
作　品　名 氏　　名 種　　目 高　校　名

尾道の海 服部 智恵美 油彩 福岡県立大牟田北高等学校

木中の花 角野 弘志 油彩 大阪府立山本高等学校

夕暮れの港 米田 和恵 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

石段のある風景 千葉 遥 油彩 熊本市立必由館高等学校

昼下り 曽我部 友佳 油彩 神戸海星女子学院高等学校

尾道の汐 惣光 美奈 油彩 広島市立沼田高等学校

木もれ陽ー西郷寺ー 世良 恵里子 油彩 広島県立尾道東高等学校

向島遠望 吉原 夏子 油彩 広島県立三原東高等学校

明日へのしたく 小栗栖 まり子 油彩 兵庫県立香寺高等学校

近道 漆迫 今日子 油彩 広島県立尾道北高等学校

尾道の夏 山本　遥香 油彩 兵庫県立明石高等学校

てん、てん、てん 村山　康子 油彩 大阪府立山本高等学校

祈りの道 奈須　知子 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

わしの道 白戸　晋作 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

尾道風景 中村　仁美 油彩 熊本市立必由館高等学校

線路下から 安原　絵理 油彩 滋賀県立守山高等学校

港の船 神崎　絵吏 油彩 岡山大安寺高等学校

青空へ続く道 河野　未来 油彩 広島市立基町高等学校

踏切をこえると 丹澤　晃子 油彩 宮崎県立高鍋高等学校

お母さんへ 小林　えり 油彩 広島県立神辺旭高等学校

灼熱の尾道合宿 黒木　文 油彩 広島県立福山誠之館高等学校

土壁 伊藤　麻由子 油彩 広島県立五日市高等学校

午後の尾道 髙山　惠梨香 油彩 広島県立広島観音高等学校

なかみち 森近　菜摘 油彩 広島県立福山明王台高等学校

木枯らし 宇多　亮人 油彩 長崎県立佐世保東翔高等学校

登る 福本　真由子 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

しあわせのベール 安田　亜希子 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

通り道 伏原　晶子 油彩 金光八尾高等学校

路地裏 深田　千尋 油彩 滋賀県立守山高等学校

ぼやけた先は 中間　雅美 油彩 帝塚山高等学校

新緑の鏡岩 朝長　拓 油彩 長崎県立佐世保東翔高等学校

セピアの風 上原　千慧 油彩 広島市立舟入高等学校

遠ざかる日 勇　博之 油彩 広島県立安西高等学校

暑い夏の日に自転車で尾道の坂を行く 竹内　薫 油彩 香寺高等学校

網のある風景 岡本　奈都美 油彩 広島県立広島観音高等学校

夢の町 日野原　小百合 油彩 広島県立広島観音高等学校

地元道 中浜　千晴 油彩 広島県立尾道東高等学校

お祭りへ行こう 岡田　法子 油彩 廿日市高等学校

夜の尾道 髙橋　里栄 水彩 本庄第一高等学校

漁場への乗り継ぎ 中塚　美希 版画 香寺高等学校

■第2回展　2003（15）年度
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■第1回展　2001（13）年度

