
No.1

回数 年度 分野 受賞者・受賞団体 回数 年度 分野 受賞者・受賞団体

1 S25 日本画 島内　賢蔵(松南) 15 39 デザイン 大野　竜夫

書道 川谷　広次(横雲) 書道 竹村　健吉(子雀)

洞穴動物学 石川　重治郎 児童芸術教育 深瀬　薫・常子夫妻

教育 小沢　欽之助 16 40 新聞 中島　成功

2 26 民俗学 桂井　和雄 一絃琴 秋沢　久寿栄

教育 兼松　林檎朗 郷土文学 青山会

洋画 山脇　信徳 17 41 考古学 岡本　健児

郷土史 松山　秀美 天体観測 関　勉

洋画 山本　淳 洋画 筒井　広道

3 27 日本画 下司　久世(凍月) 18 42 教育 西川　廣吉

地質 沢田　俊治 美術・貝類研究 黒原　和男

魚類研究 田中　茂穂 音楽 高知交響楽団

4 28 農芸化学 小川　正行 19 43 農学 江場　丈夫

書道 谷脇　虎猪(渓翠) 郷土史 山本　大

郷土史 平尾　道雄 音楽 高知フラワーソングクラブ

5 29 郷土史 橋詰　延寿 20 44 歴史地理 島田　豊寿

教育 溝渕　信義 スポーツ 福井　春政

奨学 横川　豊野 人形劇 高知人形劇団ピコロ座

6 30 魚類研究 蒲原　稔治 21 45 紗織 山崎　鶴亀

教育 坂本　重寿 日本画 中島　盛吉

彫刻 島村　治文 放送文化 ＲＫＣ高知放送

7 31 農学 中沢　浪治 22 46 植物 和田　豊州

新聞 中島　及 新聞 福田　義郎

洋画 中村　博 育英事業 土佐婦人会

8 32 教育 阿部　孝 23 47 短歌 田所　妙子

俳句 川田　卓爾(十雨) 教育 吉川　喜美

工芸 渡辺　善介 図書館活動 渡辺　進

9 33 植物 大倉　幸也 24 48 農学 久保　佐土美

文化 大野　勇 建築 上田　虎介

謡曲 堀見　馬之助 植物 上村　登

10 34 教育 岡本　儕 25 49 水産生物研究 山崎　武

音楽 古城　九州男 陶芸 丸山　和雄

洋画 福冨　榮 26 50 刀剣 浜田　栄喜

11 35 音楽 武政　英策 茶道 茅野　操

文化 町田　昌直(雅尚) 27 51 民俗学 徳広　勝

洋画 山本　茂一郎 華道 有沢　梅雄(梅窓)

12 36 郷土史 川村　源七 28 52 地震研究 澤村　武雄

地場産業 田所　芳秋 邦楽 西山　杢馬(極山)

陶芸 久武　繁亀 法制史研究 吉永　豊実

13 37 音楽教育 橋詰　利春 29 53 言語学 山崎　良幸

手すき和紙 塩田　利稲 植物 山脇　哲臣

教育 八波　直則 30 54 写真 寺田　正

14 38 郷土史 横川　末吉 映画 細木　秀雄

日本画 田岡　耕作 31 55 洋画 中沢　竹太郎

郷土史研究 土佐史談会 民俗歴史学 吉村　淑甫

            高知県文化賞現在までの受賞者・受賞団体の一覧表（分野別）
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回数 年度 分野 受賞者・受賞団体 回数 年度 分野 受賞者・受賞団体

32 56 詩文学 吉本　愛博 57 18 自然科学 澤良木　庄一

文学史 岡林　清水 歴史学研究 前田　和男

33 57 国語教育 中村　伝喜 舞踊 吉岡　及子（立脇千賀子）

美術 浜口　富治 58 19 食文化 松﨑　淳子

34 58 書道 松岡　英雄(雲峰) 教育 高知県児童詩研究会

35 59 彫塑 横田　富之助(熙生) 教育文化 高知県文教協会

36 60 歴史研究 甲藤　勇 59 20 日中交流 川野　和子

37 61 書道 沢田　明子 文化財 秋葉神社祭礼練り保存会

38 62 土佐民話 市原　麟一郎 音楽 高知コーラス合笑団

39 63 植物・自然保護 小島　圭三 60 21 俳句 杉本　恒雄（恒星）

40 H元 日本文学 浜田　清次 洋画 竹村　文男

41 2 伝統産業 いの町紙の博物館 日本舞踊 谷脇　誉子（花柳菖僑）

42 3 書道 福原　邦任(云外) 教育 高知こどもの図書館

方言研究 土居　重俊 61 22 華道 北村　光代（光甫）

43 4 郷土史 山田　一郎 邦楽 窪田　和可（和葉）

44 5 衛生動物学 松崎　沙和子 伝統芸能 西畑人形芝居保存会

民俗学 高木　啓夫 62 23 洋画 武内　光仁

日本舞踊 野村朱美(花柳昌延) 俳句 橋田　憲明

音楽 高知コンサートグループ 伝統産業研究 宮川　敏彦

45 6 能楽 徳平　元太郎 文化財 山北棒踊り保存会

音楽 鏡野吹奏楽団 63 24 俳句 田村　智正（たむらちせい）

46 7 現代美術 高崎　元尚 伝統芸能 土佐絵金歌舞伎伝承会

現代舞踊 内山　時江 64 25 能楽 岡部　徳治

音楽 中村交響楽団 歴史研究 高知海南史学会

47 8 食文化 宮川　逸雄 65 26 教育文化 野島　昌子

子どもの文化芸術活動 高知市子ども劇場協議会 国際文化交流 谷脇　誠治郎

48 9 芸術文化振興 高知市民劇場 66 27 俳句 森　武司

史跡の保存・顕彰 国府史跡保存会 近代日本文学 高橋　正

芸術文化振興 大川　功（第３条該当） 彫塑 舩木　直人

49 10 国際交流 岡宗　知子 67 28 文学 猪野　睦

書道 中平　清晴(松鶴) 書道 大野　定男

50 11 大気気象学 上田　壽 68 29 建築 上田　堯世

建築 山本　長水 伝統産業 仙頭　博臣

51 12 郷土史 近森　敏夫 69 30 文芸・書道 岡崎　正雄（桜雲）

邦楽 正曲一絃琴白鷺会 70 R元 地質学 鈴木　堯士

52 13 環境科学 今井　嘉彦 伝統工芸 山田　直子（宮崎直子）

53 14 工芸美術 石川　充宏 71 2 書道 麻植　美代子（琇園）

歴史研究 宮地　佐一郎（第３条該当） 教育・地域現代史研究 山下　正寿

54 15 音楽 甲藤　卓雄 日本舞踊 芝藤　由紀子（若柳由喜満）

染色工芸 北村　文和 72 3 音楽文化 島村一夫（しまむらかずお）

55 16 森林科学 永森　通雄

文化振興 橋井　昭六

56 17 教育 澤村　榮一

文芸 高知文学学校

写真　 石元　泰博（第３条該当）
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