
  伊内　悠

Iuchi ,  Haruka

（広島市立瀬野川中学校）

石田　萌夏

Ishida ,  Moeka

（熊野町立熊野東中学校）

「 小さな世界 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

「 七宝三品 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅板・釉薬・銀箔・銀線（5×3cm、3 点）/工芸（七宝）
2016 年制作

「 自刻像 」　　　　　粘土（W24×D18×H34cm）/ 彫塑
2016 年制作

「 静物画 」　　　　　　油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作



  磯部　朱里

I sobe, Jur i

（広島市立船越中学校）

伊藤　光希

I to ,  Mitsuki

（広島市立牛田中学校）

「 傘柄のデザイン 」           インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）
2016 年制作

「 もみじ饅頭パッケージデザイン 」
インクジェットプリント・コート紙（W8×D13.5×H18 ㎝）

/デザイン
2016 年制作

「 ME? 」                         鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 自分をテーマにした作品 」 アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ テーマ制作
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

インクジェットプリント（14×10cm）
/ デザイン (CG)

2016 年制作



  上広　瑞子

Uehiro, Tamako

（東広島市立磯松中学校）

宇都宮　朱里

Utsunomiya,  Akari
（広島市立落合中学校）

「 海遊 」                               岩絵具・和紙・木製パネル（F30）/ 日本画
2016 年制作

「 蝶のいる風景 」
岩絵具・和紙・木製パネル (F6)

/ 日本画
2016 年制作

「 春を待つ 」  岩絵具・和紙・木製パネル（F15）/ 日本画
2016 年制作

「 信仰 」                           岩絵具・和紙・箔・木製パネル（F30）/ 日本画
2016 年制作

「 自刻像 」              粘土（W26×D23×H38cm）/ 彫塑
2016 年制作

「 水辺の白霧 」岩絵具・和紙・木製パネル（F15）/ 日本画
2016 年制作



大下　美穂

Ohshita, Miho

（江田島市立江田島中学校）

岡島　愛

Okashima, Ai  

（広島市立牛田中学校）

「 有線七宝器『婉然』 」                             銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ10×H9cm）/ 工芸（七宝）
2016 年制作

アクリルガッシュ・木製パネル（B1）
/ デザイン（平面）

2015 年制作

「 光の未来 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 コブラ 」　　　　　　　　　　　　　 新聞紙、ガムテープ（W60×D58×H68cm）/ デザイン
2016 年制作

「 自分をテーマにした作品 」
アクリルガッシュ・ペン・木製パネル（B3）/ テーマ制作

2016 年制作

「 自刻像 」
粘土（W21×D21×H37cm）/ 彫塑

2016 年制作



  
岡田　祐人

Okada, Yuto

（広島市立古田中学校）

小川　美波

Ogawa, Minami

（金光学園中学校）

「 自刻像 」                                        粘土（W25×D25×H50cm）/ 彫塑
2016 年制作

「 ハンティングトロフィー　〜カバ〜 」
粘土・アクリル絵具（W16×D24×H17.6cm）/ 立体造形

2016 年制作

「 Georgios 」    油彩・キャンバス（M100）
/ 油彩画

2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」         インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）
2016 年制作

アクリルガッシュ・木製パネル（40×30cm）
/ デザイン（平面）

2016 年制作

「 もみじ饅頭パッケージデザイン 」
インクジェットプリント・コート紙（W8×D13.5×H18 ㎝）/デザイン

2016 年制作



奥　まりな

Oku, Marina  

（広島市立瀬野川中学校）

金山　友美

Kanayama, Yumi

（広島市立幟町中学校）

「 おのみち浪漫海道 」
色紙・糸・アクリルガッシュ・木製パネル（F15）/ デザイン

2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 good morning 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ5cm）
/ 工芸（七宝）
2016 年制作

