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             令 和 ５ 年 １ 月 ２ ７ 日 

京 都 市 文 化 市 民 局  

担当：文化芸術都市推進室文化芸術企画課 
電話：０７５－２２２－３１１９ 

 

 

令和４年度京都市芸術新人賞及び京都市芸術振興賞の被表彰者の決定について 

 

 京都市では、本市出身者又は本市内において活発な文化芸術活動を行い、全国

的にも評価を高め、将来を嘱望される方々に「京都市芸術新人賞」を、また、同

じく京都市内で活動を行い、新人の育成又は芸術に係る活動環境の向上に多大の

功労があった方々に「京都市芸術振興賞」を授与し、その功績を称えています。 

この度、令和４年度の被表彰者を決定しましたので、お知らせします。 

なお、本制度は、昭和５０年度に創設し、令和３年度までに京都市芸術新人賞

として２５２件の方々を、京都市芸術振興賞として１３７件の方々を表彰してい

ます。 

 

記 

 

１ 被表彰者（敬称略・五十音順） 

⑴ 京都市芸術新人賞（１１件）   

宇髙
う だ か

 徳
のり

成
しげ

       （能楽） 

西條
さいじょう

 茜
あかね

        （陶芸・現代美術） 

澤田
さ わ だ
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        （現代美術） 

谷崎
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 由依
ゆ い

       （文学（小説））   
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ち ば

 雅也
ま さ や

       （文学（小説）・学術（哲学）） 

中嶋
なかじま

 俊
とし

晴
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       （洋楽（声楽）） 

藤井
ふ じ い

 俊
とし

治
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       （洋画） 
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       （染織） 
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       （日本画） 

森本
もりもと

 瑞生
み ず き

       （洋楽（打楽器）） 

樂
らく

 吉左衞門
き ち ざ え も ん

（十六代） （陶芸） 

 
⑵ 京都市芸術振興賞（６件） 

柏原
かしはら

 えつとむ     （現代美術） 

川上
かわかみ

 力三
りきぞう

       （陶彫） 

高尾
た か お

 美智子
み ち こ

      （洋舞） 

田中
た な か

 美鈴
み す ず

       （洋楽（ピアノ）・芸術振興（音楽）） 

内藤
ないとう

 英
ひで

治
はる

       （染織） 

中ノ堂
なかのどう

 一
かず

信
のぶ

      （学術（工芸文化史）） 

裏面に続く 



２ 表彰式 

⑴ 日時 

令和５年２月３日（金） 

１部：【京都市芸術振興賞】午前９時３０分～ 

２部：【京都市芸術新人賞】午前１１時～ 

⑵ 場所 

京都市役所 本庁舎４階 正庁の間 

⑶ 出席者 

被表彰者及び同伴者 

来賓 田中 明秀   京都市会議長 

𠮷田 孝雄   京都市会副議長 

かわしま 優子 京都市会文化環境委員会委員長 

潮江 宏三   京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞選考委員会委員代表  

京都市 門川 大作   市長 

吉田 良比呂  副市長 

山中 博昭   文化芸術政策監 

 

⑷ 次第（１部・２部共通） 

開会 

   来賓紹介 

   表彰状の授与 

   京都市長挨拶 

   来賓祝辞（京都市会議長） 

   祝辞・功績紹介（京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞選考委員会委員代表）  

   被表彰者代表謝辞 

   閉会 

 

３ 添付資料 

  ・京都市芸術新人賞及び京都市芸術振興賞受賞者功績調書 

・京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞選考委員会委員名簿 
・京都市芸術新人賞及び京都市芸術振興賞受賞者一覧（過去３年分） 

 

 



＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和60年）
・「鞍馬天狗」の稚児として初舞台に立つ（平成元年）
・「猩々」にて初シテを務める（平成16年）
・愛媛県伊予郡松前町の依頼により新作能「義農」を制作し披露（令和4年）

＜現在＞
・能楽協会会員
・京都能楽会理事
・松山景雲会理事⾧
・愛媛大学能楽研究会講師

＜主な活動等＞
・「金剛定期能」（金剛能楽堂／京都／令和3～4年）
・「東雲能」（東雲神社／愛媛／令和元～4年）
・「松山市民能」（松山市民会館／愛媛／令和元～4年）
・「宇髙通成三回忌追善能之会」（金剛能楽堂／京都／令和4年）
・「日本全国 能楽キャラバン愛媛 金剛流による松前公演」（松前総合文化センター／愛媛／令和5年）

＜京都市との関わり＞
・「五感で感じる和の文化事業」（平成23、25、26年）
・「ようこそアーティスト 文化芸術授業」（平成27～令和4年）
・「ようこそ和の空間 伝統公演授業」（平成29～令和4年）
・京都市立芸術大学芸術資源研究センター開設記念事業ワークショップ「舞と謡の過去・現在・未来－記譜法と身体伝承－」
（京都市立芸術大学講堂／平成26年）
・「京都薪能プレ公演」（京都駅前地下街ポルタ内ポルタプラザ／令和4年）
・「能の世界へおこしやす－京都薪能鑑賞のための公開講座－」（ロームシアター京都／令和4年）
・「京都薪能」（平安神宮／京都／令和4年）

新作能「義農」
（令和4年）

宇髙 徳成 うだか のりしげ （37歳）
能楽／京都市中京区

京都市芸術新人賞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞

「道成寺」
（令和4年）

【功績】
シテ方金剛流能楽師宇髙通成氏の次男として生まれる。26世金剛流宗家・金剛永謹氏及び父・宇髙通成氏に師事。

4歳で能「鞍馬天狗」の稚児として初舞台に立ち、平成16年に能「猩々」にて初シテを務める。
京都、東京、愛媛を中心に活動し、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど海外の公演にも多数参加している。主な曲目は「石

橋」「乱」「道成寺」など。令和4年には愛媛県伊予郡松前町の依頼により新作能 を制作し披露するなど、既存の
舞台に留まらない活動を行っている。
舞台活動以外にも、謡・仕舞の教室、大学の能楽研究会講師、映画の所作指導、また初心者向けの能楽ワークショッ

プを数多く開催するなど、能楽の普及にも尽力している。

「義
ぎ

農
のう

」 



＜略歴＞
・兵庫県に生まれる（平成元年）
・ロンドン ロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ交換留学
（平成25年）
・京都市立芸術大学大学院美術研究科
修士課程工芸専攻陶磁器分野修了（平成26年）

・京都市立芸術大学非常勤講師（平成26～29年）
・アーティスト・イン・レジデンスでEuropean Ceramic 
Work Centre (オランダ)に滞在 （平成29年）

・アーティスト・イン・レジデンスでLe Maupas A.I.R.
(フランス)に滞在 （令和元年）

・サウンドアーティストのバロンタン・ガブリエとアートユニット
「TŌBOE」を結成（令和2年）

＜主な受賞歴等＞
・「京都市立芸術大学作品展」富本賞（平成23年）
・「京都銀行美術支援制度」2012年度購入作品選抜
（平成24年）

・「月のアート展」審査員優秀賞（平成26年）
・「六甲ミーツアート芸術散歩2016」
彫刻の森美術館賞（平成28年）

・「MIMOCA EYE / ミモカアイ」大賞（令和4年）

＜主な活動等＞
・Ascending Art Annual Vol.1 （スパイラル／東京／平成29年)
・【個展】Folly（アートスペース虹／京都／平成29年）
・ARTISTS’ FAIR KYOTO 2019（京都文化博物館 別館／平成31年）
・【個展】タブーの室礼（ワコールスタディホール／京都／令和元年）
・越境する工芸（金沢21世紀美術館／石川／令和元年）
・闇をまなざし、光にふれる。（アートコートギャラリー／大阪／令和3年）
・Lost in Translation（京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA／令和3年）※アートユニット「TŌBOE」として参加
・石塚源太 + 西條茜 by ARTCOURT Gallery （CADAN有楽町／東京／令和3年)
・【個展】 Phantom Body（アートコートギャラリー／大阪／令和4年)
・第1回MIMOCA EYE / ミモカアイ（丸亀市猪熊弦一郎現代美術館／香川／令和4年）

