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トーキョーワンダーウォール公募2016入賞者・入選者決定！ 

若手クリエーターに作品発表の機会を提供し、支援・育成していくことを目的に、東京都とトーキョーワンダーサイトが連

携して実施している公募展「トーキョーワンダーウォール公募 2016」の入賞者及び入選者が決定しました。これらの作品

は、トーキョーワンダーサイト渋谷にて 2016年6月25日(土)～8月21日(日)まで 3期にわたって開催される入選作品展

で展示されます。次代を担う若手クリエーターたちの今後の躍進に、是非ご期待ください。 

 

▮ 入賞者 

 

■トーキョーワンダーウォール大賞 (賞状・副賞100万円) 

黒田恭章 《真夜中の旅立ち》  

 

■トーキョーワンダーウォール賞 (賞状・副賞50万円) 

＜平面部門＞ 

伊藤夏実 《天動説の再演》 

川上喜朗 《みゃく》 

杉藤良江 《CUTTING》 

田中秀介 《道作り》 

谷崎桃子 《Lovers in the moonlight》 

都築崇広 《構造用下地材の風》 

 

＜立体・映像・インスタレーション部門＞ 

井原宏蕗 《cycling -dead or deer-》 

山内祥太 《steve oles がこちらを見ている！》 

 

■トーキョーワンダーウォール審査員賞 (賞状) 

◎ 石田尚志：  佐藤天音  《振り向きざまの》 （平面部門） 

◎ 石原慎太郎：  奥村彰一 《おねえ山水 記録の先の桃花源》 （平面部門） 

◎ 大巻伸嗣：  片江公紀 《無題》 （平面部門） 

◎ 鴻池朋子：  黒石美奈子 《Circulation》 （平面部門） 

◎ 杉戸 洋：  渡部仁美   《待ち合わせ》 （平面部門） 

◎ 丸山直文：  林 菜穂  《食育》 （平面部門） 

◎ 今村有策：  伊藤夏実       《天動説の再演》 （平面部門）

＜お問い合わせ ＞     〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 東京都現代美術館内   

公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 広報担当： 市川・藤井 

TEL: 03-5602-9881  FAX: 03-5602-9882  E-mail: press@tokyo-ws.org 
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▮ 入選者データ 

 

■応募者数 

 

 

 

 

 

 

■入選者数 

 

 

 

 

 

 

■入選者 

TWSウェブサイトに掲載しています。 

http://www.tokyo-ws.org/news/2016/06/2016-1.shtml 

 

▮ 展覧会概要 

会期： 第1期：2016年6月25日（土）～ 7月10日（日）（平面作品） 

第2期：2016年7月16日（土）～ 7月31日（日）（平面作品） 

第3期：2016年8月6日（土）～ 8月21日（日）（立体・映像・インスタレーション作品） 

会場：  トーキョーワンダーサイト渋谷 （東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F） 

開館時間： 11:00～19:00 （入館は 18:30まで） 

休館日：  月曜日（祝日の場合は翌平日） 

入場料：  無料 

主催：  東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 

協力：  公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 

ウェブサイト： http://www.tokyo-ws.org 

 

審査員：  

石田尚志 （画家・映像作家／多摩美術大学准教授） 

石原慎太郎 （作家） 

大巻伸嗣 （美術家／東京藝術大学教授） 

鴻池朋子 （美術家） 

杉戸 洋 （美術家／東京藝術大学准教授） 

丸山直文 （美術家／武蔵野美術大学教授） 

今村有策 （トーキョーワンダーサイト館長）  

＜敬称略＞  

平面部門 739名 
平均年齢            27歳  

最年少              17歳  

立体・映像・インスタレーション部門 77 名 
平均年齢            27歳  

最年少              18歳   

合計 816名 
 

  

平面部門 40名 
平均年齢            26歳 

最年少              17歳  

立体・映像・インスタレーション部門 8 名 
平均年齢            26歳 

最年少              23歳 

合計 48名     

[文書の引用文や注目すべき箇所の要

約を入力してください。テキスト ボ

ックスは文書のどの位置にも配置で

きます。抜粋用テキスト ボックスの

書式を変更するには、[描画ツール] 

タブを使用します。] 
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▮ 広報用画像 

 

「トーキョーワンダーウォール公募2016」 入賞作品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平面部門 