「 花と歯車 」(平和をテーマにした作品） 鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

「 オオグソクムシ 」
新聞紙、ガムテープ（W48×D73×H30cm）/ デザイン

2016 年制作



加納　己奈

Kano, Mina

（広島市立五日市中学校）

神垣　凪沙

Kamigaki ,  Nagisa

（広島市立宇品中学校）

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

「 まるい 」(平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 静物画 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩・キャンバス（F10）/ 油彩画
2016 年制作

木炭・木炭紙（木炭紙大）/石膏デッサン
2016 年制作

「 トロリ 」
アクリルガッシュ・イラストボード（B3）

/ アクリル画
2016 年制作



北谷　拓実

Kitadani,  Takumi  

（広島市立戸坂中学校）

久津間　紗也

Kutsuma, Saya

（広島市立翠町中学校）

「 キリン 」　新聞紙、ガムテープ（W50×D65×H100 ㎝）/デザイン
2016 年制作

「 兄弟 」　　　　　　　アクリルガッシュ・画用紙（B2）/ アクリル画
2016 年制作

「 威光が作り出した世界平和 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

「 動物をテーマにした日本画 」
岩絵具・和紙・木製パネル（F6）/ 日本画

2015 年制作



  久保　友莉乃

Kubo, Yur ino  

（広島市立東原中学校）

倉重　侑季

Kurashige, Yuki

（三次市立十日市中学校）

「 金属と火薬でできた魚 」（平和をテーマにした作品）                 鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 自刻像 」　　　　　　　　粘土（W20×D16×H37cm）/ 彫塑
2016 年制作

油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

「 自画像 」                                                岩絵具・和紙・木製パネル（F30）/ 日本画
2016 年制作

「 自刻像 」        粘土（W24×D21×H34cm）/ 彫塑
2016 年制作

「 花鳥画 」               岩絵具・和紙・木製パネル（F15）/ 日本画
2016 年制作



栗永　沙織

Kur inaga, Saor i

（広島市立五日市中学校）

近藤　和佳

Kondo, Waka

（東広島市立志和中学校）

「 in your hands 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 自分をテーマにした作品 」
油彩・キャンバス（B3）/ テーマ制作

2016 年制作

木炭・木炭紙（木炭紙大）/石膏デッサン
2016 年制作

「 ハリネズミ 」
水彩・ケント紙（25×20cm）/ フォトリアリズム
2015 年制作

「 自分をテーマにした作品 」　　油彩・キャンバス（B3）/ テーマ制作
2016 年制作

「 しかまんじゅう 」　　　  紙粘土（W5×D4×H5.5cm）/ 食品サンプル
2016 年制作



  

三王　志織

Sano, Shior i

（広島市立翠町中学校）

多賀　綾香

Taga, Ayaka

（東広島市立中央中学校）

「 日常とねこ、ときどきロケット 」                アクリルガッシュ・イラストボード（B3）/ アクリル画
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）
/ デザイン
2016 年制作

「 自刻像 」                                            粘土（W17×D22×H40cm）/ 彫塑
2016 年制作

油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

板・石膏下地・金箔・テンペラ絵具（15×15cm）
/ 絵画（テンペラ）

2016 年制作



  
髙橋　舞香

Takahashi ,  Maika  

（広島市立牛田中学校）

津村　果奈

Tsumura, Kana

（広島市立白木中学校）

「 消えていくもの 」（平和をテーマにした作品）                       鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 うららか 」
木材・カシュー（φ8×H4.5 ㎝）

/工芸
2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）
/ デザイン
2016 年制作

「 モンステラ 」                       油彩・キャンバス（P100）/ 油彩画
2016 年制作

「 魚面人 」
樹脂粘土・水槽（W20×D20×H20cm）

/ 妖怪大賞展＜MeiPAM 賞＞
2016 年制作

「 自刻像 」
粘土（W23×D21×H43 ㎝）／彫塑

2016 年制作



  

