘区
入選 ハス池に生きる（須磨離宮にて） 森　和夫 神戸市西区
入選 Morning 笹本　しずか 三木市
入選 夏の訪れ 吉都紀　和美 神戸市須磨区
入選 蛙 灰野　来花 加古川市
入選 自由五 稲田　翔平 神戸市西区
入選 晩秋 奥野　久美子 芦屋市
入選 ヤル気 寺田　明 宝塚市
入選 耳をすまして 柳　千枝子 姫路市
入選 木もれ日 山﨑　滝子 明石市



彫刻・立体部門（応募数16、入選数7） ※奨励賞　該当なし
賞 題名 名前 居住地

特席 県展大賞、一席 部門大賞（知事賞） ガンジスの風 荻野　和彦 西脇市
二席　兵庫県立美術館賞　 絶滅～最後のエジプトピテクス～ 小岩　芽生 市川町
三席　神戸新聞社賞　 10-Maps 門脇　済美 神戸市垂水区
四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 天之八衢 藤本　尚隆 西脇市
佳作 二千本組木「森」 堀越　渡 市川町
佳作 Relation 吉田　延泰 神戸市長田区
入選 WITH　YOU 長島　稔 神戸市須磨区



工芸部門（応募数34、入選数13） ※奨励賞　該当なし
賞 題名 名前 居住地

一席　部門大賞（知事賞） 毎日が日曜日 渡部　美智子 たつの市
二席　兵庫県立美術館賞　 サーカス 小林　可奈 小野市
三席　神戸新聞社賞　 物語は80ページ目 岡井　光代 西脇市
四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 麦わら細工・毘沙門亀甲 神谷　俊彰 豊岡市
佳作 2021ＩＮＯＲＩ 中村　清次郎 朝来市
佳作 九寸名古屋帯木綿地手紡草木染手織 田中　萬里子 高砂市
佳作 生命のカタチ　’21-1 長谷川　千賀子 加東市
入選 風神 福本　康博 加古川市
入選 スワサワ　ヒネリー（二座四景） 松尾　信一 加古川市
入選 香り立つ瞬間に 奥野　多佳子 大阪府豊中市
入選 Link 山本　諭 播磨町
入選 平衡 高谷　敏正 加古川市
入選 梻波状杢器 河野　好文 西脇市



書部門（応募数63、入選数24）
賞 題名 名前 居住地

一席　部門大賞（知事賞） 無 壱岐　翠苑 三田市
二席　兵庫県立美術館賞　 沈道映詩 前澤　蒼彩 姫路市
三席　神戸新聞社賞　 蚊遣火 西川　純子 西脇市
四席　(公財）兵庫県芸術文化協会賞 保陽城西望落翮山 篠倉　緋楽 加西市
佳作 竹枝詞四首 青木　香遊 姫路市
佳作 送熊沢子還備前 宮本　華逕 相生市
佳作 万葉　夏の歌 長山　藤雪 明石市
佳作 元好問詩 大脇　美泉 姫路市
佳作 氷雪心 山縣　靖子 神戸市北区
奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 周如磐詩 花﨑　涛月 赤穂市
入選 春の空 西山　順子 加西市
入選 春夢 池本　竹風 上郡町
入選 陸機之詩 森　悠華 神戸市垂水区
入選 橙橘芳馨 尾﨑　史郎 赤穂市
入選 張喬詩 原田　露光 姫路市
入選 馬臻詩 川島　大華 姫路市
入選 張九齢詩 井上　清華 尼崎市
入選 閩中九日寄呉中諸兄弟 舛賀　芳琴 加古川市
入選 干若瀛詩 細田　窓風 淡路市
入選 蒒能詩 吉田　早葉 洲本市
入選 白居易詩 坪谷　玖沙 淡路市
入選 聽角思歸 廣津　甲仙 神戸市東灘区
入選 大鵬 加部　華子 神戸市中央区
入選 風 岡本　君代 神戸市西区