＜京都市との関わり＞
・「ニューミューテーション －変・進・深化」展（京都芸術センター／平成30年）
・京都市芸術文化特別奨励者（令和2年）
・光冠茶会「胎内茶会」（京都市営地下鉄醍醐車庫／令和3年）

「湿地」（令和4年）

西條 茜 さいじょう あかね （33歳）
陶芸・現代美術／京都市上京区

「果樹園」（令和4年）

京都市芸術新人賞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞

【功績】
京都市立芸術大学（京都芸大）大学院美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器分野修了。在学中の平成25年に

ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートに交換留学し、デザインを学ぶ。
ジャンルにとらわれない深い考察としなやかな発想により、伝統的な陶の技法に、新しい時代の思考を持込み、スケールの

大きな作品を制作。陶磁器素材の特徴ともいえる内部の空洞と表面の艶やかな質感から「身体性」をキーワードに、陶彫
作品及びそれらに息や声を吹き込むサウンドパフォーマンスを発表している。また一方で、世界各地にある窯元などに滞在し、
地元の伝説や史実に基づいた作品も制作している。
現在は京都のシェアスタジオVostokを拠点に活動している。令和2年度京都市芸術文化特別奨励者。

©Takeru Koroda ©Takeru Koroda



＜略歴＞
・京都府に生まれる（平成2年）
・京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程修了（平成28年）

＜現在＞
・京都精華大学芸術学部版画専攻非常勤講師
・成安造形大学美術領域非常勤講師
・瓜生山学園京都芸術大学写真・映像コース非常勤講師

＜受賞歴＞
・「写真新世紀」優秀賞（平成29年）
・「群馬青年ビエンナーレ」奨励賞（令和元年）
・「PATinKyoto京都版画トリエンナーレ」優秀賞（令和4年）

＜主な活動等＞
・「未来の途中の星座-美術・工芸・デザインの新鋭9人展」（京都工業繊維大学 美術工芸資料館／平成29年）
・【個展】「ラリーの身振り」（KUNST ARZT／京都／平成29年）
・「1floor2017 “合目的的不毛論”」（神戸アートビレッジセンター／兵庫／平成29年）
・【個展】 「見えないボールの跳ねる音」（Gallery PARC／京都／平成30年）
・「あいちトリエンナーレ2019 情の時代」（愛知県美術館ギャラリー／令和元年）
・【個展】 「車窓のそとは既に過去」（波止場／愛知／令和元年）
・「楽観のテクニック」（BnA Alter Museum／京都／令和2年）
・【個展】「夏のオープンラボ:澤田華 360°の迂回」（広島市現代美術館／令和2年）
・「流れる景色、さまよう目」（京都精華大学サテライトスペースDemachi／令和3年）
・【個展】「避雷針と顛末」（Gallery PARC／京都／令和4年）
・「第3回PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ2022」（京都市京セラ美術館／令和4年）
・「見るは触れる 日本の新進作家 vol.19」（東京都写真美術館／令和4年）

澤田 華 さわだ はな （32歳）
現代美術／京都市中京区

「Gesture of Rally #1805」（平成30年）

京都市芸術新人賞

【功績】
京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程修了。
写真、映像など多様なメディアを用いて創作し、活発に作品発表を行う。撮影者が意図しなかったものまで写してしまう

「機械の目」としての写真の特性を基に、正体不明の物体について分析と検証を重ね、写真に写されたものの認識を問う
《Gesture of Rally》シリーズをはじめ、メディアの存在そのものへと鑑賞者の意識を導きながら、不確かなものについて問い
続け、想像し続けることを促す作品を展開する。
平成29年の写真新世紀、令和4年の PATinKyoto京都版画トリエンナーレでそれぞれ優秀賞を受賞するなど、今後の

活躍が注目される新進芸術家である。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞

「漂うビデオ（水槽、リュミエール兄弟、映像の角）」
（令和4年）

©竹村晃一

「見るは触れる 日本の新進作家 vol. 19」展示風景
提供:東京都写真美術館 撮影:井上佐由紀



＜略歴＞
・福井県に生まれる（昭和53年）
・京都大学文学部美学美術史学専修卒業（平成14年）
・京都大学大学院文学研究科修士課程修了（平成17年）
・京都造形芸術大学非常勤講師（平成21～27年）
・アイオワ大学国際創作プログラムに招かれ、
渡米し滞在制作を行う（平成25年）

・近畿大学文芸学部専任講師（平成27～30年）

＜現在＞
・近畿大学文芸学部文学科日本文学専攻准教授
・京都文学レジデンシーアドバイザリーボード

＜主な受賞歴等＞
・文學界新人賞（平成19年）
（「舞い落ちる村」※『文學界』（文藝春秋／平成19年）

に所収）
・芸術選奨文部科学大臣新人賞（平成31年）
（『鏡のなかのアジア』（集英社／平成30年））

・文芸エクラ大賞（令和2年）
（『遠の眠りの』 （集英社／令和元年））

＜主な活動等＞
【小説】
・『舞い落ちる村』（文藝春秋／平成21年）
・『囚われの島』（河出書房新社／平成29年）※野間文芸新人賞候補、織田作之助賞候補
・『鏡のなかのアジア』（集英社／平成30年）
・『藁の王』（新潮社／令和元年）
・『遠の眠りの』（集英社／令和元年）※野間文芸新人賞候補
【訳書】
・『喪失の響き』（キラン・デサイ著／早川書房／平成20年）
・『アニマルズ・ピープル』（インドラ・シンハ著／早川書房／平成23年）
・『ならずものがやってくる』（ジェニファー・イーガン著／早川書房／平成24年）
・『あたらしい名前』（ノヴァイオレット・ブラワヨ著／早川書房／平成28年）
・『地下鉄道』（コルソン・ホワイトヘッド著／早川書房／平成29年）

＜京都市との関わり＞
・シンポジウム「文学レジデンシーとは何か」登壇（京都芸術センター／令和3年）

＜代表作等＞

谷崎 由依 たにざき ゆい （44歳）
文学（小説）／京都市中京区

『遠の眠りの』
（集英社／令和元年）

シンポジウム「文学レジデンシーとは何か」
（京都芸術センター／令和3年）[本人:左]

京都市芸術新人賞

【功績】
京都大学大学院文学研究科修士課程修了。幼少時から本に親しみ、大学時代に出会ったガルシア＝マルケスの著書

に感銘を受ける。平成19年「舞い落ちる村」で文學界新人賞を受賞し作家デビューを果たすと、『囚われの村』で野間文
芸新人賞候補、織田作之助賞候補となる。平成31年『鏡のなかのアジア』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。
不思議な幻想性に特⾧をもつ独特のスタイルで、現実とは別の並行世界を描き出す。言語への深い洞察は、小説家とし