出上　達也

Degami, Tatsuya

（広島市立己斐上中学校）

富田　真衣

Tomita, Mai

（呉市立昭和中学校）

「 静謐 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白土（φ35×H6cm）/ 工芸（陶芸）
2016 年制作

「 過去に感謝し、未来に生きる 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 小皿 」　　　　　　　　　　　　　　　粘土（φ10×H2.5cm）/ 工芸（陶芸）
2016 年制作

「 obsession 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

鉛筆（20×25 ㎝）/フォトリアリズム
2014 年制作

「 自刻像 」
粘土（W20×D20×H42cm）/ 彫塑

2016 年制作



  冨永　玲奈

Tominaga, Rena

（熊野町立熊野中学校）

楠香谷　なる

Nakaya, Naru

（広島市立安西中学校）

「 傘柄のデザイン 」　　　　  インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）
2016 年制作

「 思想と表現 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

鉛筆・画用紙（四切）/静物デッサン
2016 年制作

「 思考 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作

「 擬音語 CD 」
CD ケース・光沢紙・インクジェットプリント（12×12 ㎝）/デザイン（CG）

2016 年制作



  

信藤　真衣

Nobuto, Mai

（広島市立城南中学校）

波多　春奈

Hata, Haruna

（東広島市立松賀中学校）

「 四季 」                             ケヤキ・銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ7cm×6 ㎝、4点）/工芸（七宝）
2016 年制作

「 サラダボウルとお椀 」   栃（φ13×7 ㎝）（φ13×6 ㎝）/工芸（木工）
2016 年制作

「 静心 」     岩絵具・和紙・木製パネル（F30）/ 日本画
2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 distance 」                                写真（A3）/ デザイン
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年制作



  
濵本　美夢

Hamamoto, Mimu

（東広島市立高屋中学校）

　 　 

正岡　あかね

Masaoka, Akane

（広島市立吉島中学校）

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 ペンギン 」
新聞紙、ガムテープ（W33×D50×H44cm）/ デザイン

2016 年制作

「 蝶のいる風景 」　　　　　岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画
2016 年制作

「 The Weak 」（平和をテーマにした作品）　　　　　　　　　　 　　　　鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 子鹿 」
新聞紙、ガムテープ（W25×D70×H90cm）/ デザイン

2016 年制作

ラジアタパイン・毛糸・帆糸（W30×D30×H50cm）
/ 工芸（木工）
2016 年制作



  

舛本　綾音

Masumoto, Ayane

（府中町立府中中学校）

松原　舞

Matsubara, Mai

（広島市立白木中学校）

「　舞　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CG（B1）/ デザイン（CG）
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）

/ デザイン（CG）
2016 年度制作

「 平和？ 」(平和をテーマにしや作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 フキダス 」                      画用紙・水彩・アクリルガッシュ (59×53 ㎝ )
/ デザイン
2016 年制作

「 きのこ 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（6.5×4.2cm）/ 工芸（七宝）

2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）

/ デザイン（CG）
2016 年度制作



  溝井　優香

Mizoi ,  Yuka

（広島市立瀬野川中学校）

湊　颯佳

Minato, Hayaka

（広島市立幟町中学校）

「 しあわせ 」（平和をテーマにした作品）　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

「 きらきら 」
ガラス・銅テープ・はんだ（31×32.5cm）/ 工芸（ステンドグラス）

2016 年制作

「 遣〜ツカイ〜 」　　　　　　　　　 岩絵具・和紙・箔・木製パネル（F30）/ 日本画
2016 年制作

「　厳　」　　　岩絵具・和紙・木製パネル（F15）/ 日本画
2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（20×25 ㎝）
/フォトリアリズム

2015 年制作



  

