
髙山明子《均衡》　2021 年　キャンバス　油絵具　910×727 ㎜

安藤しほり《夢ふらし》　2021 年　キャンバス　油絵具　405×315 ㎜

幾田奈菜《ARC》　2021 年　キャンバス　アクリル　油絵具　530×455 ㎜

2022.2.12sat　3.13sun
会場／勝央美術文学館 町民ギャラリー１
開館時間／１０：００～１８：００
               （入館は閉館の 30 分前まで）
休館日／月曜日
観覧無料
主催／公益財団法人 美作学術文化振興財団

安藤しほり
幾田奈菜
髙山明子
森岡紗也
作品展
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森岡紗也《ラセン》　2020 年　和紙　水干絵具　岩絵具　1820×2730 ㎜



■鉄　道：JR岡山駅（津山線）→津山駅（姫新線）
　　　　　→勝間田駅下車徒歩15分
■バ　ス：中国ハイウェイバス
　　　　　JR津山駅より15分
　　　　　新大阪駅より2時間15分
　　　　　《中国勝間田》下車徒歩5分
■自動車：中国自動車道
　　　　　津山 ICより約15分／美作 ICより約10分
　　　　　勝央 ICより約5分
■飛行機：岡山空港から車で約1時間10分

〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田 207-4
Te l . 0868 -38 -0270
Fax . 0868 -38 -0260
h t t p : / /mu s eum . t own . s h o o . l g . j p

【ご来館のお客様へご協力のお願い】

・ 展覧会およびイベントは、新型コロナウイルスの感染状況により変更･中止
　の可能性があります。最新の情報は、勝央美術文学館のホームページまたは
　フェイスブック､ツイッターをご確認ください。
・過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方、発熱
　や咳の症状のある方は来館をご遠慮ください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため､マスクの着用等にご協力ください。

公式WEB

《たたずむ》　2021 年
キャンバス　油絵具

910×910 ㎜

《夜うまれくる》　2005 年
綿布　リアック染料　墨

5000×900 ㎜×2

《ARC》　2021 年
キャンバス　アクリル　油絵具

318×410 ㎜

安藤 しほり　ANDO Shiori

岡山県美作市出身・津山市在住

主な展覧会
2007 年　野外アートフェスティバル in にしのみや
　　　　 メインモニュメント作成（兵庫）
　　　　 第 32 回全国大学版画展（町田市立国際版画美術館 /東京）
2008 年　第 33 回全国大学版画展（町田市立国際版画美術館 /東京）
　　　　 グループ展「JAPAN ART NEXT2008 for west」（ギャラリーCASO/ 大阪）
2009 年　グループ展「風雅第８回イラスト展」（ギャラリー風雅 /大阪）
2010 年　企画展「おたより展」（ギャラリー 6c/ 兵庫）
2020 年　奥津芸術祭　参加（岡山）
2021 年　第９回みまさかバレンタイン愛の美術展　みまさか賞　入賞（美作市作東美術館/岡山）
2021 年　奥津芸術祭　参加（岡山）

森岡 紗也　MORIOKA Saya

1999 年　岡山県津山市出身
2017 年　岡山県立津山高等学校　卒業
2021 年　東北芸術工科大学芸術学部日本画コース卒業
2021 年　宮城県大崎市立岩出山中学校　赴任

出展
2017 年　第 51 回県北美術展（岡山）
2018 年　みまさかバレンタイン愛の美術展　
　　　　 入賞（美作市作東美術館 /岡山）
2018 年　第 52 回県北美術展（岡山）
2018 年　「狼・奥津」（かがみの近代美術館 /岡山）
2019 年　第 53 回県北美術展（岡山）
2019 年　「狼・奥津」（かがみの近代美術館 /岡山）

幾田 奈菜　IKUTA Nana

1996 年、広島県福山市生まれ岡山県育ち。
広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻を卒業。
制作拠点を東京に移し、教育業と並行しながら
活動中。

個展・グループ展
2016 年（～2019 年）はつ展。
　　　   （2016～2018：アルネ津山文化展示ホール /津山 2019：gallery FIXA/ 奈義）
2018 年　早春日本画共作展（カフェギャラリー月～yue～/ 広島）
　　　　 夢みるかたち（広島芸術センター /広島）
2019 年　めをあけて、なにもみないで幾田奈菜個展（アートギャラリー横川創苑 /広島）
　　　　 幾田奈菜・濃野智菜実・森岡志帆三人展（かがみの近代美術館 /岡山）
2020 年　第 23 回広島市立大学芸術学部卒業・修了制作展（広島市現代美術館 /広島）

髙山 明子　TAKAYAMA Meiko

岡山県美作市生まれ・在住
まにわ絵画クラブ「ミネルヴァ」講師

出展
2019 年　みまさかバレンタイン愛の美術展
　　　　 みまさか賞　入賞（美作市作東美術館 /岡山）
　　　　 岡山県美術展覧会　初入賞
2020 年　奥津芸術祭　展示参加（岡山）
2021 年　みまさかバレンタイン愛の美術展
　　　　 バレンタイン賞　入賞（美作市作東美術館 /岡山）
　　　　 奥津芸術祭　展示参加（岡山）
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WORKSHOP
「石に描こう、石を描こう。」
日時　2月 12 日（土）　① 10:00～12:00　② 13:00～15:00
講師　安藤しほり、髙山明子
料金　1,000 円
対象　どなたでも※小学 2年生以下は保護者同伴
定員　① 6 名　② 6 名
会場　勝央美術文学館 町民ギャラリー 2

申込・問合せ
勝央美術文学館　TEL.０８６８-３８-０２７０
開館時間　10：00～18：00
申込受付
1月 15 日（土）～1月 30 日（日） ※月曜休館
※［石に描く］か［石を描く］かをご選択の上、お申し込みください。

※定員になり次第、受付を終了します。

安藤しほり
幾田奈菜
髙山明子
森岡紗也
作品展

　このたび、公益財団法人美作学術文化振興財団では、
岡山県北ゆかりの若手作家 安藤しほり、幾田奈菜、
髙山明子、森岡紗也の若き 4 人の女流アーティスト
による作品を紹介する展覧会を開催します。
　安藤しほりの作品は、幻想的で色調豊かに描かれた
花々に魅了されます。幾田奈菜の作品は、ごく単純
なフォルムの中に感じる揺らぎや歪みが思わぬ心地
良さや高揚感を与えてくれます。髙山明子の作品は、
何時か見たような既視感や懐かしさを誘う淡い色調
が印象的。森岡紗也の作品は、太古を思わせる不思
議な生き物たちの中に見る者自身へと繋がる遥かな
時間の流れを感じられる作品です。
　今回は、彼女たち 4 人の若く瑞々しくたゆたう
ような不思議な表現を是非ご堪能ください。

《ラセン》（部分）　2020 年
和紙　水干絵具　岩絵具

1820×2730 ㎜


