
伝統産業の日2020関連事業

《授賞式》 日 　 時 2020年 3月 17日（火）午後 4時～ 5時
会 　 場 京都産業会館ホール 北室（京都経済センター 2階）
プログラム 入賞入選作者の表彰、

入賞作品プレゼンテーション、祝辞、講評等

　「THE COMPE きものと帯」は、京都の基幹産業である和装の振興ととも
に、デザインやきもの・帯の制作に携わる人材育成及び大学のまち京都・学
生のまち京都の推進に寄与することを目的に、2012年度より京都市内にキャ
ンパスを置く学校（大学院、大学、短期大学、専門学校）に在籍する学生の
皆様から、きもの・帯のデザインを公募しているコンペティションです。

本作品展では、2019年度に寄せられた応募作品 105点（内訳：きもの 98点、
帯 7点）から、審査委員 13名（委員長は染色家の森口邦彦氏）により選定
された、入賞作品と入選作品を公開します。
京都の代表的な伝統産業「和装」の世界に挑む、若さ溢れ活力のみなぎる作
品をぜひご鑑賞下さい。

日　　時 2020年3月16日（月）～3月22日（日）午後1時～7時
※17日は授賞式開催に伴い午後8時迄、最終日は午後5時迄　

会　　場 京都経済センター 1階（SUINA室町）
大垣書店本店内「イベントスペース」
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地

展示内容 □入賞作品
最優秀賞「京都市長賞」原画及び製品化きもの（各 1点）

優 秀 賞 「近畿経済産業局長賞」「京都商工会議所会頭賞」

「京都織物卸商業組合理事長賞」「西陣織工業組合理事長賞」

「京友禅協同組合連合会理事長賞」「京都新聞賞」
「公益社団法人京都デザイン協会理事長賞」（原画各 1点）

□入選作品　18点（原画）

THE COMPEきものと帯
2019 年度京都学生デザインコンペ

入賞・入選作品展

本紙デザイン協力／田中 芙巳 （京都女子大学）
※本紙デザインには、2019 年度「THE COMPE きものと帯」京都市長賞作品の一部を引用しています。

【お問合せ】

一般社団法人京都産業会館　https://www.ksk.or.jp
電話 075-351-1300（8:30 ～ 17:30　※土曜日・日曜日・祝日は休業）
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地　京都経済センター 6階
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京都市では、１２００年の悠久の歴史の中で培われた京都の「匠の技」の魅力を国内外に発信するため、平成13年度に春分の日を「伝統産業の日」と定めました。
 今年もこの日の前後に、岡崎・東山、室町、西陣など市内各地で多彩なイベントを実施しますので、ぜひご参加ください。
 詳しくはホームページ（https://densan.kyoto/）をご覧ください。

 各種SNSでも情報発信中

作品名 作者氏名 在籍学校名

今昔可憐物語 椋平 愛香 大谷大学

モノトーンポップ 濱本 陽菜 京都造形芸術大学

天気 広瀬 未知 嵯峨美術大学

茜雲 黒杭 夏望 嵯峨美術短期大学

アーガイル 吉田 美羽 京都女子大学

あさやけ 髙島 由衣 京都女子大学

可憐 乾 瑛理 京都女子大学

孔雀の羽自慢 川上 千乃 京都女子大学

こんぺいとうとアメ 松原 ちあき 京都女子大学

● 入　選 （敬称略）

作品名 作者氏名 在籍学校名

新時代の幕開け 藤澤 真由 京都女子大学

赤 小西 幹太 京都美術工芸大学

初陣 岩元 今日香 京都美術工芸大学

origami 竹花 節 京都美術工芸大学

流れ移ろう数 村田 樹彦 京都美術工芸大学

にこり 設楽 みどり 京都美術工芸大学

不死蝶 竹内 佑美香 京都美術工芸大学

カキツバタと 北川 みらの 京都美術工芸大学

六芒星 北川 みらの 京都美術工芸大学

● 最優秀賞 作品名 作者氏名 在籍学校名

京都市長賞 慈雨 田中 芙巳 京都女子大学

● 優秀賞

近畿経済産業局長賞 飛・清・艶 村上 薫子 京都美術工芸大学

京都商工会議所会頭賞 京地図 重本 千夏 京都女子大学

京都織物卸商業組合理事長賞 実り 大石 彩加 京都造形芸術大学

西陣織工業組合理事長賞 密かなる憩 設楽 みどり 京都美術工芸大学

京友禅協同組合連合会理事長賞 Connect Japan 谷沖 茜 京都女子大学

京都新聞賞 緑夜 吉田 百花 京都美術工芸大学

公益社団法人京都デザイン協会理事長賞 花火 竹内 優美香 大谷大学

2019年度　京都学生デザインコンペ「THE COMPE きものと帯」
入賞・入選作品展　　目　録

主　　催　　THE COMPE きものと帯実行委員会／一般社団法人京都産業会館
共　　催　　一般財団法人京都染織会館
後　　援　　 近畿経済産業局、京都市、京都商工会議所、京都織物卸商業組合、西陣織工業組合、京友禅協同組合連合会、京都新聞、

（公社）京都デザイン協会、（地独）京都市産業技術研究所、京都染織青年団体協議会、（一社）全日本きもの振興会、
　　　　　　（公財）大学コンソーシアム京都、ＮＨＫ京都放送局、ＫＢＳ京都、エフエム京都
協　　賛　　「伝統産業の日」実行委員会

京都の伝統産業の魅力を国内外に発信
「伝統産業の日」とは

（敬称略）

（Facebook）（ホームページ）

@dentousangyou@densannohiNo Crafts, No Life.
（https://www.facebook.com/densannohi/）


