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校名 賞名 ｺｰｽ 氏名 ふりがな 作品名 素材、技法

学長賞 油画コース 瀨﨑 彩乃 せざき　あやの 「それでも私は」 油彩、キャンバス

鍋井賞 版画コース 田口 路弦 たぐち　どうげん 「無題」（シリーズより3点）
アクアチント、油性インク、ハーネミュー
レ紙

学科賞 油画コース 中田 香里 なかた　かほり 「余韻Ⅱ」 ミクストメディア、綿布、パネル

学科賞 日本画コース 岡本 紀乃 おかもと　きの 「room」
岩絵具、ピグメント、箔、高知麻紙、パ
ネル

学科賞 版画コース 岩﨑 奈波 いわさき　ななみ
「無口な水中花」
「雪どけをつかむ」
「朱をそそぐ」

木版、水性絵具、和紙

学科賞 彫刻コース 西窪 莉奈 いしくぼ　りな 「女」 樹脂

学長賞 グラフィックデザインコース 黒木 渉 くろき　わたる 「滅虫」

ミネアポリス美術
デザイン大学学長賞 プロダクトデザインコース 鶴梶 友惟 つるかじ　ゆい 「トイビット」

学科賞 グラフィックデザインコース 山本 愛貴 やまもと　あき 「花と育つ」

学科賞 イラストレーションコース 木村 麻生子 きむら　まうこ 「北欧のしおり」

学科賞 デジタルメディアコース 池頭 紗貴 いけがしら　さき　

学科賞 デジタルアーツコース 戸髙 雅大 とだか　まさひろ 「骸―mukuro」

学科賞 プロダクトデザインコース 西本 悠悟 にしもと　ゆうご

学科賞 空間デザインコース 早川 昌宏 はやかわ　まさひろ 「HISAYA BAND WAVE」

学科賞 デザインプロデュースコース 田原 はるみ たはら　はるみ 「海洋プラスチック汚染」

学長賞 テキスタイル・染織コース 伊是名 のえ いぜな　のえ 「青生」 ろう染、綿布、リアック染料

学科賞 金属工芸コース 前田 朋香 まえだ　ともか 「秋色」
鍛金、象嵌、
黒味銅、銅、真鍮、銀、金箔、銀箔

学科賞 陶芸コース 細沼 北斗 ほそぬま　ほくと 「Each of the road」 轆轤、手捻り、陶土

学科賞 ガラス工芸コース 斉藤 信子 さいとう　のぶこ 「connects」 ガラス、鉄、セメント、シリコン

学科賞 テキスタイル・染織コース 福本 有希子 ふくもと　ゆきこ 「東雲」「鴉」「宵闇」 オーバーショット織（組織織）、絹

学長賞 井坂 匠吾 いさか　しょうご

学科賞 金山 恒星 かねやま　こうせい

学長賞 荘司 晃正 そうじ　あきまさ 「inout」 デジタルプリント

学科賞 河瀬 経樹 かわせ　けいじゅ 「HUMP BACK」 デジタルプリント、4K映像

学長賞 漫画コース 清水 洋了 しみず　ひろのり 「脈打つ鉄の心臓」

学科賞 漫画コース 三井 沙恵 みつい　さえ 「僕は廃棄処分」

「Wiｎk Mark ～歌詞から服をデザインする～」

「SAVE CEBU Upcycle Project」

「メイカーズマウンテン」

「私の断片的な集合的記憶の創生物」

平成30年度 大阪芸術大学グループ卒業制作選抜展　出品一覧

大阪芸術大学　芸術学部

美術学科

デザイン学科

工芸学科

建築学科

写真学科

キャラクター造形学科
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校名 賞名 ｺｰｽ 氏名 ふりがな 作品名 素材、技法

平成30年度 大阪芸術大学グループ卒業制作選抜展　出品一覧

学長賞

もりやま　かずき
やまき　ひろき
にった　きよと
まさいけ　ありみ

「火ノ兎（ほのう）」
※予告編のみ上映。本編はあべのア
ポロシネマにて3月2日（土）・3日（日）
上映

学長賞 坂本 怜里 さかもと　れいり 「グラスに炭酸を注ぐとき」 小説

学長賞
アナウンスコース
アナウンスコース

松平 京子
前谷 佳奈

まつひら きょうこ
まえたに　かな

「箱に入れられた私たちは。」 ドラマ：約27分

学長賞 音楽・音響デザインコース 松居 奈津美 まつい　なつみ
オーケストラのための幻想曲
「風の囁き」

約9分

学長賞 西井 貞美 にしい　さだみ 「女曼荼羅」 アクリル、和紙、キャンバス

学科賞 春山 清美 はるやま　きよみ 「湿原」 油彩、キャンバス

学科賞 田中 亜希 たなか　あき 「動物のまなざし　人の眼差し」 デジタルプリント

学長賞 グラフィックデザインコース 重松　里美 しげまつ　さとみ 「Alert ー警告ー」 ポスター、スマートフォンケース

金賞 空間演出デザインコース 畠中　正太郎 はたけなか　しょうたろう 「Opportunity to re-think」 模型　S = 1:50

銀賞 版画コース 山田　紗世 やまだ　さよ 「神様の檻」（シリーズより） シルクスクリーン、ニューブルクナ

銀賞 工芸立体デザインコース 林　真彩 はやし　まあや 「幻影」 吹きガラス

銅賞 デジタルアートコース 岡本　佳音 おかもと　かのん 「マインド・デッド」
映像：3分55秒（CLIP STUDIO PAINT、
Adobe　After Effects）

学科奨励賞 絵画コース 山口　法子 やまぐち　のりこ 葛飾北斎「濤図」模写 油彩、キャンバス、水干絵具、木材

学科奨励賞
キャラクター・マンガ・
フィギュアコース

重石　沙耶香 しげいし　さやか 「Artificial element」
フィギュア（グレイスカルピー、ガラス、
ブロンズ、アクリル絵具）

学科奨励賞
キャラクター・マンガ・
フィギュアコース

鵜瀬　みり うのせ　みり 「エボルブキング」 マンガ（CLIP STUDIO PAINT、ペン）

塚本英世賞
コミック・アート学科
美術・工芸コース（版画）

上田 佳奈 うえだ　かな
「採集（B302）」
「翻訳研究」
「不等価交換」

メディウム刷り
シルクスクリーン、アクアチント、リトグ
ラフ、樹脂凸版
映像

校長賞
総合デザイン学科
イラストレーション専攻

永田 秋穂 ながた　あきほ 「縁起物かるた」

ミネアポリス美術
デザイン大学学長賞

総合デザイン学科
プロダクトデザイン専攻

兼田 瑞季 かねた　みずき

優秀賞
総合デザイン学科
コミュニケーションデザイン専攻

津山 暁仁 つやま　あきひと

優秀賞
コミック・アート学科
美術・工芸コース（陶芸）

岡﨑 友里恵 おかざき　ゆりえ 「夢見るキリン」 陶土、呉須、鉄

「Virtual Rlaxing―VR Jellyfish―」

大阪芸術大学 短期大学部

デザイン・美術学科

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校

写真学科

「ぽてまる隊―かわいいクロックデザイン―」

森山 一輝（監　督）
新田 聖人（助監督）
山鬼 大輝（照　明）
正池 有美（記　録）

映像学科

文芸学科

放送学科

音楽学科

大阪芸術大学　通信教育部

美術学科


	H30卒制　優秀展・選抜展