写真部門（応募数174、入賞数67）
賞 題名 名前 居住地

一席　部門大賞（知事賞） シャッターチャンス 辻本　幸代 神戸市垂水区
二席　兵庫県立美術館賞　 ストーブ列車 柴田　譲 市川町
三席　神戸新聞社賞　 今日のお宿 阿江　邦夫 西脇市
四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 刻々　赤穂語部の皆さん 大西　勲 三田市
佳作 それ！鬼は～外～ 荒木　透 西宮市
佳作 飛雪千里 米村　環 三木市
佳作 前週対比 上妻　正智 宝塚市
佳作 光の旋律 横山　敬司 神戸市垂水区
佳作 森のステージ 谷口　亮介 神戸市西区
奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 いきしてるん 丸中　美咲 大阪府大阪市
入選 西馬音内盆踊り 三者三様 髙橋　喜久雄 神戸市北区
入選 希望の光 行天　邦英 神戸市西区
入選 青春のメロディー 上野　純子 神戸市西区
入選 夢の中 山木　芳久 神戸市北区
入選 グッバイ・モトコー 永田　誠吾 洲本市
入選 鎮魂花 仙﨑　幸子 神戸市中央区
入選 寒の造形 森口　正基 たつの市
入選 農婦 馬場　和正 三田市
入選 雨あがりの山里 藤原　雅弘 神戸市北区
入選 ビビッド 岡垣　彰 神戸市須磨区
入選 ビーチの名残 塔筋　幸造 神戸市兵庫区
入選 廃校 野田　和家 揖保郡太子町
入選 みいつけた！ 坂本　明美 神戸市北区
入選 追憶～日本国有鉄道 別所　孝司 姫路市
入選 古刹 谷　和代 姫路市
入選 未確認都市 小林　恭子 神戸市東灘区
入選 氷彩幽玄 尾崎　郁也 明石市
入選 里山寸景 西山　勝 明石市
入選 春の行進 木内　良之 神戸市中央区
入選 道 山本　久代 神戸市長田区
入選 ファッショナブルな街 井上　淑子 神戸市東灘区
入選 育て12羽！～自然の厳しさと母の愛～ 森本　正幸 芦屋市
入選 晩秋の公園 奥村　律子 神戸市垂水区
入選 村の茶店 車谷　淳郎 神戸市北区
入選 誘う明かり 吉田　清子 神戸市西区
入選 終焉 納庄　ツネ子 三木市
入選 日輪 大角　邦夫 神戸市灘区
入選 山郷の煌き 都倉　重忠 加古川市
入選 神の館 西村　俊裕 三田市
入選 タイムトンネル 夢 金泉　萬楽 西宮市
入選 Ｖ字路 中松　郁代 芦屋市
入選 休憩タイム 加藤　昭代 三田市
入選 藍い運命 杉本　浩之 西脇市
入選 長い歴史に幕･･･閉校 岸本　一二三 神戸市灘区
入選 暁の神秘 粟飯原　誠一 尼崎市
入選 裏通り 大國　由紀子 明石市
入選 夕陽に映える大樹 宮下　吉造 神戸市須磨区
入選 再会を誓う 浅尾　建次 姫路市
入選 思い出 大前　保夫 丹波市
入選 蔦の秘密 衣笠　たまき 西脇市
入選 水煙 國廣　篤 神戸市西区
入選 顔 荻野　裕 丹波市
入選 冬日和 吉元　義輝 神戸市北区
入選 不眠不休 辻森　寿美 西宮市
入選 秋深し 田中　博美 赤穂市
入選 さ迷い人 冨永　雅久 赤穂市
入選 阿吽 仁平　憲雄 神戸市東灘区
入選 存在する手 明石　けい子 神戸市北区
入選 水辺の妖精 吉永　美保 三木市
入選 威風堂々 なかにし　宏明 伊丹市
入選 出会い 小林　昌子 小野市
入選 落陽 葦田　悟 西宮市
入選 夢 来住　禎之 西脇市
入選 水中の里 日夏　智子 大阪府豊中市
入選 今日も元気で行こう 石川　信彦 神戸市須磨区
入選 森を見守る 小川　豊 明石市
入選 この道は 吉田　扇 神戸市灘区