ての確かな実力を感じさせる。
小説の執筆のほか、英米文学の翻訳も多数手掛ける。また、大学でも教鞭を執り、京都文学レジデンシーアドバイザリー

ボードも務めるなど、多岐にわたる活動で、今後益々の活躍が期待されている。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

©浅野剛



＜略歴＞
・栃木県に生まれる（昭和53年）
・東京大学教養学部超域文化科学科卒業（平成13年）
・東京大学大学院総合文化研究科
超域文化科学専攻修士課程修了（平成16年）

・パリ第10大学文学・言語・哲学科哲学専攻
Master2課程修了（平成18年）

・東京大学大学院総合文化研究科
超域文化科学専攻博士課程修了（平成24年）

・東京藝術大学大学院映像研究科非常勤講師
（平成22～23年）
・慶應義塾大学文学部非常勤講師（平成23～24年）
・跡見学園女子大学文学部現代文化表現学科兼任講師
（平成24年）

＜現在＞
・立命館大学大学院先端総合学術研究科教授

＜主な受賞歴等＞
・紀伊國屋じんぶん大賞（平成25年）
（『動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと生成変化の哲
学』（河出書房新社／平成25年））

・表象文化論学会賞 （平成26年）
（『動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと生成変化の哲
学』（河出書房新社／平成25年））

・野間文芸新人賞（令和元年）（『デッドライン』
（新潮社／令和元年））
・川端康成文学賞（令和3年）（「マジックミラー」
※『オーバーヒート』（新潮社／令和3年）に所収）

＜主な活動等＞
・『動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』（河出書房新社／平成25年）
・『別のしかたで:ツイッター哲学』（河出書房新社／平成26年）
・『勉強の哲学 来たるべきバカのために』（文藝春秋／平成29年）
・『メイキング・オブ・勉強の哲学』（文藝春秋／平成30年）
・『意味がない無意味』（河出書房新社／平成30年）
・『アメリカ紀行』（文藝春秋／令和元年）
・『デッドライン』（新潮社／令和元年）※第162回芥川龍之介賞候補
・『オーバーヒート』（新潮社／令和3年）※第165回芥川龍之介賞候補
・『現代思想入門』（講談社／令和4年）
・「エレクトリック」（『新潮』（新潮社／令和5年）に所収）

『現代思想入門』
（講談社／令和4年）

＜代表作等＞

千葉 雅也 ちば まさや （44歳）
文学（小説）・学術（哲学）／大阪府

『デッドライン』
（新潮社刊／令和元年）

京都市芸術新人賞

【功績】
東京大学大学院で博士課程を修了後、 『動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』でデビュー。主とし

てドゥルーズ、フーコーらに代表されるフランスの現代思想家を読み直し、独自の考察を展開、その批評の対象は美術・ファッ
ション・文学など多岐にわたる。昨年出版した『現代思想入門』は10万部を超えるベストセラーを記録するなど、目覚ましい
活躍を見せている。
また、現在立命館大学大学院先端総合学術研究科教授として学術研究と後進育成に勤しみながら、小説家としても

精力的に活動。処女作『デッドライン』で野間文芸新人賞、「マジックミラー」で川端康成文学賞を受賞したほか、 「デッドラ
イン」「オーバーヒート」の2作がともに芥川龍之介賞候補となるなど、文壇で高い評価を得ている。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

©新潮社

『動きすぎてはいけない
ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』

（河出書房新社／平成25年）



＜主な活動等＞
・欧州を中心にオラトリオ、オペラのソリストとして演奏活動を展開
【CD】
・「私の好きな日々」（タイムマシンレコード／令和3年）
・「ヘンリー・パーセル歌曲集 美しき島 中嶋俊晴 × 三橋桜子」（TIMBRE／令和4年）
・「武満徹SONGS 中嶋俊晴 × 岡本拓也」（TIMBRE／令和5年） 
【コンサート】
・中嶋俊晴 カウンターテナーリサイタル（青山音楽記念館バロックザール／京都／令和4年）

＜京都市との関わり＞
・京都市芸術文化特別奨励者（平成24年）

アントネッロ・オペラフレスカ7 
G.F.ヘンデル作曲「ジュリオ・チェーザレ」より
トロメーオ役（川口総合文化センター・リリア／埼玉／令和4年）

中嶋 俊晴 なかじま としはる （36歳）
洋楽（声楽）／滋賀県彦根市

「北山マチネシリーズ～選ばれし声、カウンターテナー～」
（京都コンサートホール／令和3年）

京都市芸術新人賞

【功績】
 京都市立芸術大学（京都芸大）音楽学部声楽専攻卒業、東京藝術大学大学院修士課程修了。ウィーン国立音楽

大学大学院リート・オラトリオ専修及びアムステルダム音楽院修士課程バロック声楽専攻を共に満場一致の最優秀栄誉賞付
きにて修了。これまでにソリストとして、J.van Veldhoven、E.L. Banzo、A.van der Spoel、C. Meierら欧州を代表する
音楽家と共演を重ねると共に、ウィーン・シューベルティアーデ、ユトレヒト古楽音楽祭、プラハの春音楽祭等欧州各地の音楽
祭に招聘されるなど、国際的に活躍の場を広げている。
 また、日本音楽コンクール、ブラームス国際コンクール（ペルチャッハ）、国際ペティレック現代歌曲コンクール（ウィーン）、

友愛ドイツ歌曲コンクール等で入選入賞を果たし、歌曲の分野でも高く評価されている。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞

＜略歴＞
・滋賀県に生まれる（昭和61年）
・京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業（平成22年）
・野村財団海外留学助成者（平成26年）
・東京藝術大学大学院修士課程修了（平成28年）
・ウィーン国立音楽大学大学院リート・オラトリオ専修修了（平成29年）
・ローム・ミュージック・ファンデーション奨学生（平成29年）
・文化庁新進芸術家在外研修員（平成30年）
・アムステルダム音楽院修士課程バロック声楽専攻修了（令和元年）
＜現在＞
・日本シューベルト協会会員
＜主な受賞歴等＞
・滋賀県次世代文化賞（平成25年）
・「友愛ドイツ歌曲コンクール」第2位・日本歌曲賞・シューベルト賞（平成26年）
・「ブラームス国際コンクール」特別賞（平成27年）
・「国際ペティレック現代歌曲コンクール」第2位・特別賞（平成28年）
・「日本音楽コンクール声楽部門」入選（平成28、30年）
・「松方ホール音楽賞」奨励賞（平成29年）
・「五島記念文化賞」オペラ新人賞（令和2年）※カウンターテナーとして初めての受賞
・「文化庁芸術祭賞」新人賞（令和5年）

©京都コンサートホール  

©シダキトモコ 



＜略歴＞
・滋賀県に生まれる（昭和58年）
・成安造形大学造形学部造形美術科洋画クラス
卒業（平成18年）

・成安造形大学造形学部造形美術科洋画クラス
研究生修了（平成19年）

・ホルベインスカラシップ奨学生（平成20年）
・京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻
（油画）修了（平成21年）

＜現在＞
・成安造形大学共通教育センター助教
・金沢美術工芸大学非常勤講師
・瓜生山学園京都芸術大学非常勤講師

＜主な受賞歴等＞
・「シェル美術賞2004」グランプリ（平成16年）
・滋賀県次世代文化賞（平成23年）
・「藝文京展2016」京都商工会議所会頭賞
（平成28年）
・ 「VOCA展2018 -現代美術の展望-新しい平面の作家
たち-」奨励賞（平成30年）

