
学生受賞情報（平成３０年） 

【受賞】 

１ JAGDA学生グランプリ 2018   審査員賞上西祐理賞   柴田 綾音 （３年） 

２ 第１回 DBCアートアワード           入選          山田 晋也 （３年） 

３ 2018年度「二十歳の輪郭」公募展        養命酒製造賞      須藤 茉由菜 （２年） 

４ 第 60回秋田県美術展覧会           彫刻部門 60回記念章  大下内 舞衣 （４年） 

                          彫刻部門特賞      金子 ひかる （４年） 

                          デザイン部門奨励賞   成田 花菜  （１年） 

                                                日本画部門入選     德平 ゆり （３年） 

５ Nob Yoshigahara Puzzle Design Competition  Jury Honorable Mention 浅香 遊  （４年） 

６ K写実洋画コンクール            入選          山田 晋也 （３年） 

７ International Joint Seminar & Symposium in Chiang Mai University 

  ・Best Workshop, Best Oral Presentation    今村 安里 （３年） 

  ・Best Poster Presentation      嶋崎 麻莉亜 （２年） 

８ theGIFs -Award of GIF Creator-2017     U-22賞         西澤 佳蓮 （３年） 

９ 第 19回デザイングランプリ TOHOKU      学生の部 東北地区印刷協議会会長賞  

久保 優也 （２年） 

                      学生の部 入選     三浦 美月 （１年） 

10 美術新人賞「デビュー 2019」   奨励賞   山田 晋也 （３年） 

 

 

【コンペ】 

１ 秋田魁新報社新聞購読啓発チラシデザイン 採用   白山 麻衣   （３年） 

      優秀賞   藤原 未弥   （１年） 

      優秀賞   千葉 このは  （３年） 

      優秀賞   金子 ひかる  （４年） 

２ 秋田銀行 2019年カレンダー表紙デザイン 佳作   柴田 綾音   （３年） 

      佳作   角田 陽菜   （１年） 

      佳作   立石 楓佳   （２年） 

３ 東部瓦斯 屋外ガスタンク壁面デザイン 採用   佐々木 萌   （１年） 

４ IPPオートボディプリントデザイン  優秀賞   金子 ひかる  （４年） 

      優秀賞   北澤 日向子  （４年） 

      佳作   藤原 未弥   （１年） 

５ ワンルーム物件内装デザイン公募  採用   砂庭 望    （４年） 

採用   高尾 保詩乃  （２年） 

６ リコージャパン社屋ガラス壁面デザイン公募 採用   高尾 保詩乃  （２年） 

 

 