デザイン部門（応募数23、入選数８） ※一席 部門大賞（知事賞）該当なし
賞 題名 名前 居住地

二席　兵庫県立美術館賞　 引きのばされた 2020 太田　美波 神戸市灘区
三席　神戸新聞社賞　 スワンレイク 早川　博唯 伊丹市
四席　（公財）兵庫県芸術文化協会賞 2021 西神中央 原田　秀子 神戸市西区
佳作 みつけて★みつけて おぐら　せつこ 神戸市東灘区
奨励賞　（公財）伊藤文化財団賞 本草網目の再説―長夏草木 銭　依然 神戸市兵庫区
入選 ＃Heisei-Reiwa 鬼頭　幸司 神戸市北区
入選 こころ はにおか　ひさこ 神戸市北区
入選 音はめぐるよ どこまでも みしま　あきひろ 神戸市須磨区



2021 県展 講評 

 

絵画部門 

＜総評＞ 

 コロナ禍の中での 2 年ぶりの県展ということで、開催できたことを、さらには応募点数が増えたことも

あわせて心から喜びたい。コロナという主題が多いのではと思っていたが、出品者各自のふだんからのテ

ーマに沿って、時間をかけてじっくりと制作に取り組まれているようすが窺えた。惜しむらくは出品する

からには、額装やグレージングなどにもっと神経を使ってほしいと思わせる作品が若干見られた。 

 

＜一席（部門大賞・知事賞）＞ 

 淡路島をテーマとした緻密で具象的な絵画だが、画面右の平面的な白熊とバスのモチーフや女子学生

の背負ったリュックの金魚文様など、意表を突くデザイン的なモチーフの導入で画面に良い意味でのア

ンバランスを生じさせ、非現実的な空の色彩も相まって、見る人をいつまでも飽きさせない不思議な魅力

を感じさせる作品。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

 一席と最後まで争った作品。マスキングにより三分割された画面の中に、抽象と具象の間をたゆたうよ

うな幻想的な線描のモチーフを表し、内省的な雰囲気を高めている。一席の足し算式の豊穣さとは逆に、

引き算式の禁欲さがうかがえる。色彩も美しく、出品者自身の制作やテーマに対するゆるぎなさが強く感

じられる。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

 画面いっぱいに拡大されたレモンの存在感が強く、目を奪われた。絵肌の処理もモチーフごとに使い分

けており作り込まれている。ただ背景も同じ強さで表現しており、主題のレモンとのコントラストが引き

立っていないように見えるため、もっと画面を洗練させればより良い作品になるであろう。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

 力まず気ままに筆を走らせたかのような印象をもたらす。色彩の感性が非常に良く、さまざまな筆致を

駆使して、花弁を思わせるモチーフを巧みに扱い、リズミカルな画面を表出している。若い感性の響きあ

いが感じられる。 

 

＜奨励賞（伊藤文化財団賞）＞ 

 点描と水彩による、細胞とも星座とも取れるような不思議なモチーフがあらわされている。中心をもた

ない不思議な構図で、文様風の画面処理が特徴的。離れて見ると画面に強弱が乏しく感じられるが、近づ

いて見ると美しく緻密な描法が確認できるゆえに、アクリルのグレージングが作品の良さを減じてしま

っている。 

 

  



彫刻・立体部門 

＜総評＞ 

出品点数は多くはないが、作品は一定のレベルを超えていた。とくに入選作は、想像以上にレベルが高

かった。新鮮に感じるものもあれば、経験の蓄積から生まれた力作もあり、一点一点違う表現である。落

選が惜しい作品もあり、１０点かそれ以上展示できれば、よかったかもしれない。完成度が高くないもの

でも魅力があり、完成度の高いものと見比べると、兵庫の表現の力が見えてくるのかもしれない。 

 