三宅　侑香

Miyake, Yuka

（広島市立船越中学校）

三宅　利佳

Miyake, Rika 

（呉市立和庄中学校）

油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

「 傘柄のデザイン 」
インクジェットプリント・布・傘（W60×D60×H60cm）/ デザイン（CG）

2016 年度制作

「 エビフライ協奏曲 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アクリルガッシュ・画用紙（B2）/ デザイン
2016 年制作

「 ブタ 」　　　　　新聞紙、ガムテープ（W40×D32×H40cm）/ デザイン
2016 年制作

「 木工ランプ 」
檜（W23×D23×H41cm）/ 工芸（木工）

2016 年制作

「 生活 」
油彩・キャンバス（90×90×90cm）/ 油彩画
2016 年制作



  
山野　一真

Yamano, Kazuma

（江田島市立江田島中学校）

吉田　吏江

Yoshida, Rie

（広島市立温品中学校）

「 警鐘 」（平和をテーマにした作品）     鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 自分をテーマにした作品 」    油彩・キャンバス（B3）/ テーマ制作
2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（A3)/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 蝶のいる風景 」                      岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画
2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（B1）/ デザイン
2016 年制作

アクリルガッシュ・画用紙（39.4×39.4 ㎝）/デザイン
2016 年制作



綾織　香那
Ayaori ,  Kana

（広島市立幟町中学校）

伊敷　莉那
I sh ik i ,  R ina

（広島市立戸坂中学校）

石田　菜々子
I sh ida, Nanako

（広島市立二葉中学校）

石原　晴香
I sh ihara,Haruka

（広島市立五日市観音中学校）

市川　月穂
Ichikawa, Tsukiho  

（江田島市立三高中学校）

今村　遥香
Imamura, Haruka

（広島市立早稲田中学校）

「 アートけん玉 」
アクリルガッシュ（W17.5×D7×H5 ㎝）

/アートけん玉
2016 年制作

「 今、できること 」
映像（04:23）/ アニメーション (共同制作）

2016 年制作

「 有線七宝器『形』 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ10×H8cm）/ 工芸（七宝）

2016 年制作

「 色と光 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 蝶のいる風景 」
岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画

2016 年制作

「 blue 」
アクリルガッシュ・キャンバス（F50）/ アクリル画

2016 年制作



岩本　梓乃
Iwamoto, Shino

（海田町立海田中学校）

宇田川　桃果
Udagawa, Momoka

（廿日市市立七尾中学校）

内村　美南
Uchimura, Minami

（広島市立東原中学校）

小川　捺稀
Ogawa, Natsuki

（広島市立段原中学校）

川﨑　友貴
Kawasaki ,  Yuki

（広島市立中広中学校）
黒川　奈夏

Kurokawa, Natsu

（広島市立瀬野川東中学校）

「 SALAD 」
アクリルガッシュ・キャンバス（F50）/ アクリル画

2016 年制作

「 残滓 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 Fresh air 」
アクリルガッシュ・画用紙（B1）
/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 カレンダーのデザイン 」
インクジェット・コート紙 (B2)/ デザイン（CG)

2016 年制作

「 キーホルダーのデザイン 」
アクリルガッシュ、桐の木（14.5×14.5×4cm）

/ プロダクトデザイン
2016 年制作

「 汚れゆく世界 」
アクリルガッシュ・画用紙（B1）

/ デザイン（平面）
2016 年制作



小早川　佳菜
Kobayakawa, Kana

（広島市立大塚中学校）

蔡　茹夢
Sai,  Umu

（広島市立中広中学校）

清水　実優
Shimizu, Miyu

（府中市立第一中学校）

新宅　杏袈
Shintaku, Kyouka

（呉市立宮原中学校）

杉江　湧愛
Sugie, Yume

（広島市立吉島中学校）

實藤　真琴
Saneto, Makoto

( 広島市立祗園中学校）

「 ふわふわおばあちゃん 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 泡沫 」
アクリル・キャンバス（F50）/ アクリル画

2016 年制作

「 フクロウ 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 ひかりさす 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 犀利 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「　城　」
和紙・木製パネル（F50）/ ちぎり絵

