
松 井 美 智 略 歴

1945年 新潟に生まれる

1975年 鐸木能子先生に師事

1978年 川崎市美術展で特選受賞

1986年 増田文子先生に師事

1992年 玉置光子先生に師事

1995年 伝統工芸人形展に初入選

1996年 伝統工芸新作展に初入選

1997年  日本伝統工芸展に初入選

以後2000年 、2001年、2002年 に入選

現 在   日本工芸会正会員

※ 表情豊かな情緒のある人形の創作に心がけております。
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TEL 047-345-6377              1
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＜松井美智さん作品リスト＞

＜伝統工芸人形展 入選作品＞

回 入選回数 作品名 回 入選回数 作品名 回 入選回数 作品名
1989年 平成1年 36 29
1990年 平成2年 37 30
1991年 平成3年 38 31
1992年 平成4年 39 32
1993年 平成5年 40 33 伝統工芸新作展 11
1994年 平成6年 41 34 伝統工芸新作展 12
1995年 平成7年 42 35 伝統工芸新作展 13 １回目 新涼
1996年 平成8年 43 36 伝統工芸新作展 １回目 夏の朝 14 ２回目 おでかけ
1997年 平成9年 44 準会員 １回目 涼風 37 伝統工芸新作展 ２回目 春 15
1998年 平成10年 45 38 伝統工芸新作展 ３回目 夕間暮れ 16 ３回目 冬日
1999年 平成11年 46 39 伝統工芸新作展 ４回目 流れ星 17 ４回目 冬木立
2000年 平成12年 47 ２回目 爽 40 伝統工芸新作展 ５回目 そよぐ 18 ５回目 渓流
2001年 平成13年 48 ３回目 海 41 伝統工芸新作展 ６回目 渚 19
2002年 平成14年 49 正会員 ４回目 光風 42 伝統工芸新作展 ７回目 南風 20 ６回目 秋麗
2003年 平成15年 50 ５回目 茜 43 伝統工芸新作展 ８回目 そよ吹く 21 ７回目 天高く
2004年 平成16年 51 ６回目 豊麗 44 伝統工芸新作展 ９回目 華　（朝日新聞社賞） 22 ８回目 叢
2005年 平成17年 52 ７回目 冬日和 45 伝統工芸新作展 １０回目 花がすみ 23 ９回目 献花
2006年 平成18年 53 46 伝統工芸新作展 １１回目 晨風（しんぷう） 24 １０回目 高地の秋
2007年 平成19年 54 ８回目 蒼天 47 伝統工芸新作展 １２回目 朝やけ
2008年 平成20年 55 ９回目 大地 48 東日本伝統工芸展 １３回目 ティータイム
2009年 平成21年 56 １０回目 夕照 49 東日本伝統工芸展
2010年 平成22年 57 １１回目 遙か 50 東日本伝統工芸展 鑑審査委員 １４回目 蒼 25
2011年 平成23年 58 51 東日本伝統工芸展 １５回目 緑風 （平成23年4月 日本橋三越本店）
2012年 平成24年 59 52 東日本伝統工芸展

11 15 10

1 おひなさま （日本工芸会のホームページより）
日本伝統工芸展 入選 11 2 じゃんけん
日本工芸会東日本支部展 入選 15 3 遠花火
伝統工芸人形展 入選 10 4 花びら
計 36 5 花吹雪

6 犬をだく少女
7 鳥の声
8 椿
9 舞伎

10 夢みる頃

正会員２名の推薦があれば研究会員になることができます。日本伝統工芸展に1回入選すれば準
会員に推挙され、延べ４回入選すれば正会員に推挙されます。

下部組織として全国9支部（東日本・東海・富山・石川・近畿・中国・山口・四国・西部）を置いて、毎
年その地方の特色を生かした支部展を開催しています。
又、伝統工芸の専門分野別の組織として全員を7部会に分け、（陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・
人形・諸工芸）分野毎の年一回の部会展を開催しています。

＜日本伝統工芸展 入選作品＞ ＜日本工芸会東日本支部展 入選作品＞

2019年4月21日

日本工芸会とは、文化庁の外郭団体の一つで、秋に開催される日本伝統工芸展を主催している
組織です。重要無形文化財保持者（通称：人間国宝）を中心に、北は北海道から、南は沖縄まで、
さまざまな分野の工芸作家約2,700名が在籍しています。



 1 

＜＜松井美智 入賞作品＞＞ 

2019 年4 月26 日 

 

「華」日本工芸会東日本支部 第44 回 伝統工芸新作展（2004 年）朝日新聞社賞 受賞作品 
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（朝日新聞記事） 
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＜＜松井美智 作品一覧＞＞ 

