
自遊展出品者一覧 　 　

人数 ジャンル 氏名 卒業回 作品 サイズ 備考
「法隆寺五重塔」 90cm*70cm
「別府湾夕景」 90cm*70cm

2 能面 三浦康夫 大６
能面６点「万媚』「子牛尉」
「白般若」「長霊癋見」「顰」
「老女小町」

縦60cm*横90cm
の額

3 宮森智久 大４ 鳥とまる F20号
アイリス 20号
「御神木」 50号
「武家屋敷土塀」 F10
富貴寺土塀 F6
くじゅう連山Ⅰ F8
くじゅう連山Ⅱ F10
雨の朝 F50
ミコノス島散策」 F６ 　

8 和田康生 大２ 「渓流をゆく」　４点 軽量パネル２枚（75cm*54*2枚）
9 後藤茂美 大２ 「古都」 F6

「秋さば」 F8（横）
「雨の日の集まり」 F10（縦）

11 水墨画 木山広喜 大１０ 「麦秋」 掛軸の１／２
12 点描曼荼羅 「星降る夜に 織葉習作」
… 切り絵 「菖蒲」

「花一輪」 全紙 水面
「船上の夜明け」 全紙 中国海上
「ルージュの便り」 全紙 水面
「奥入瀬渓流」　 全紙 青森県十和田市奥瀬
「紫川暮色」 全紙 北九州市小倉区

15 村尾哲弘 大７ 「焼ける雲」 全紙 大分川土手
「癒しの森」 半切 竹田市
「待ち宵」 全紙 別府公園
「ワッショイ」 半切 日田市
「夢みる男」 H73*W77 オーストラリア
「待つ女（をんな）」 H73*W78 京都
「遠望」 H73*W79 大分市
「早乙女見習い」 半切 日田市
「夕照一刻」 大全紙 クロアチア（ドブロブニク）

「秋澄む」
横78cm*横68ｃ
ｍ 阿蘇市

「清冽」
横68cm*縦78ｃ
ｍ

佐伯市藤河内渓谷

ミヤマキリシマ A３ 平治岳
日の出／釣り人 A4 佐賀関
朝の漁 A4 佐賀関
山焼 A4 扇山

21 安部暢弘 大１６ 夕焼け A3／ビ 九十九島（長崎）
22 木々精霊 大全紙 　

岩塊悠久 大全紙
23 佐藤睦典 院２７ 「大分の港風景」 A3パネル 8点
24 工作物 中村輝義 大７ 『木造帆船（５）」、「薬師寺西塔」
25 城井勉 大１６
… 安部暢弘 大１６
26 植木良彦 大５ 遺愛寺、偶成
… 木山広喜 大１０ 「花を惜しむ」２点
27 安東政義 大１６ 「送友人」 50cm*200cm
… 和田康生 大２ ４句
… 後藤茂美 大２ ３句
28 岡﨑尚靖 大３ ３句
29 渡部昭三 大10 ３句

1 版画 定松　亨 大１６

日本画
4 山口勇 大１０

5

油絵

佃哲男 大３

6 二宮正和 大７

7 谷庄一郎 大１１

水彩画
10 伊南嘉之 大１５

大園広子 大３４

13

写真

大重辰雄 経２５

14 城元保昭 大７

16 山城幸三郎 大７

17 伊東一忠 大８

18 石井健治 大１４

19 中尾義郎 大１４

20 井上理 大１６

渡邊博子 大３６

陶芸

書道

俳句
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30 米田盛造 高２０ ２首 　 島根
31 品川　光 大２ ３首
32 辻野　治弘大９ 3首
33 小山田熙光大１０ ３首
… 木山広喜 大１０ ３首
… 谷庄一郎 大１１ ３首
34 松本幸男 大５ ３句
… 城元保昭 大７ ３句
35 本多　廣 大１２ ３句
36 詩 品川敏樹 大１６ ５行歌　　　　　　　　　　　　　 広島支部
37 石川公一 大１３ 自治体職員のためのトラブル解決事例集等５冊
38 加藤英彦 大１４ 山岳部の機関紙「山想」１－１０号
39 松嶋育男 大１４ 明治150年             50ページ　希望者には実費（500円）で提供

40 衛藤卓也 大１６ 交通政策入門等５冊
41 渡邉秀生 大２０ 小説「約束」 贈呈本３０冊

42 清澄邦夫 大６
「大空の航跡」、「花開く」
「雪の山寺」「月下美人」

　

43 尾登憲治 大２２
44 梅野雅子 大３２
… 今泉夫人 …
… 辻野　治弘大９
… 塩月靖浩 大１４

大分大学写真部
題名 撮影場所

イルミネーション研究家大分駅北口
Cool deer 広島県宮島
雅 熊本県山鹿市
強く、気高く 大分大学
spider 大分大学
東京 東京
波打ち際まで 宮崎県

詩吟協力：　志賀英二、三宮一典
マンドリン演奏曲目：学生時代、青い山脈、水戸黄門、まつり、ふるさと　等
南蛮コール演奏歌：大分市歌、赤とんぼ、富士山から「第…」、月光とピエロから「月夜」
　　 　　　港町十三番地、、真赤な太陽、悲しい酒、遥かな友に
花笛（スマイル♪ライン）

ふるさと＆紅葉、花は咲く、365日の紙飛行機等

短歌

宮澤孝輔 経済学部3年

川柳

書籍

映像

生花

詩吟

氏名 学年
山田奈々恵 経済学部3年
小野健大 理工学部2年

大平稜 工学部3年

吉野丞晴 工学部3年
鯉野美奈 経済学部3年