■第3回展　2005（17）年度



淡涼 吉田　優子 油彩 兵庫県立加古川西高等学校

夏の終わり 香月　恵介 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

映る 服部　祐紀 油彩 金光八尾高等学校

こもる 佐々木　良介 油彩 滋賀県立膳所高等学校

風潮 西　夏子 油彩 長崎県立佐世保東翔高等学校

陸の老船 佐藤　泰壱 油彩 広島市立基町高等学校

猫の館 松本　葵 油彩 広島県立神辺旭高等学校

船だまり 池田　亜希子 油彩 広島県立神辺旭高等学校

公園へと続く階段 中原　研吾 油彩 広島県立安西高等学校

水郷 髙東　楓 油彩 広島県立尾道東高等学校

新たなる歴史 今岡　茉里恵 アクリル 広島県立賀茂高等学校

二匹の猫 浦田　愛美 アクリル 広島県立熊野高等学校

橋のある風景 中川　理恵 アクリル 広島県立呉三津田高等学校

巨匠の見た風景 山本　彩織 アクリル 広島県立広島観音高等学校

尾道思い出持って帰ろう
キャンペーンポスター

澁谷　侑希 デザイン 兵庫県立香寺高等学校

冬の陽 河内　華月 油彩 山口県立柳井高等学校

初夏 清﨑　美樹 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

坂道 湯根　千晴 油彩 前橋市立前橋高等学校

沈黙の時 山口　賢人 油彩 広島山陽学園山陽高等学校

緑中の青 中島　麻衣 油彩 広島県立安西高等学校

みちみちヒカリ 串野　由季 油彩 広島県立福山明王台高等学校

不朽の光 坪野　愛 アクリル 山口県立柳井高等学校

鍛治屋へ続く 藤原　由佳理 アクリル 広島県立三次高等学校

漁具のひなたぼっこ 荒光　茜 アクリル 広島県立呉三津田高等学校

間 渡辺　智佳 アクリル 広島県立広島観音高等学校

店番 和田　恵莉 アクリル 広島県立熊野高等学校

梶山時計店 吉本　芽以 アクリル 広島県立広島高等学校

染まる日常風景 稲次　祥治 アクリル 広島県立西条農業高等学校

時代の調和 由永　雅子 アクリル 福山暁の星女子高等学校

夢の尾道 中本　順葉 デザイン 広島市立安佐北高等学校

尾道の朝 大貝　優乃香 油彩 福岡県立八幡中央高等学校

ヒカリ 内山　礼華 油彩 前橋市立前橋高等学校

重 森口　夏帆 油彩 広島県立安古市高等学校

猫のいる風景 草加　明良 油彩 岡山県立岡山操山高校通信制課程

橙の夜 高木　未来 油彩 広島県立竹原高等学校

6時37分 家入　瑞穂 油彩 広島県立尾道北高等学校

希望のともしび 岡野　愛 油彩 広島県立因島高等学校

老人の忘れ物 ボス　美妃 油彩 屋久島おおぞら高等学校

蒼 福田　由奈 アクリル 広島県立熊野高等学校

緑色の町 亀井　謙弘 アクリル 広島県立熊野高等学校

尾道の朝 安居　恵里 アクリル 兵庫県立洲本実業高等学校

ロマンチック街道 廣兼　萌 アクリル 山口県立岩国高等学校

漁船といっしょ 中原　奈津美 アクリル 山口県立岩国高等学校

こいのぼるまち 朝日　綾菜 デザイン 広島県立府中高等学校

尾道 松村　恵里 その他はり絵 広島県立廿日市高等学校

■第4回展　2007（19）年度

■第5回展　2009（21）年度

■第6回展　2011（23）年度



暖 石原　理帆 油彩 前橋市立前橋高等学校

道の端 松本　響 油彩 神奈川県立弥栄高等学校

木漏れ日 森田　菜月 油彩 広島県立竹原高等学校

存在 松岡　美乃梨 油彩 広島県立安古市高等学校

映る 神垣　優香 油彩 広島市立基町高等学校

尾道の路地裏 豊永　さつき アクリル 福岡県立太宰府高等学校

明仄 花房　春菜 アクリル 広島県立熊野高等学校

瓦 貴船　涼子 アクリル 山口県立岩国高等学校

家路 竹重　美里 日本画 広島市立基町高等学校

尾道の夜景 芦田　さくら デザイン 京都精華女子高等学校

西日 新井　駿希 油彩 群馬県立前橋東高等学校

夕暮れの町 福井　智恵美 油彩 香川県立高松工芸高等学校

彩下道 山城　実優 油彩 広島県立総合技術高等学校

朝の出迎え 松浦　彩夏 アクリル 山口県立柳井高等学校

緑の石段 宮宇地　梨奈 アクリル 愛媛県立西条高等学校

温かい街 田口　夕紀子 アクリル 広島修道大学付属鈴峯女子高等学校

午後 土井　亜子 アクリル 広島市立基町高等学校

聖美、ロープウェーにのる 田中　聖美 アクリル 山口県立岩国高等学校

階段 浜重　怜奈 アクリル 山口県立岩国高等学校

ロープウエイで行こう 中村　桃子 その他水彩 山口県立岩国高等学校

灯籠 花坂　亜美 油彩画 前橋市立前橋高等学校

森の中 橘髙　万葉 油彩画 兵庫県立小野高等学校

結い 石川　七海 アクリル 広島県立安芸府中高等学校

組合い 田村　くるみ アクリル 広島県立戸手高等学校

レトロな細道 河野　玲 アクリル 広島県立熊野高等学校

猫と面影 西原　叶望 アクリル 広島県立福山誠之館高等学校

君とまた座りにこよう 中部　安梨 アクリル 山口県立岩国高等学校

ヒミツの抜け道 安藤　風花 アクリル 山口県立岩国高等学校

尾道シャッター 林　萌衣 アクリル 岡山県立総社南高等学校

溶解 刀谷　拓実 デザイン 神戸市立六甲アイランド高等学校

■第7回展　2013（25）年度

■第8回展　2015（27）年度

■第9回展　2017（29）年度