・大津市文化奨励賞(令和3年)
・「Kyoto Art for Tomorrow 2022 京都府新鋭選抜展」
最優秀賞（令和4年）

＜主な活動等＞
・シェル美術賞2004（代官山ヒルサイドフォーラム／東京／平成16年）
・シェル美術賞2007京都展2003・2004年入賞者コーナー（京都市美術館／平成19年）
・第29回損保ジャパン美術財団選抜奨励展（損保ジャパン東郷青児美術館／東京／平成22年）
・Art Court Frontier 2011 #9（アートコートギャラリー／大阪／平成23年）
・【個展】「光の層-laminate the lights-」（ギャラリーほそかわ／大阪／平成30年）
・VOCA展2018 現代美術の展望-新しい平面の作家たち-（上野の森美術館／東京／平成30年）
・【個展】「半透明のドレープ translucent drape」（第一生命ギャラリー／東京／令和2年）
・TOKYO☆VOCA（第一生命株式会社ロビー／東京／令和2年）
・Kyoto Art for Tomorrow 2022 京都府新鋭選抜展（京都文化博物館／令和4年）
・【個展】「仮縫い」（京都文化博物館別館／令和5年）

＜京都市との関わり＞
・incubation08 now here,nowhere（京都芸術センター／平成21年）
・「藝文京展2016」（京都芸術センター／平成28年）

藤井 俊治 ふじい としはる （40歳）
洋画／滋賀県大津市

「ダークルーム」
（令和4年）「快楽の薄膜」（平成29年）（第一生命株式会社所蔵）

京都市芸術新人賞

【功績】
京都市立芸術大学（京都芸大）大学院美術研究科絵画専攻（油画）修了。一貫して絵画についての研究を行い、

近年はティアラ、鏡、ヴェール、半透明のイメージなどを、箔・雲母・油絵の具等の多様な画材を用いて制作することで絵画
の持つ装飾性や奥行きを模索する作品を発表。工芸的・装飾的でありながらも、鮮やかで色彩豊かな画面に膜のような薄
い多層空間を生み出し、複雑な奥行き表現へと昇華させている。
これまでにシェル美術賞2004におけるグランプリ受賞、VOCA展2018奨励賞、Kyoto Art for Tomorrow 2022 京

都府新鋭選抜展における最優秀賞受賞をはじめ、多数の受賞歴を持つほか、関西のみならず全国規模の展覧会でもそ
の独自の表現は高く評価されており、今後のさらなる活躍が期待されている。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞



＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和53年）
・大学卒業後、音楽活動やアパレルブランド立ち上げなどを経て、西陣織の老舗である株式会社 細尾入社
（平成20年）
・京都の伝統工芸を担う同世代の若手後継者にるプロジェクト「GO ON」を結成（平成24年）

＜現在＞
・株式会社 細尾 12代目、同社代表取締役社⾧
・マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ  ディレクターズフェロー
・一般社団法人GO ON 代表理事
・株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 外部技術顧問

＜受賞歴＞
・日経ビジネス「2014年日本の主役100人」選出（平成26年）
・Milano Design Award ベストストーリーテリング賞（イタリア）（平成29年）
・WWD「ネクストリーダー 2019」選出（令和元年）
・iF Design Award（ドイツ）（令和3年）
・Red Dot Design Award（ドイツ）（令和3年）
・「2021 Forbes JAPAN 100」選出（令和3年）

＜主な活動等＞
・西陣織の技術を活用した革新的なテキスタイルを海外に向けて展開
・建築家、ピーター・マリノが手掛けたディオール、シャネルの店舗をはじめ、エルメス、カルティエの店舗や
ザ・リッツ・カールトンなどの5つ星ホテルに同社のファブリックが起用

・デヴィッド・リンチやテレジータ・フェルナンデスら、アーティストとコラボレーションした作品を制作

【出版】
・『日本の美意識で世界初に挑む』（ダイヤモンド社／令和3年）

「グッチ」とコラボレーションして誕生した
「GUCCI NISHIJIN」（令和4年）

細尾 真孝 ほそお まさたか （44歳）
染織／京都市中京区

「Nishijin Sky」テレジータ・フェルナンデス + 細尾
（平成26年）

京都市芸術新人賞

【功績】
元禄元年から続く西陣織の老舗、細尾の12代目で、現在株式会社 細尾代表取締役社⾧。
西陣織を最先端のテクノロジーと融合させ、革新的なテキスタイルを制作、伝統の技術を活かし現代ファッションから美術

作品まで幅広い分野の創作を行っている。同社のテキスタイルはiF Design AwardやRed Dot Design Awardを受賞
するなど、高い評価を得ているほか、世界のハイブランドの店舗や5つ星ホテルへの採用実績がある。
令和3年には初となる単行本、『日本の美意識で世界初に挑む』を上梓。京都・西陣の地から世界に向けて、高い芸術

性を誇る日本の優れたものづくりを発信している。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞



＜略歴＞
・大阪府に生まれる（昭和60年）
・京都市立芸術大学美術学部日本画専攻卒業（平成19年）
・京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻日本画領域修了（平成21年）

＜主な受賞歴等＞
・「京都市立芸術大学修了制作展」奨励賞（平成21年）
・「日展特選」（平成21年、令和3年）
・「日春展」奨励賞（平成24年）
・「京展」京都市美術館賞80周年記念特別賞（平成25年）
・「京都府美術工芸新鋭展～京都国際現代芸術祭2015への道～」読売新聞社賞（平成26年）
・「東山魁夷記念日経日本画大賞」入選（平成27年、令和3年）
・「菅楯彦大賞展」佳作賞二席（平成28年、令和3年）
・「改組新日展」京都新聞社賞（平成28年）
・「新日春展」日春賞（平成29年）､奨励賞（平成30年）
・京都府文化賞奨励賞（令和5年）

＜主な活動等＞
・【個展】（同時代ギャラリー／京都／平成22年、24年、令和4年）
・【個展】（川田画廊／兵庫／平成22年）
・「東山魁夷記念日経日本画大賞展」（上野の森美術館／東京／平成27年、令和3年）
・「三越アートキューブ」（日本橋三越本店／東京／平成28年）
・「三越美術110周年HOPES次世代百選展」（日本橋三越本店／東京／平成29年）
・「日本画から NIHONGAへ~安芸の詩~」出展（日本橋三越本店／東京／令和元年）
・【個展】（日本橋三越本店／東京／令和元年）
・「FINE ART COLLECTION」出展（松坂屋上野店／東京／令和4年）

「コンクリート城とコンクリートの民」（令和3年）

村山 春菜 むらやま はるな （37歳）
日本画／兵庫県淡路市

「記録:kyoto」（平成26年）

京都市芸術新人賞

【功績】
京都市立芸術大学（京都芸大）大学大学院美術研究科絵画専攻日本画領域修了。
現場での写生で生まれる独特の力強く生命力あふれるドローイングの線を活かし、景観や建築物を鳥瞰で描き、臨場

感あふれる作品を創り出す。
平成21年には日展特選を受賞。その後も数々の受賞を重ね、平成27年及び令和3年には東山魁夷記念日経日本

画大賞に入選を果たす。
京都新聞の子ども新聞「ジュニアタイムズ」の題字を令和3年5月から1年間担当し、令和4年には、10年ぶりの京都で

の個展を実施。今後ますますの活躍を期待される新進気鋭の日本画家である。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞



＜略歴＞
・兵庫県朝来市に生まれる（平成3年）
・京都市立芸術大学音楽学部管・打楽専攻卒業（平成26年）
・シンガポール国立大学・ヨンシュウトー音楽院（平成30年）
・全額給付奨学生（シンガポール）（平成26年）
・ジョンズ・ホプキンス大学・ピーポディ音楽院へ交換留学（平成29年）
・ニューヨーク・ジュリアード音楽院大学院修了（令和2年）
・Edward Jabes奨学生（ニューヨーク）（平成30年）
・Ruth Katzman奨学生（ニューヨーク）（平成30年）
・Ute Krayenbueh奨学生（ニューヨーク）（平成30年）

＜現在＞
・ニューヨーク州立ストーニーブルック大学音楽科大学院後期博士課程打楽器専攻
・ニューヨーク州立ストーニーブルック大学ティーチングアシスタント
・京都市立芸術大学専任講師

＜主な活動等＞
・「Landscapes」（Esplanade Recital Studio／シンガポール／平成27年）
※Bright Sheng作曲 マリンバ協奏曲「Deep Red」ソリスト

・「京都シャロームチャーチ クリスマスワーシップコンサート」（京都府立府民ホールアルティ／平成28年、令和4年）
・「chamber fest」（アリスタリーホール／アメリカ／令和2年）
・「ジュリアードオーケストラ定期公演」（カーネギーホール／アメリカ／令和2年）
・「An evening of Chamber music」（ステラーセンター／アメリカ／令和4年）
・「Mizuki Morimoto Percussion Recital」（ステラーセンター／アメリカ／令和4年）
・「京都市立芸術大学 山本毅 教授退任記念コンサート 打楽器は楽しい!オモロイ!ホンマやで。」
（京都府立府民ホールアルティ／令和4年）
・いずみシンフォニエッタ大阪 第48回定期演奏会 「知の絢爛」（住友生命いずみホール／大阪／令和4年）
・「アンサンブルさいさいvol.3 打楽器アンサンブルのための現代音楽」ゲスト出演（京都文化博物館／令和4年）

＜代表作等＞

森本 瑞生 もりもと みずき （31歳）
洋楽（打楽器）／京都府向日市

「chamber fest」
（アリスタリーホール／アメリカ／令和2年）

「Mizuki Morimoto Percussion Recital」
（ステラーセンター／アメリカ／令和4年）

京都市芸術新人賞

【功績】
京都市立芸術大学（京都芸大）音楽学部管・打楽専攻を卒業。現在、ニューヨーク州立ストーニーブルック大学音

楽科大学院後期博士課程打楽器専攻で学びながら、ティーチングアシスタントも務め、令和4年4月からは、京都市立
芸術大学の専任講師として、後進の育成にも尽力している。

これまでに、全額給付奨学金（シンガポール）、Edward Jabes奨学金（ニューヨーク）など多数の奨学生に選出さ
れ、Bright Sheng作曲 マリンバ協奏曲「Deep Red」のシンガポール公演では、地元紙に「色彩豊かで真にヴィルトゥ
オーソ的な演奏」と評され、演奏活動はオーケストラや室内楽、現代音楽まで多岐にわたって展開する。

演奏は柔軟かつ機知に富み、真のグローバルな有機性の深まりが期待されるパーカッショニストである。

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在



樂家16代 当主

＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和56年）
・東京造形大学彫刻科卒業（平成20年）
・京都市伝統産業技術者研修・陶磁器コース修了（平成21年）
・イギリス・ロンドンへ留学（平成21～23年）
・樂家の継嗣として作陶に入り、惣吉（そうきち）の花印を授かる（平成23年）
・16代樂吉左衞門を襲名（令和元年）

＜現在＞
・樂美術館学芸顧問

＜主な受賞歴等＞
・京都府文化賞奨励賞（令和5年）

＜主な活動等＞
・「Raku: The Cosmos in a Tea Bowl」
（ロサンゼルスカウンティ美術館、エルミタージュ美術館、プーシキン美術館／アメリカ、ロシア／平成27年）
・「吉左衞門×樂吉左衞門 樂篤人 樂雅臣 ―初めての、そして最後の親子展―」（佐川美術館／滋賀／平成28年）
・「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」（京都国立近代美術館、東京国立近代美術館／平成28、29年）
・「計算機と自然、計算機の自然」（常設展）（日本科学未来館／東京／令和元年～）
・「婦人画報と京都 つなぎ、つたえる「人」と「家」」（美術館「えき」KYOTO／令和2年）
・「千家十職展 新しい作品を中心に」（表千家北山会館／京都／令和3年）
・【個展】「十六代 襲名記念 樂吉左衞門展」（髙島屋京都店、髙島屋日本橋店／京都、東京／令和3年）
・「千松会」(松坂屋名古屋店、大丸福岡天神店／愛知、福岡／令和4年)

【出版】
・『定本 樂歴代―宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む』（共著／淡交社／平成25年）

十六代 樂 吉左衞門 らく きちざえもん （41歳）
陶芸／京都市上京区

「赤樂茶碗」（令和3年）「黒樂茶碗」（令和3年）

京都市芸術新人賞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

＜代表作等＞

【功績】
15代樂吉左衞門の⾧男として生まれる。東京造形大学彫刻科を卒業し、京都市伝統産業技術者研修・陶磁器コー

スを修了後、平成21年にイギリス・ロンドンへ留学。帰国後の平成23年から樂家の継嗣として作陶に入る。令和元年に
16代樂吉左衞門を襲名。
ロシア・エルミタージュ美術館等で開催した「Raku: The Cosmos in a Tea Bowl」、東京国立近代美術館等で開

催した「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」などへの出展を経て、令和3年には初となる個展を開催。静けさの中に
も力強さを感じさせる個性あふれる作品は、茶の湯や焼物愛好者の好評を得た。
450年を超える樂家の伝統に裏打ちされながらも、その歴史に臆することなく瑞々しい感性で自身の表現を開拓しており、

今後益々の活躍が期待されている。



柏原 えつとむ かしはら えつとむ （81歳）
現代美術／京都市左京区

【功績】
多摩美術大学絵画科を卒業後、公募展や個展を中心に作品発表を開始。昭和44年、小泉博夫氏・前川欣三氏と

行った実験展「Mr.Xとは何か?」をはじめ、芸術の基盤を問う作品を次々と発表、後に「概念派」「非物質」の作家として
注目を集めながら、現在に至るまで柔軟な思考で伸びやかに制作活動を展開している。その創作の対象は幅広く、「槙ひ
ろし」のペンネームで児童文学や絵本等も手掛けている。昭和47年、 『カポンをはいたけんじ』で講談社児童文学新人賞
佳作、平成31年には京都美術文化賞を受賞、多方面にわたって高い評価を得ている。
また、⾧年にわたり現代美術の学習コースであるBゼミの講師を務め、京都精華大学では20年以上教鞭を執るなど、後

進の育成にも精力的に携わっている。

＜略歴＞
・神戸に生まれる（昭和16年）
・多摩美術大学卒業（昭和40年）
・各種公募展や個展などを中心に発表を始める（昭和41年）
・Bゼミ講師（昭和47～61年）
・京都精華大学教授（平成2~23年）