2019 年4 月21 日 

＜1995 年（平成7 年）＞ 

①「新涼」第13 回 伝統工芸人形展 入選作品 

  

 

＜1996 年（平成8 年）＞ 

②「夏の朝」日本工芸会東日本支部 第36 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

③「おでかけ」第14 回 伝統工芸人形展 入選作品 
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＜1997 年（平成9 年）＞ 

④「涼風」第44 回 日本伝統工芸展 入選作品 

  

 

⑤「春」日本工芸会東日本支部 第37 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

＜1998 年（平成10 年）＞ 

⑥「夕間暮れ」日本工芸会東日本支部 第38 回 伝統工芸新作展 入選作品 
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⑦「冬日」第16 回 伝統工芸人形展 入選作品 

  

 

＜1999 年（平成11 年）＞ 

⑧「流れ星」日本工芸会東日本支部 第39 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

⑨「冬木立」第17 回 伝統工芸人形展 入選作品 
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＜2000 年（平成12 年）＞ 

⑩「爽」第47 回 日本伝統工芸展 入選作品 

  

 

⑪「そよぐ」日本工芸会東日本支部 第40 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

⑫「渓流」第18 回 伝統工芸人形展 入選作品 
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＜2001 年（平成13 年）＞ 

⑬「海」第48 回 日本伝統工芸展 入選作品 

  

 

⑭「渚」日本工芸会東日本支部 第41 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

＜2002 年（平成14 年）＞ 

⑮「光風」第49 回 日本伝統工芸展 入選作品 
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⑯「南風」日本工芸会東日本支部 第42 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

⑰「秋麗」第20 回 伝統工芸人形展 入選作品 

  

 

＜2003 年（平成15 年）＞ 

⑱「茜」第50 回 日本伝統工芸展 入選作品 
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⑲「そよ吹く」日本工芸会東日本支部 第43 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

 

⑳「天高く」第21 回 伝統工芸人形展 入選作品 

  

 

＜2004 年（平成16 年）＞ 

(21)「豊麗」第51 回 日本伝統工芸展 入選作品 
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(22)「華」日本工芸会東日本支部 第44 回 伝統工芸新作展 朝日新聞社賞 受賞作品 

  

 

 

（参考）(22)「華」朝日新聞記事 

  

 

(23)「叢」第22 回 伝統工芸人形展 入選作品 
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＜2005 年（平成17 年）＞ 

(24)「冬日和」第52 回 日本伝統工芸展 入選作品 

  

 

(25)「花がすみ」日本工芸会東日本支部 第45 回 伝統工芸新作展 

  

 

(26)「献花」第23 回 伝統工芸人形展 入選作品 
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＜2006 年（平成18 年）＞ 

(27)「晨風（しんぷう）」日本工芸会東日本支部 第46 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

(28)「高地の秋」第24 回 伝統工芸人形展 入選作品 

 

 

＜2007 年（平成19 年）＞ 

(29)「蒼天」第54 回 日本伝統工芸展 入選作品 
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(30)「朝やけ」日本工芸会東日本支部 第47 回 伝統工芸新作展 入選作品 

  

＜2008 年（平成20 年）＞ 

(31)「大地」第55 回 日本伝統工芸展 入選作品 

（写真無し） 

(32)「ティータイム」日本工芸会東日本支部 第48 回 東日本伝統工芸展 入選作品 

  

＜2009 年（平成21 年）＞ 

(33)「夕照」第56 回 日本伝統工芸展 入選作品 
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＜2010 年（平成2２年）＞ 

(34)「遙か」第57 回 日本伝統工芸展 入選作品 

 

 

(35)「蒼」日本工芸会東日本支部 第50 回 東日本伝統工芸展 入選作品 

（写真無し） 

 

＜2011 年（平成23 年）＞ 

(36)「緑風」日本工芸会東日本支部 第51 回 東日本伝統工芸展 入選作品 
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(37)「おひなさま」                 （参考）(22)「華」朝日新聞記事 

  

 

(38)「じゃんけん」 

 

 

(39)「遠花火」 
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(40)「花びら」 

 

 

(41)「花吹雪」 

 

 

(42)「犬をだく少女」 
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 (43)「鳥の声」 

 

 

(44)「椿」 

 

 

(45)「舞伎」 
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(46)「夢みる頃」 

 

 

 


	松井美智 略歴と朝日新聞社賞「華」 2019年4月26日
	松井美智作品リスト 2019年4月26日
	人形2019年4月19日
	IMG_0002
	松井美智作品リスト 2019年4月21日

	松井美智作品集 譲渡先 2019年4月17日-1

	松井美智 朝日新聞社賞「華」 2019年4月26日

	松井美智作品集 2019年4月25日