2016 年制作



杦村　奈美
Sugimura, Nami

（広島市立己斐上中学校）

堰楽　由理
Sekiraku, Yur i  

（呉市立両城中学校）

高田　栞里
Takata, Shior i

（広島市立大塚中学校）

髙取　明日香
Takator i ,  Asuka

（広島市立安西中学校）

竹松　真衣乃
Takematsu, Maino

（広島市立祗園東中学校）

田中　佑佳
Tanaka, Yuka

（広島市立翠町中学校）

「 ホウズキ 」
アクリルガッシュ・キャンバス（F50）/ アクリル画
2016 年制作

「 proceed to light 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 憂愁 」
クラフト紙・アクリルガッシュ・木製パネル
（W113×D738×H30 ㎝）/ペーパークラフト
2016 年制作

「 追憶 」
ペン・画用紙（F50）/ ペン画

2016 年制作

「 LIFE 」
アクリルガッシュ・ケント紙（B1）/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 ノスタルジア 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作



谷岡　奈那
Tanioka, Nana

（東広島市立高屋中学校）

津田　紋花
Tsuda, Ayaka

（広島市立五日市中学校）

土井　亜子
Doi,  Ako

（広島市立段原中学校）

二宗　きらび
Nishu,Ki rabi

（広島市立温品中学校）

乃口　藍香
Noguchi,  Aika  

（広島市立牛田中学校）

野村　かなめ
Nomura, Kaname

（広島市立戸坂中学校）

「　糸　」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 梅に鶯 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ10×H8cm）

/ 工芸（七宝）
2016 年制作

「 生きる 」
アクリルガッシュ・キャンバス（F50）/ アクリル画

2016 年制作

「 心海 」
アクリルガッシュ・キャンバス（F50）/ アクリル画

2016 年制作

「　哀　」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 秋音 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作



蜂谷　伸恵
Hachiya, Nobue

（広島市立戸坂中学校）

濵口　翔真
Hamaguchi,  Shoma 

（広島市立矢野中学校）

松田　優奈
Matsuda, Yuna

（広島市立井口台中学校）

丸山　瑞月
Maruyama, Miduki

（坂町立坂中学校）

三木　和奏
Miki ,  Wakana

（東広島市立志和中学校）

溝下　葉月
Mizoshita, Hazuki

（府中町立府中緑ケ丘中学校）

「 人間関係 」
布・糸・アクリルガッシュ（F50）/ コラージュ
2016 年制作

「 カレンダーのデザイン 」
インクジェット・コート紙 (B2)/ デザイン（CG)

2016 年制作

「 basis 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 静脈 」
油彩・アクリルガッシュ・キャンバス（F50）

/ 油彩画
2016 年制作

「 キーホルダーのデザイン 」
アクリルガッシュ、石粉粘土（4.5×26×6cm）

/ プロダクトデザイン
2016 年制作

「 Real world 」
アクリルガッシュ・ケント紙（B1）

/ デザイン（平面）
2016 年制作



村松　海咲
Muramatsu, Misaki

（広島市立古田中学校）

山田　夢乃
Yamada, Yumeno

（呉市立川尻中学校）

與市園　　月
Yoshizono, Mizuki

（広島市立翠町中学校）

「 アートけん玉 」
アクリルガッシュ（W17.5×D7×H5 ㎝）
/アートけん玉
2016 年制作

「 すきなとこ 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 静と動 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作