＜現在＞
・京都精華大学名誉教授

＜主な受賞歴等＞
・講談社児童文学新人賞佳作（昭和47年）（『カポンをはいたけんじ』／講談社／昭和48年）
※槙ひろし名義、受賞後に出版

・京都美術文化賞（平成31年）

＜主な活動等＞
・「Mr.Xとは何か?」（松村画廊、ギャラリー16／東京、京都／昭和44年）
・【個展】「方法のモンロー展」（楡の木画廊 他／東京 他／昭和48～50年）
・「現代絵画の20年展」（群馬県立近代美術館／昭和59年）
・「ドローイングの現在展」（国立国際美術館／大阪／平成元年）
・【個展】「＜私＞の解体へ:柏原えつとむの場合」（国立国際美術館／大阪／平成24年）
・【個展】「たましひが耳をすますと」（ギャラリー16／京都／平成28年）
・「1968年激動の時代の芸術」（千葉市美術館 他／平成30年度）
・【個展】「プールの時間」（サイギャラリー／大阪／平成30年）
・【個展】「逆遠近ことはじめ―柏原えつとむ学生時代」（ギャラリー16／京都／平成31年）
・「百年の編み手たち－流動する日本の近現代美術－」（東京都現代美術館／平成31～令和元年）
・「DECODE/出来事と記録－ポスト工業化社会の美術」（埼玉県立近代美術館／令和元年）
・【個展】「ふたつの時・再考―図の像」（サイギャラリー／大阪／令和2年）
・「増殖と破滅のはざまで」（ギャラリー湯山／新潟／令和2年）

・「槙ひろし」のペンネームで児童文学や絵本などを手がける。『くいしんぼうのあおむしくん』（昭和50年）はロングセラーと
なっている。

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

京都市芸術振興賞

「THIS IS A BOOK」
（昭和45年）

「方法のモンロー」（部分）
（昭和47~50年）



川上 力三 かわかみ りきぞう （87歳）
陶彫／京都市西京区

【功績】
京都府立陶工訓練校（現 京都府立陶工高等技術専門校）を卒業後、2代目河合瑞豊氏に師事。現代陶芸の作

陶集団「陶創グループ」や「マグマ」の結成を経て、昭和39年には日本の現代陶芸の始まりとして位置づけられる「走泥社」
に参加、今日に至るまで前衛陶芸を探求し続けている。
スクラップされた空き缶を素材とし、公害や消費社会の問題へと目を向けさせる「空き缶シリーズ」をはじめ、生活の中に

テーマを見出し、その時々の社会問題を鋭く問いかける作品を精力的に発表。固定観念に囚われず、独自の造形感覚で
創作された作品は高く評価され、神戸ビエンナーレ展審査員特別賞をはじめ数々の賞を受賞している。
また、教育者としても活躍し、京都市立芸術大学（京都芸大）では7年間教鞭を執るなど、後進の育成にも尽力した。

＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和10年）
・京都府立陶工訓練校（現 京都府立陶工高等技術専門校）卒業（昭和29年）
・２代目河合瑞豊氏に師事（昭和29～32年）
・「陶創グループ」を結成し、初の陶立体作品を発表（昭和32年）
・作陶集団「マグマ」を結成（昭和33年）
・「走泥社」に参加（昭和39～平成10年）
・京都市立芸術大学彫刻科非常勤講師（平成7～13年）

＜主な活動等＞
・陶芸ジャパン「現代を拓く作家展」（インテックス大阪／平成11年）
・近代工芸、百年の歴史展（東京国立近代美術館／平成14年）
・アジア11人の巨匠展（韓国美術館／平成17年）
・【個展】川上力三展（京都府立文化博物館 他／平成18年）
・交差する視点とかたち（札幌芸術の森美術館／北海道／平成24年）
・ZENエスプリ10人展（パリ日本文化会館／フランス／平成28年）
・【個展】川上力三～陶65年の距離～（京都陶磁器会館／令和3年）

＜京都市との関わり＞
・スクラップされた空き缶を素材とした彫刻作品を、空き缶追放のPRのため京都市が借用・展示（昭和56年）
※同年、「京都市飲料容器の散乱の防止及び再資源化の促進に関する条例」（通称「空き缶条例」）が制定された

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

京都市芸術振興賞

「環相「宙」」
（平成19年）

「位相（背信）」
（令和2年）

＜主な受賞歴等＞
・「京都クラフト展」金賞（昭和50年）、優秀賞（昭和51,54年）
・「国際スモールセラミック展」名誉賞（昭和59年）
・「八木一夫賞現代陶芸展」優秀賞（昭和63年）
・「日本陶芸展」日本陶芸展賞（平成元年）
・日本芸術作家賞（平成元年）
・「神戸ビエンナーレ展」審査員特別賞（平成19年）
・紺綬褒章（平成19年）
・京都府知事表彰（平成19年）



高尾 美智子 たかお みちこ （83歳）
洋舞／京都市左京区

【功績】
小学校の担任の勧めにより８歳からバレエを始め、瓜生山芸術学園に入学。平成13年からは、夫・寺田博保氏が昭和

35年に創設した「寺田バレエ・アートスクール」を引継ぎ、校⾧を務める。バレエ技法のみならず、茶道なども授業に取り入れ、
これまでに多くのバレエ修得者を送り出すとともに、数多くの古典バレエの作品を発表している。
また、昭和50年にキーウ国立バレエ学校と姉妹校盟約を締結。以降、両校の合同コンサートを開催するなど、40年以

上にわたりバレエを通して日本とウクライナの交流に尽力したことを評価され、ウクライナの発展や文化振興に寄与した女性
に与えられるプリンセス・オリガ勲章を日本人として初めて受賞。次男の寺田宜弘氏は昨年、ウクライナ国立バレエ団の芸術
監督に就任。自身は、現在も「京都キーウ交流の会」代表を務めるなど、両国の友好にも尽力している。

＜略歴＞
・大阪府に生まれる（昭和14年）
・バレエを始める（昭和22年）
・瓜生山芸術学園で宮下靖子氏に師事、その後、国内外の師に学ぶ
・モスクワ・キーウ訪問、現地レッスン開始（昭和44年）
・キーウ国立バレエ学校と姉妹校盟約を結ぶ（昭和50年）
・チョルノービリ原発事故発生1か月後に単身で見舞い訪問（昭和61年）
・夫・寺田博保氏が創設した「寺田バレエ・アートスクール」を引継ぐ（平成13年）
・子どもの城バレエシアター発足（平成14年）
・NPO法人子供の城アートセンター設立（平成18年）

＜現在＞
・寺田バレエ・アートスクール校⾧
・NPO法人子供の城アートセンター理事⾧
・京都キーウ交流の会代表

＜主な受賞歴等＞
・聖スタニスラフ勲章（平成15年）
・ウクライナ国立プリンセス・オリガ勲章（平成21年）
・ウクライナ文化功労章勲章（令和元年）

＜主な活動等＞
・「ラ・シルフィード」「ジゼル」「くるみ割り人形」「海賊」「白雪姫」「展覧会の絵」など、数多くの古典バレエ作品を発表
・「京都・キエフ永遠の愛と友情 出会いの祭典」（ロームシアター京都／令和元年）
・「キエフ・バレエ・ガラ2022」衣装提供（ロームシアター京都／令和4年）

【共著】
・『バレエをどう学ぶか : キエフバレエのすべて』（ブックマン社／昭和60年）

＜京都市との関わり＞
・京都・キーウ姉妹都市提携40周年記念「白雪姫」（京都会館／平成23年）
・京都・キーウ姉妹都市提携45周年記念「くるみ割り人形」（ロームシアター京都／平成28年）