【展示・作品展】 

４月～ 「ノーザンステーションゲート秋田 JR秋田駅中央改札口デジタルサイネージ」 

萩原健一（教員）、浅香遊（４年）、長田充世（４年）、金子ひかる（４年）、佐々木香野子（４年）、都

竹泰河（３年）、内記深幸（４年）、濱川琴未（４年） 



６月 「ハミング」 南林いづみ（４年）／BIYONG POINT 

６月 「鼓動」 展示サークル Crealab／アラヤニノ 

７月 アーツ＆ルーツ専攻「タニシとあまがえる」展／アラヤイチノ・アラヤニノ 

８月 「塑造彫刻表現１・２授業成果展～学生選抜テラコッタ彫刻作品～」／美大サテライトセンター 

８月 「人生のちょっとした二人」 浅香遊（４年）、振本聖一（卒業生）／ココラボラトリー 

８月 「かみこあにプロジェクト 2018」 

（学生）大越円香、大野高輝、長内祐子、五月女かおる、長門あゆみ、三待あかり、（卒業生）永沢碧

衣、西永怜央菜、（教員）かみこあアニメ研究会、内田聖良、尾花賢一、國政サトシ、船山哲郎、皆川

嘉博、宮本一行、迎英里子、森香織、ヤッホー！ 

／秋田県北秋田郡上小阿仁村 八木沢会場、沖田面会場、小沢田会場 

９月 「第 5回秋田国際美術家協会日韓交流展」 酒井和泉（４年）／秋田県立美術館県民ギャラリー 

９月 「晩 BANG!!」 AKIBI 映画上映実行委員会（２年生２３名）／秋田市西部公民館跡地 

10 月 「里親制度普及啓発ポスター展」 学生 31名／美大サテライトセンター 

10 月 「少女の日の面影」 浅利美月（４年）、渡邊日向子（４年）／ココラボラトリー 

10 月 「しゅーるすとれみんぐ縁」 金子聖英（４年）、住吉泉（４年）／アラヤニノ 

10 月 ビジュアルアーツ専攻３年課題展「サラダボウル」／アトリエももさだ 

10 月 「百の木、太きな田、廣い瀬」 百木萌（４年）、太田優喜（４年）、廣瀬綾美（４年） 

／新屋ガラス工房ギャラリー 

10 月 平成 30年度秋田県若手アーティスト育成支援事業 vol.1「牧野心士展 Even if form changes.」 

牧野心士（４年）／秋田アトリオン 

11 月 「東北学生選抜美術展 HATSUGA 2018」 濱川琴未（４年）、南林いづみ（４年）、浅香遊（４年）、 

五月女かおる（４年）／せんだいメディアテーク 

11 月 「あなぼこ展」 鎌田瑞妃（４年）、千葉さわ（４年）／新屋ガラス工房ギャラリー 

11 月 「しんめんモクまめカ」（秋田市地域づくり交付金活用事業） 内記深幸（４年）、藤川由菜（４年） 

 ／美大サテライトセンター 

 11月 平成 30年度秋田県若手アーティスト育成支援事業 vol.2「塚本かな恵展 雪と膚」 

塚本かな恵（大学院２年）／秋田アトリオン 

11 月 「14cm」 岡本沙津希（４年）、宿野部真由（４年）／渡邉幸四郎邸 

11 月 「見て、見る、見ること」 大平真子（研究生）／Gallery TURNAROUND（仙台市） 

11 月 「Glasses」 小松実紀（４年）、佐藤芳樹（４年）、田浦昌和（４年）／新屋ガラス工房ギャラリー 

11 月 「ゆめうつつ」 展示サークル crealab／アトリエももさだ 

11 月 ビジュアルアーツ専攻３年課題展「“  ”展（ちょんちょんてん）」／アラヤニノ 

12 月 平成 30年度秋田県若手アーティスト育成支援事業 vol.3「五月女かおる展 the POOL」 

五月女かおる（４年）／秋田アトリオン 

12 月～ 「スタンバイスクリーン｜standby screen」シリーズ Vol.02『sea | grains』  

野口朝生（２年）／秋田空港１階国内線ビル１階共用ロビー 

12 月 「応答～SUMMER STATEMENT2018報告とその後～」 藤本悠里子（大学院２年）／BIYONG POINT 

１月 「願いと心を包むパッケージ」展 コミュニティデザイン演習履修学生／美大サテライトセンター 

１月 平成 30年度秋田県若手アーティスト育成支援事業＋ vol.4「絵画の未來 the future of painting」 

大平真子（研究生）、南林いづみ（４年）／秋田県立美術館県民ギャラリー 

２月 ビジュアルアーツ専攻３年次授業成果展「平成最後の NUGIPPURI」／秋田県立美術館県民ギャラリー 

２月 アーツ＆ルーツ専攻３年作品展「あまがえるはねる」／アラヤニノ 



２月 ものづくりデザイン専攻３年作品展「＃もてなし」／にぎわい交流館 AU ２階展示室 

２月 コミュニケーションデザインＡ専攻３年作品展「1800°」／にぎわい交流館 AU ２階展示室 

２月 コミュニケーションデザインＢ専攻３年作品展「.zip」／にぎわい交流館 AU ２階展示室 

 ２月 秋田公立美術大学卒業・修了研究作品展 2019「カモステイク」／秋田県立美術館、にぎわい交流館 AU 

 ２月 「ちいさな まがり道」 小山美和（研究生）、津曲由美（研究生）／mag（シェアオフィス:ギャラリー） 

 ２月 「まぼろしのるーぷ」 大平真子（研究生）、古畑里穂（卒業生）／美大サテライトセンター 

３月 「3331 ART FAIR 2019」 小松実紀（４年）、菊地暁子（卒業生）／3331 Arts Chiyoda 

３月 「Future Artists Tokyo 〜 EЯLection of Anonymous（アートフェア東京 2019）」 

小山内 毬絵（４年）、五月女 かおる（４年）／東京国際フォーラム 

３月 景観デザイン専攻３年授業成果展「イチブンノイチ」／美大サテライトセンター 