1 

黒田恭章 

《真夜中の旅立ち》 

絹糸、植物染料、顔料、手織り、草木染め   

2015年 

トーキョーワンダーウォール大賞 

 

2 3 4 

伊藤夏実 

《天動説の再演》 

ダーマトグラフ、スプレー塗料、和紙、木製パネル  

2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（今村有策） 

 

川上喜朗  

《みゃく》 

油彩、キャンバス  2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

杉藤良江 

《CUTTING》 

ペンキ、染料、ブリーチ、布、接着剤、木枠   

2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

5 6 7 

田中秀介 

《道作り》 

油彩、木製パネル、紙  2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

谷崎桃子  

《Lovers in the moonlight》 

アクリル、油彩、キャンバス  2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

都築崇広 

《構造用下地材の風》 

アクリル、 OSB材  2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 
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8 9 10 

奥村彰一 

《おねえ山水 記録の先の桃花源》 

墨、岩絵具、箔、ポリエステル画布  2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（石原慎太郎） 

片江公紀 

《無題》 

アクリル、キャンバス  2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（大巻伸嗣） 

黒石美奈子 

《Circulation》 

エッチング、アクアチント、雁皮刷り   

2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（鴻池朋子） 

 

11 12 13 

佐藤天音 

《振り向きざまの》 

アクリル、色鉛筆  2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（石田尚志） 

林 菜穂 

《食育》 

アクリル、油彩、キャンバス  2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（丸山直文） 

渡部仁美 

《待ち合わせ》 

アクリル、油彩、キャンバス  2016年 

トーキョーワンダーウォール審査員賞（杉戸 洋） 

●立体・映像・インスタレーション部門 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

井原宏蕗 

《cycling -dead or deer-》 

鹿の糞、漆、麻布 ほか  2016年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

 

山内祥太  

《steve oles がこちらを見ている！》 

映像、モニター、スタイロフォーム、岩  2015年 

トーキョーワンダーウォール賞 

 

 



 

 

 

 

 

 

「トーキョーワンダーウォール公募 2016入賞者・入選者決定！」 

広報用画像請求書 

（ご希望の広報用画像番号にチェックを入れてください） 

□１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ □８ □９ □１０ □１１ □１２ □１３ □１４ □１５  

 

掲載媒体名（特集・コーナー名） 

 

種別  TV  ラジオ  新聞  フリーペーパー  ネット媒体  携帯媒体  その他（       ） 

 

掲載／放送予定日       月     日     発売／放送（     月号）     

 

貴社名 

 

ご担当者名 

 

Tel                              Fax 

 

E-mail（画像はメールでお送りしますので必ずご記入ください） 

 

画像到着希望日        月     日     時頃までに送付 

※ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせ及びご要望に対応させていただく目的のみ利用させていただきます。   

【注意事項】 

※画像データは申請時の目的以外での使用はできません。ご掲載や放送以外の目的での写真のご利用はご遠慮ください。また、申請

時とは別の媒体での使用、再販等の場合は改めて申請し直してください。 

※画像は、メールにてデータをお送りします。お手元に届くまでのお時間を１～２日ほど頂戴いたしますのでご了承ください。 

※作品画像は全図でご使用いただき、トリミング、文字載せはお控えください。必ず所定のキャプション等を併記してください。 

※提供した画像は、使用後速やかに破棄してください。画像が無断で第三者に利用されることのないよう、Web でのご掲載は、画像にコ

ピーガードや転載不可の明記などを施してください。 

※事前に記事原稿を拝見させていただきますよう、お願いします。 

※取材の内容が収録された番組等はビデオ・DVD を一部、印刷物（掲載誌・雑誌）については現物を 1 部もしくはコピーの場合は 3 部ご

送付ください。Webサイトの場合は、掲載時にお知らせください。   

Fax 送信番号 ０３－５６０２－９８８２ 

Email： press@tokyo-ws.org 

トーキョーワンダーサイト広報担当宛 

 
トーキョーワンダーサイト広報担当宛 

＜ お問い合わせ ＞ ※校正ゲラ及び掲載誌紙・DVD 等は下記宛にお送りください。 

〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 東京都現代美術館内 

公益財団法人東京都歴史文化財団トーキョーワンダーサイト 広報担当：市川、藤井 

TEL: 03-5602-9881 / FAX: 03-5602-9882 / E-mail: press@tokyo-ws.org 

 