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

京都市芸術振興賞

『バレエをどう学ぶか : キエフバレエのすべて』
（ブックマン社／昭和60年）

京都・キーウ姉妹都市提携40周年記念「白雪姫」
（京都会館／平成23年）



田中 美鈴 たなか みすず （82歳）
洋楽（ピアノ）・芸術振興（音楽）／京都府向日市

【功績】
京都市立堀川高等学校音楽課程（京都市立音楽高等学校を経て、現 京都市立京都堀川音楽高等学校）、京

都市立音楽短期大学（現 京都市立芸術大学音楽学部）ピアノ専攻卒業。ピアニストとして、バッハ、モーツァルトの協
奏曲を京都市交響楽団、モーツァルト管弦楽団などと共演し、リサイタルやアンサンブルなどの演奏会を行う。
京都市立堀川音楽高等学校では、37年の⾧きにわたり後進の育成、京都の音楽教育の向上に尽力し、平成12年に

同校校⾧に就任。現在は同校芸術顧問を務める。また、青山音楽財団理事⾧として、国内外で活躍する多くの音楽家
の支援に力を注いできたほか、京都市芸術新人賞・振興賞の選考委員を務めるなど、京都の音楽・文化芸術の振興・発
展にも多大な貢献を果たしている。平成22年藤堂顕一郎音楽褒章、令和3年京都市芸術文化協会賞を受賞。

＜略歴＞
・三重県出身
・京都市立堀川高等学校音楽課程卒業（昭和34年）
・京都市立音楽短期大学（現 京都市立芸術大学音楽学部）ピアノ専攻卒業（昭和36年）
・京都市交響楽団、京都・バッハ・ゾリステン、関西フィルハーモニー管弦楽団、モーツァルト管弦楽団等と共演
・京都市立音楽短期大学非常勤講師（昭和38～39年）
・京都市立堀川高等学校非常勤講師、同高等学校教諭（昭和39～平成8年）
・京都市立堀川音楽高等学校教頭（平成9～12年）
・京都市立堀川音楽高等学校校⾧（平成12年～13年）
・青山財団（現 青山音楽財団）理事（平成7～平成23年）
・青山音楽財団理事⾧（平成24～令和3年）

＜現在＞
・京都市立京都堀川音楽高等学校芸術顧問
・京都国際音楽コンクール名誉音楽顧問
・京都フランス歌曲協会顧問

＜主な活動等＞
・京都府文化力による未来づくり審議会委員（平成30～令和4年）
・第40回京都ピアノコンクール審査員（平成10～令和4年）
・第2回京田辺市音楽コンクール本選審査員（令和4年）
・第95回ブルクミュラーコンテスト審査員（平成10～令和4年）

＜京都市との関わり＞
・京都市教育委員会音楽専門主事（平成13～22年）
・京都市立芸術大学のあり方懇談会委員（平成20年）
・京都市立芸術大学整備・改革推進会議諮問委員（平成21～22年）
・京都市芸術新人賞・振興賞選考委員（令和元～3年）

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

京都市芸術振興賞

＜主な受賞歴等＞
・京都市教育実践研究推進者表彰（平成8年）
・全国音楽高校協議会特別功労賞（平成14年）
・藤堂顕一郎音楽褒賞（平成22年）
・京都市芸術文化協会賞（令和3年）

第28回青山音楽賞受賞式（令和元年）



内藤 英治 ないとう ひではる （76歳）
染織／京都府亀岡市

【功績】
京都市立芸術大学（京都芸大）美術専攻科染織専攻を修了後、成安女子短期大学（後の成安造形短期大

学）等での勤務、Oregon School Art And Craft等でのワークショップを経て、平成7年に京都市立芸術大学非常勤
講師に着任、以降17年間にわたり京都市立芸術大学で教鞭を執り、またその間、学生部⾧を2期務めるなど、教育者と
して後進の育成に多大な貢献を果たした。
自身の創作活動も精力的に行っており、確かな技量に支えられた、大胆な絵画的構図が特徴の藍型染作品等を中心

に継続して発表している。主として自然の情景をモチーフとし、高い技術と複合的な視点で奥行きと空間を表現した独自の
作品世界は、日展で2度の特選や日展会員賞に輝くなど、高い評価を得ている。平成28年、京都府文化賞功労賞受賞。

＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和21年）
・京都市立芸術大学美術専攻科染織専攻修了
（昭和48年）
・成安女子短期大学専任講師、同大学助教授
（昭和50～平成4年）
・Oregon School Art And Craft
サマーワークショップ型染講師（昭和60年）

・成安造形短期大学教授（平成4～13年）
・成安造形大学非常勤講師（平成5～9年）
・京都市立芸術大学非常勤講師（平成7～13年）
・京都市立芸術大学助教授（平成13～14年）
・京都市立芸術大学教授（平成14～24年）
・京都市立芸術大学学生部⾧（平成19～23年）
・京都市立芸術大学評議員（平成19～24年）
・日展審査員（平成23、29、令和2年）

＜主な活動等＞
・染織の美展（弘益大学校現代美術館／韓国／平成16年）
・前進する工芸（田辺市立美術館／和歌山／平成16年）
・祇園祭展（染・清流館／京都／平成21、25、27～令和元年）
・Near and Far:Landscapes by Japanese Artists
（クラーク日本美術・文化研究センター／アメリカ／平成25年）
・琳派400年記念「京に生きる琳派の美」（京都文化博物館／平成27年）
・京都・ボストン姉妹都市提携60周年記念「京都工芸の精華2019展」
（中信美術館、ボストン美術工芸協会ギャラリー／京都、アメリカ／平成31、令和元年）
・モダンクラフトクロニクル―京都国立近代美術館コレクションより―（京都国立近代美術館／令和3年）
・「型染め!! 祇園祭を染める～田島征彦と内藤英治」展（染・清流館／京都／令和4年）

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

京都市芸術振興賞

＜主な受賞歴等＞
・「日本現代工芸美術展」現代工芸賞（昭和51年）
・「京都工芸美術展」優秀賞（昭和57、62、平成6年）
・「京都工芸美術作家協会展」知事賞（平成元年）
・「日展」特選（平成3、18年）、日展会員賞（令和4年）
・「明日をひらく日本新工芸展」大賞（平成4年）
・「京展」京展賞（平成7年）
・「日本新工芸展」 文部科学大臣賞（平成16年）、
内閣総理大臣賞（平成29年）

・京都府文化賞功労賞（平成28年）

「祇園祭日和」（令和4年） 「雨滴・ジュラシックツリー」（令和4年）

＜現在＞
・日展特別会員
・日本新工芸家連盟副理事⾧
・京都工芸美術作家協会理事
・工芸京都同人
・金沢卯辰山工芸工房県外講師



中ノ堂 一信 なかのどう かずのぶ （76歳）
学術（工芸文化史）／京都市左京区

【功績】
立命館大学文学部卒業。林屋辰三郎氏に師事し、文化史を専攻。卒業後、京都府立総合資料館学芸員、東京国

立近代美術館陶磁係⾧、国立国際美術館学芸課⾧、京都造形芸術大学（現 瓜生山学園京都芸術大学）教授を
歴任。この間、京都市立芸術大学（京都芸大）、京都嵯峨芸術大学、同志社女子大学、京都女子大学講師などを
兼務。米国フリアー美術館客員研究員、オーストラリア政府招聘美術館交流キュレーターなどを務めた。
近代日本陶芸に関する多数の著書があるほか、国内外で手掛けてきた展覧会や教育指導において、新たに歴史文化

