
陶     歴 

 

1983 奈良芸術短期大学 陶芸コース専攻科終了 

1985 奈良芸術短期大学 陶芸コース副手 

 奈良県展 市長賞  京展 入選 （以後１９９９まで毎年入選）   

全関西美術展入選 京都工美展入選 

1986 熊本県美展 努力賞 （以後毎年入選）  全関西美術展入選 京都工美展入選 

1987 知新会展 知新会賞 （以後毎年入選）  熊本県美展 熊日賞 

1989 日展入選  熊本県美展 工芸協会賞 

1991 日展入選 （以後毎年入選）  日工会展入選 （以後毎年入選） 

1993 日工会展 新人賞  熊本県美展 会友努力賞 

1994 知新会展 無鑑査 （以後毎年出品）  熊本県美展 会員 （以後毎年出品） 

 日工会 会員 （以後毎年出品） 

1995 京展 市長賞 

2000 日展 会友 

 熊本市人づくり基金にて渡伊･フィレンツェ（2000･11‐2001･8）  

2002 日工会展 審査委員 

2003 フィレンツェにて SweetAndStrong 展に出品 

 熊本県芸術文化振興会の援助により PremioItaｌia 展出品の為、渡伊（2003・１～3） 

 フィレンツェ カプライアフィオレンティーナにて PremioItaｌia 展 受賞（2003・4） 

 フランス クインペル美術館 エン オーヴル デファィエンス国際コンクール入選 

 スペイン 第 23 回アルコーラ国際陶芸コンクール入選   

スイス  クロージェ国際陶芸コンクール入選 

2004 フィレンツェ チェルタルドにて PremioItalia 展 入賞   

西日本陶芸展入選(福岡)  知新会展 知新会賞 

 スペイン 第 24 回アルコーラ国際陶芸コンクール 入選  コルドバ La Rambla 陶芸展  入賞 

2005 第 54 回ファエンツァ国際陶芸展入選 

 スペイン 第 25 回アルコーラ国際陶芸コンクール 入選  コルドバ La Rambla 陶芸展 入賞 

2006 オーストラリア Sidney Myer Fund international Ceramics Award 入選 

 イタリア トリノ ヴィエンナーレ陶芸コンクール Lucio De Maria 入選 

 イタリア 第 5 回アルビッソーラ陶芸コンクール 入賞 

2007    西日本陶芸展選抜 30 人展に出品 

2008     オ－ストラリア Sidney Myer Fund International Ceramics Award 入選 

       イタリア トリノ ヴィエンナーレ陶芸コンクール Lucio De Maria 入選 

       イタリア サヴォ－ナ Gli Atelier degli Artisti   

イタリア 第 6 回 アルビッソーラ ヴィエンナーレ 陶芸コンクール 入賞 

       西日本陶芸展 入選    日工会展 日工会賞 

       スペイン II International Ceramics Biennale,Marratxí 入選 

       オーストラリア 26th Gold Coast International Ceramic Art Award, Gold Coast City 入選 

2009     スロベニア ＵＮＩＣＵＭ 09‘国際陶芸展 入選 

2010     知新会展 中里逢庵賞 

イタリア 第 7 回 アルビッソーラ ヴィエンナーレ 陶芸コンクール 3 等賞 

西日本陶芸展入選 

 



2012    九州山口陶磁展 有田市長賞  

イタリア 第 8 回 アルビッソーラ ヴィエンナーレ 陶芸コンクール 3 等賞 

       知新会展 知新会大賞 

2013     スペイン 第 33 回アルコーラ国際陶芸コンクール入選 第 11 回 マニセス国際陶芸展入選 

2014     イタリア 第 9 回 アルビッソーラ ヴィエンナーレ 陶芸コンクール 入選 

         九州山口陶磁展 入選 

2015     日工会展 大賞 

         第１１２回  有田国際陶磁展 文部科学大臣賞 

2016     第１１３回  有田国際陶磁展 有田市長賞 

2017     日工会展  内閣総理大臣賞 

       第１１4 回  有田国際陶磁展 

       第 31 回京都芸術祭国際交流総合展 京都府知事賞 

個展・グループ展 

1992 熊本県伝統工芸館にて個展（7 月） 

1995 熊本･ｸﾞﾗｽﾊｳｽにて個展（8 月） 

1997 熊日画廊にて個展（9 月） 

1999 大阪･三越百貨店にて大学 OB によるグループ展（8 月） 

2000 熊本伝統工芸館にて個展（4 月） 

2003 フィレンツェ Istituto Statale d’arte di Sesto Fiorentino にて作陶(11 月～1 月) 

       熊本伝統工芸館にて個展（7 月） 

2004 フィレンツェ Istituto Statale d’arte di Sesto Fiorentino 作品寄贈 

2005 フィレンツェ・カプライア・フィオレンティーノ陶芸美術館にて個展 

 熊本市工芸会館 ＴｅｒｒａＲｏｓｓａ3 人展 

2006    熊本市工芸会館 2 人展 

2007  イタリア・アルビッソーラマリーナ Museo Giardino di Mazzotti にて個展 同美術館に作品寄贈 

西日本陶芸選抜 30 人展 

2008     熊本工芸館(10 月)・福岡トヨタ FT スカラにて個展（10 月） 

2009     熊本伝統工芸館にて二人展（12 月） 2011（5 月） 2013（5 月） 2015（４月） 

2013     熊本 島田美術館にて二人展（１0 月） 2015 (12 月) 2016（10 月） 

 

河野 栄一先生に師事 

奈良芸術短期大学非常勤講師 （1993‐1999） 

日展会友･日工会会員･知新会会員･熊本県美展会員 

熊本文化懇話会会員 

1986 年～2003 年菊陽病院－ピネル記念病院にて陶芸を指導 

 

〒862-0970 熊本市中央区渡鹿 5 丁目 15‐41    Via dell’Olmo 6 

tel 096-364-1041                     50019 Sesto Fiorentino (Firenze) 

Japan                             tel 055 420 0032 

                                 Italia 

Ｅ－ｍａｉｌ ichiyouna1@yahoo.co.jp 

 

沢田一葉      ICHIYO  SAWADA 
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