＜一席（部門大賞・知事賞）＞ 

 技術的に手馴れている。単なる彫刻ではなく、木の配置なども含めた、空間として総合的な造形である。

ガンジスの雰囲気を感じさせる。大賞にふさわしい。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

 木彫りで彫り出す世界に、思考の若々しさが加わった、チャレンジングな作品。全体の中で印象が強か

った。際立ってフレッシュな状態を感じる。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

 表現方法がずば抜けている。心打たれる作品で、自然と選んでしまった。ドローイング、地図をレイヤ

ー（層）にし、それによって、歴史や文化が積み重なることを、自ら確認しながら、意味づけようとして

いる。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

 日本の神話の混沌の世界に、西洋のヴィーナスの造形を強引に加えて、新しい世界を開拓している。意

欲的なものを感じる。 

 

  



工芸部門 

＜総評＞ 

 工芸の種類が多く、ガラスや人形などの応募もあるのはよかった。ベテランが賞を取ったが、今後、展

示を見て、若い人の出品が増えることを期待する。工芸は、専門以外の人が入りやすい部門である。身近

なものである。作ってみると、次のことを考え、展開するのが楽しい。新型コロナの影響で昨年中止とな

ったが、制作している人たちがいることに希望を感じる。 

 

＜一席(部門大賞)・知事賞＞ 

 日常の生活を丁寧に活写している。口の空け具合、指の描写など、とくにそうだ。丁寧な創作活動は、

工芸に大切なことで、大賞にふさわしい。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

 形においてはひねりがあり、白い釉薬は、その上の色を鮮やかにしている。絵の華やかさがサーカスの

感じをよく伝えている。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

 四方ではなく、円にしたところは、面白い。色を抑え、組織の面白さを浮かび上がらせている。抑制が

利いている。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

 県展に、磁場に関係する素材を使った作品を応募したことを評価する。麦の素材を成型するには時間が

かかり、色付けも難しいが、上手に調和させて、色を揃えている。 

 

  



書部門 

＜総評＞ 

漢字での出品が多く前衛が少なかった。篆刻が一点だけなのが残念。質的には例年どおり高い。漢字は

小さい文字では起承転結がつけやすく、大きければつけにくくなる。そこで潤渇を利用するのだが、それ

により掠れた部分は奥に、黒い部分は手前にという具合に平面でありながら奥行きを感じさせるように

なる。今回はそれを生かした作品が多く、見応えがあった。 

賞を絞るのが難しかったが、上位にはバラエティに富んだ良い作品を選べたように思う。僅差で賞に漏れ

た方には残念だが、三名の審査員で精一杯の選出をした。 

 

＜一席（部門大賞・知事賞）＞ 

情熱的で、中だるみすることなく最後まで書ききっている。墨が多い部分、掠れた部分とあるが浮いた線

がなく、いわゆる「線が効いた」良いタッチの作品である。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

「行草」という行書、草書を交えた作品で、宋・元・明・清あたりの作風である。行間の白に空間的な美

しさがある。筆を入れてから枯れるまでの潤渇のリズムが一貫していてすばらしい。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

全体的にゆったりと書かれていてほっとするような作品。途中の空間がアクセントになっており、構成が

うまくいっている。運筆も良い。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

比較的大きな字で書かれた行草作品。迫力があり、筆の動きや潤渇の変化、行と行の絡みがうまくいって

いる。これほど大きな字で行草を書くのは難しく、かなり熟練された方ではないか。 

 

  



写真部門 

＜総評＞ 

コロナの影響で行動範囲が狭まったのか、風景や自然をモチーフにした写真は海外に取材したものを

中心に少なく、身近な題材を取り上げた作品が目立った。また、今回は組作品に注目すべき作品が見られ

た。モチーフの組み合わせの妙やストーリー性を感じさせるなど、写真ならではの変化を楽しませるもの

が多かった。今回は若年層の作品が少なかったようなので、今後応募が増えることを期待したい。 

 