的視点を導入することで、京焼の創業から現代までの足跡と特色を明らかにするなど、京都の陶芸の普及発展に尽力して
いる京焼研究の第一人者である。

＜略歴＞
・京都市に生まれる（昭和21年）
・立命館大学文学部卒業（昭和44年）
・京都市史編さん所編纂助手（昭和44年）
・京都府立総合資料館学芸員（昭和45～56年）
・東京国立近代美術館研究員（昭和56~59年）、同美術館主任研究官・陶磁係⾧（昭和59~平成7年）
・文部省在外研究員として欧米工芸文化調査、米国フリアー美術館客員研究員（平成6年）
・国立国際美術館学芸課⾧（平成7~10年）
・オーストラリア政府招聘美術館交流キュレーター（平成9年）
・京都造形芸術大学教授（平成10～24年）、同大学客員教授（平成24～令和2年）

＜現在＞
・瓜生山学園京都芸術大学名誉教授
・京都陶磁器協会審査委員
・日本陶磁協会賞選考委員
・五条坂茶碗坂ネットワーク・アドバイザー

＜主な活動等＞
【著書・編著】
・『京都窯芸史』（淡交社／昭和59年）
・『人間国宝の茶道具』（淡交社／平成8年）
・『近代日本の陶芸家』（河原書店／平成9年）※日本図書館協会推薦図書
・『やきもの名鑑 楽と京焼』（講談社／平成11年）
・『色とかたちが奏でる美 富本憲吉のやきもの』（小学館／平成15年）
・『京焼 伝統と革新』（淡交社／平成30年）

【共著、編集委員】
・『走泥社50年のあゆみ』（走泥社／平成11年）
・『すぐわかる作家別やきものの見かた』（東京美術／平成16年）
・『増補 アジア陶芸史』（昭和堂／平成24年）

＜代表作等＞

年齢は受賞日（令和5年2月3日）現在

『近代日本の陶芸家』
（河原書店／平成9年）

『京焼 伝統と革新』
（淡交社／平成30年）

京都市芸術振興賞



氏　　名 職　　　業　（役　　職）

赤松　玉女 京都市立芸術大学（京都芸大）学長

大嶋　義実 京都市立芸術大学（京都芸大）副学長、音楽学部教授

潮江　宏三 京都市立芸術大学（京都芸大）名誉教授

篠原　資明 高松市美術館アートアドバイザー、京都大学名誉教授

田端　泰子 京都橘大学名誉教授

中川　成美 立命館大学名誉教授

原田　奈名子 京都女子大学地域連携研究センター客員研究員

福井　尚子 ピアニスト、元京都市立京都堀川音楽高等学校講師

藤田　隆則 京都市立芸術大学（京都芸大）日本伝統音楽研究センター教授

森西　真弓 大阪樟蔭女子大学名誉教授

吉田　良比呂 京都市副市長

令和４年度　京都市芸術新人賞・京都市芸術振興賞選考委員会委員

＊50音順、敬称略



京都市芸術新人賞及び京都市芸術振興賞受賞者一覧（過去３年分） 

表彰

年度 

芸術新人賞 芸術振興賞 

氏 名 分 野 氏 名 分 野 

令 

和 

3 

年 

度 

石橋
いしばし

 志郎
しろう

 日本画 朧谷
おぼろや

 寿
ひさし

 学術（歴史） 

小嶋
こじま

 晶
あき

  現代美術 白井
しらい

 進
すすむ

 書 

金剛
こんごう

 龍謹
たつのり

 能楽 椿
つばき

 昇
のぼる

 現代美術 

斉藤
さいとう

 綾子
あやこ

 舞踊 並木
な み き

 誠士
せ い し

 学術（美術史・美術館学） 

谷川
たにがわ

 美音
み ね

 漆芸 福井
ふくい

 尚子
ひさこ

 洋楽（ピアノ） 

中岡
なかおか

 真
ま

珠美
す み

 洋画 本 城
ほんじょう

 ゆり 舞踊 

中村
なかむら

 裕
ゆう

太
た

 現代美術 三好
みよし

 芫山
げんざん

  邦楽（尺八） 

林
はやし

 美音子
み ね こ

 邦楽（柳川三味線） 村田
むらた

 純 一
じゅんいち

 芸術振興（文学） 

福田
ふくた

 彩乃
あやの

 洋楽（サクソフォン） 一般財団法人ニッシャ 

印刷
いんさつ

文化
ぶんか

振興
しんこう

財団
ざいだん

 

芸術振興 

（印刷文化） 藤野
ふじの

 可織
かおり

 文学（小説） 

令 

和 

2 

年 

稲垣
いながき

 路子
み ち こ

 洋楽 市田
い ち だ

 ひろみ 服飾文化 

井上
いのうえ

 舞
まい

 日本画 梶谷
かじたに

 宣子
の ぶ こ

 染色 

木ノ下
き の し た

 裕一
ゆういち

 演劇（監修・補綴） 喜
き

志
し

 哲雄
て つ お

 学術（演劇評論） 

くるり 音楽 木代
き し ろ

 喜司
よ し じ

 彫刻 

contact
こ ん た く と

 Gonzo
ご ん ぞ

 現代美術／パフォーマンス 白石
しらいし

 孝子
た か こ

 洋楽（フルート・指揮） 

谷澤
たにざわ

 紗
さ

和子
わ こ

 現代美術 林
はやし

 美恵子
み え こ

 邦楽（柳川三味線） 

柞磨
た る ま

 祥子
しょうこ

 漆芸 山口
やまぐち

 富藏
とみぞう

 食文化 

中野
な か の

 量
りょう

太
た

 映画（監督） 公益財団法人稲盛
いなもり

財団
ざいだん

 芸術振興（文化全般） 

福田
ふ く だ

 季生
き は る

 日本画 関西
かんさい

美術院
びじゅついん

 芸術振興（美術） 

森
もり

見
み

 登美彦
と み ひ こ

 文学（小説）  
 若木

わ か き

 くるみ 版画／現代美術 

令 

和 

元 

年 

石上
いしがみ

 真由子
ま ゆ こ

 洋楽（ヴァイオリン） 石原
いしはら

 完二
か ん じ

 洋舞 

今村
いまむら

 遼
りょう

佑
すけ

 現代美術 上村
うえむら

 雅之
まさゆき

 メディア芸術（ゲーム） 

入澤
いりざわ

 あづさ 漆芸 桂
かつら

 勘
かん

 舞踊 

宇髙
う だ か

 竜
たつ

成
しげ

 能楽 神林
かんばやし

 恒
つね

道
みち

 学術（美学） 

大森
おおもり

 静佳
し ず か

 文学（短歌） 髙
たか

林
ばやし

 白牛口二
こ う じ

 能楽 

鬼頭
き と う

 健
けん

吾
ご

 現代美術 鶴田
つ る た

 憲
けん

次
じ

 洋画 

木野
き の

 智史
さ と し

 陶芸 増井
ま す い

 信貴
のぶたか

 洋楽（指揮） 

澤田
さ わ だ

 瞳子
と う こ

 文学（小説） 

 
服部
はっとり

 しほり 日本画 

蛭田
ひ る た

 美保子
み ほ こ

 洋画 

寄
より

田
た

 真見乃
ま み の

 邦楽（尺八） 

 

 

（敬称略） 