岩本　依蕗
Iwamoto, Ibuki

（広島市立観音中学校）

岡原　大知
 Okahara, Daichi

（広島市立翠町中学校）

生田　真悠
Ikeda, Mayu

（安芸高田市立吉田中学校）

岩﨑　いず穂
 Iwasaki ,  Izuho

（府中町立府中中学校）

岡田　萌々
Okada, Momo 

（広島市立大州中学校）

岩谷　こころ
 Iwatani,  Kokoro

（岡山県倉敷市立玉島北中学校）

板・石膏下地・金箔・テンペラ絵具
（15cm×15cm）/ 絵画（テンペラ）

2016 年制作

「 レモンちゃん 」
水性インク・布（W16×D16×H7 ㎝）/版画（シルクスクリーン）

2016 年制作

「 夏の庭 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 カメ 」
粘土 (素焼）・アクリル絵具（W14.3×D21.7×H7.2cm）

/ 立体造形
2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 川瀬巴水『馬込の月』部分模写 」
墨・ポスターカラー・和紙（32×24cm）

/ 木版画
2016 年制作



笠岡　志歩
Kasaoka, Shiho

（広島市立中広中学校）

奥野　天葵
Okuno, Tenki

（広島市立祇園中学校）

亀髙　菜那
Kametaka, Nana

（広島市立二葉中学校）

加藤　詩温
Kato, Shion

（広島市立己斐上中学校）

沖増　義昭
Okimasu, Yoshiteru

（三次市立川地中学校）

賀川　碧海
Kagawa, Aomi

( 広島市立大塚中学校）

「 木水面 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 フワ 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 狭間 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 花をテーマにした日本画 」
岩絵具・和紙・木製パネル（F6)/ 日本画

2016 年制作

「 自然物と人工物 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 アネモネ 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ5cm）

/ 工芸（七宝）
2016 年制作



桐林　勲
Kir ibayashi ,  I sao

（廿日市市立野坂中学校）

亀谷　萌
Kametani,  Moe

（広島市立翠町中学校）

河﨑　海斗
 Kawasaki ,  Kaito 

（呉市立宮原中学校）

川本　まりあ
Kawamoto, Maria

（府中町立府中中学校）

河内　璃穏
Kouchi,  R ion

（広島市立高陽中学校）

楠田　雄大
Kusuda, Yudai

（広島市立早稲田中学校）

「　龍　」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ5cm）/ 工芸（七宝）

2016 年制作

「 目ノ前 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 漂香 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）
/ デザイン（平面）

2016 年制作

「 生きる植物 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 根源 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作



大道　亜里紗
Daido, Ar isa

（広島市立大塚中学校）

小坂　真由
Kosaka, Mayu

（竹原市立竹原中学校）

下中　丈
Shitanaka, Jo

（広島市立祇園東中学校）

島田　菜々花
Shimada, Nanaka

（広島市立二葉中学校）

後原　亜美
Sedobara, Ami

（海田町立海田中学校）

曽根　沙也佳
Sone, Sayaka

（広島市立瀬野川東中学校）

「 花をテーマにした日本画 」
岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画

2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 二度（ふたたび） 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 カエルの王様 」
銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ5cm）/ 工芸（七宝）

2016 年制作

「 佇む 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2016 年制作

「 歴史 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作



樋口　菜々香
Higuchi,  Nanaka

（山口県和木町立和木中学校）

谷　侑香
Tani,  Yuka

（広島市立宇品中学校）

内藤　瞳
Naito, Hitomi 

（広島市立祇園中学校）

中村　公香
 Nakamura, Kimika

（広島市立東原中学校）

平岩　咲羽
Hiraiwa, Sawa

（広島市立口田中学校）

日高　育海
 Hidaka, Ikumi

（北広島町立千代田中学校）

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）
/ デザイン（平面）
2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 yellow 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 dream 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 もみじ饅頭パッケージデザイン 」
インクジェットプリント・コート紙

（W8×D13.5×H18 ㎝）/デザイン
2016 年制作

透明水彩・画用紙（B3）/ 水彩画
2016 年制作



堀井　由菜
Hori i ,  Yuna

（広島市立戸坂 中学校）

前田　葉月
 Maeda, Hazuki

（広島市立高取北中学校）

藤井　友花
Fuj i i ,  Yuka

（広島市立口田中学校）

三坂　日奈子
Misaka, Hinako

（広島市立安佐中学校）

宮﨑　大輝
Miyazaki ,  Daik i

（広島市立戸坂中学校）

三村　真輝
 Mimura, Maki

（広島市立五日市中学校）

透明水彩・画用紙（B3）/ 水彩画
2016 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（B3）/ デザイン（平面）
2016 年制作

「 白い船 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作
「 こねこのトムのおはなし 」

レーザープリント・紙（A5）/ 絵本
2016 年制作

「 静思 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 もみじ饅頭パッケージデザイン 」
インクジェットプリント・コート紙（W8×D13.5×H18 ㎝）

/デザイン
2016 年制作



和田　はるな
Wada, Haruna

（広島市立二葉中学校）

宮本　陽菜
Miyamoto, Hina

（三次市立君田中学校）

山土　莉奈
Yamado, Rina 

（広島市立五月が丘中学校）

山村　綾乃
 Yamamura, Ayano

（広島市立三和中学校）

「 ある店の風景 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 兄妹 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 Innocence 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

「 蝶のいる風景 」
岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画

2016 年制作



  京極　友里

Kyougoku, Yur i

（広島市立伴中学校）

亀田　菜々子

Kameda, Nanako 

（広島市立安西中学校）

水彩・ケント紙（20×25 ㎝）/フォトリアリズム
2016 年制作

「 はらり ひらり 」　 フェルト (42×159cm)/ 工芸 (染織 )
2015 年制作

「 帰りぎわ 」          油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

「 りんご 」　　　　　　　　　油彩・キャンバス（25×20cm）/ 油彩画
2013 年制作

「 工場 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画
2013 年制作



  
川空　ほのか

Kawazora, Honoka

（広島市立安西中学校）

「　蝶　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画
2016 年制作

「 真夜中 」                岩絵具・和紙・木製パネル (F6)/ 日本画
2015 年制作

アクリルガッシュ・ケント紙（53×53cm）/ デザイン (平面）
2016 年制作

「 モネの睡蓮 」            銅板・釉薬・銀箔・銀線（10×7cm）/ 工芸（七宝）
2016 年制作

「 希望の花 」（平和をテーマにした作品）
鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン

2016 年制作

「 見上げる 」　　　　　　　　　　 油彩・キャンバス（F15）/ 油彩画
2016 年制作

  

岸本　有珠

Kishimoto, Ar isu

（広島市立牛田中学校）



  

寺田　縁
Terada,Yukar i

（広島市立江波中学校）

井上　祐紀
Inoue, Yuki

（府中町立府中中学校）

「 御守り　戌 」
水性インク・布（W16×D16×H7 ㎝）

/版画（シルクスクリーン）
2016 年制作

「 夏隣　夕景 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作

松尾　奈菜子

Matsuo, Nanako

（広島市立伴中学校）

「 かぐや姫 」                           銅板・釉薬・銀箔・銀線（φ10cm）/ 工芸（七宝）
2016 年制作

(平和をテーマにした作品）        鉛筆・画用紙（B1）/ 構成デッサン
2016 年制作

「 尾道の海、黄昏の猫 」
色紙・アクリルガッシュ・木製パネル（F15）

/ デザイン
2016 年制作



西川　颯人
Nishikawa, Hayato 

（広島大学附属東雲中学校）

栢　里加子
Kaya, Rikako

（廿日市市立七尾中学校）

西村　あおい
Nishimura, Aoi

（広島市立安佐南中学校）

「 もみじ饅頭パッケージデザイン 」
インクジェットプリント・コート紙

（W8×D13.5×H18 ㎝）
/デザイン
2016 年制作

鉛筆・画用紙（四切）/静物デッサン
2016 年制作

「 おもちゃたち 」
油彩・キャンバス（F50）/ 油彩画

2016 年制作