＜一席（部門大賞・知事賞）＞ 

おばあさんと孫と思われる人物の和やかな関係性や場の温かい空気をあますことなく捉えた優しい作

品。撮影者はこの二人の身近な人物であろうか、絶妙の瞬間を見事な構図で捉えている。狭いフレーミン

グの中に豊かな情報が盛り込まれており、モノクロームにすることで二人の手の対比が更に効果的に表

現されている。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

今回良作の多かった組作品の中でも特に優れた作品である。ストーブ列車というテーマに沿った三点

を上手く配置することで豊かなストーリー性を感じさせる。引きとアップの配置も巧みであり、特にアッ

プで撮影された中央の作品のスルメなど、今にも動き出しそうな気配を感じさせる。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

自然や風景をモチーフにした作品では一頭地を抜く作品。メインモチーフを上方に置き、下方を広く開

けるという一見アンバランスな構図だが、シャープに捉えられた遠景の鷺の群れ、中景の波のグラデーシ

ョン、意図的にぼかした前景のススキが絶妙の空気感を生み出している。撮影者の技量の高さを感じさせ

る。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

あるグループを私服と正装の二通りに撮影した組作品で、リラックスと緊張の対比の妙を感じさせる。

画角や構図などはプロによる計算しつくされたものとは異なるが、それが却って独特の味わいを醸し出

している。時間を切り取って対置させることで生まれる写真ならではの表現効果が面白く、見飽きない。 

 

＜奨励賞（伊藤文化財団賞）＞ 

傘・バナナ・LED という一見脈絡のないものを結び付けようとする感覚が新鮮。すべてが成功してい

るかどうかはともかく、モチーフの切り取り方や重ね方も自由で面白い。まさに奨励賞にふさわしい作品

であり、今後に期待したい。 

 

  



デザイン部門 

＜総評＞ 

 立体の応募がなく、また前回より応募点数が減ったことは残念だが、表現の幅は多彩で良かった。上位

の作品は密度が高く、作り込んである。また、アナログな手仕事とコンピュータの良いところを両方取り

入れて仕上げている作品が多かった。流行の表現方法に偏るのではなく、各作品がそれぞれに強い特徴を

持っていたことから、デザインが一昔前より世の中に浸透していることを感じた。今は表現が出尽くして

いる分、テーマ設定と、テーマに適した表現ができているかが重要になる。新型コロナのテーマ設定は今

を反映していて良かったがその他はやや弱い印象で、個人的、社会的な問題意識のある作品が少ないのは

残念。このことから、部門大賞は該当作品なしとした。 

 

＜二席（兵庫県立美術館賞）＞ 

 新型コロナのパンデミックが長期化していることとオリンピックの延期という社会状況を平面で表現

するというはっきりしたコンセプトがあり、それに対する感情もデザインで表現できている。出尽くした

表現ではあるが、力強い線と色彩でうまくまとめている。 

 

＜三席（神戸新聞社賞）＞ 

 丁寧な描き込みで熱心に取り組まれたのが伝わる。兵庫県展で西神中央がテーマということで、自分が

住む地域や街を見直すきっかけにもなる。街を俯瞰してパースで描いた作品は無機質な仕上がりになり

がちだが、温かみのある色と線を使っている。ただパースの絵ということではなく、作品として力がある。 

 

＜四席（兵庫県芸術文化協会賞）＞ 

 丁寧な仕事で、表現しようとしている世界観が伝わる。描き手としてかなり達者で、その技術とコンピ

ュータを両方駆使して線と色彩を仕上げている。色彩のグラデーションや遠近法を巧みに使い、シンメト

リーに描かれたバレリーナたちにもパッと目がいく。 

 

＜奨励賞（伊藤文化財団賞）＞ 

 漢方の書やカードのデザイン。ひとつのテーマを様々なメディアに展開している。 

 

 

 

 

 

 

 



2021県展 特席 県展大賞 受賞作品 

 

【彫刻・立体部門】 

《ガンジスの風》 

荻野 和彦 

  



2021県展 一席 部門大賞（知事賞） 受賞作品 

 

 

 
【絵画部門】 

《来る日》 藤井 のぶお 

【工芸部門】 

《毎日が日曜日》 渡部 美智子 

【書部門】 

《無》 壱岐 翠苑 

【写真部門】 

《シャッターチャンス》 辻本 幸代 

※【デザイン部門】一席 該当なし 


