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｢３６フォトグラファーズ　木村伊兵衛写真賞の３０年」朝日新聞社 2005 (予約ｺｰﾄﾞ1009915007532)

｢木村伊兵衛写真賞の軌跡１９７５－１９９９ 図録｣　   川崎市民ミュージアム 1999(名古屋市未所蔵)

｢木村伊兵衛写真賞の２０年｣                                   モール 1995 (名古屋市図書館未所蔵)

受賞者 受賞作品 その他 名古屋市所蔵資料

第  1回(1975年度) 北井一夫 「村へ」(アサヒカメラ連載) 
「信濃遊行　北井一夫写真集」（1009410015353）
｢１９９０年代北京｣(1009913080084) 他

第  2回(1976年度) 平良孝七 「パイヌカジ」(写真集)  なし

第  3回(1977年度) 藤原新也 「逍遙游記」(アサヒグラフ連載)ほか) (予約ｺｰﾄﾞ1009410060631)
｢インド旅浪｣(1009210176018)
｢メメント・モリ　死を想え｣(1000810108550)  他多数

第  4回(1978年度) 石内都 「APARTMENT」(写真集)「アパート」(写真展) 
｢ひろしま｣(1000810011638)
｢モノクローム｣(1009410195810) 他

岩合光昭 「海からの手紙」(アサヒグラフ連載) (予約ｺｰﾄﾞ1009210120430)
｢海ちゃん　ある猫の物語 ｣(1009610080106)
「きょうも、いいネコに出会えた｣(1009912056455)
「ハートのしっぽ」(1000910101752) 他多数

倉田精二 「ストリート・フォトランダム・東京75～79」(写真展) 
「大亞細亞　寫眞集｣(1009410097500)
｢ＰＨＯＴＯ　ＣＡＢＡＲＥＴ　倉田精二写真集｣(1009210152977)  他

第  6回(1980年度) 江成常夫
「花嫁のアメリカ」(アサヒカメラ連載・写真集・写真展)
            (予約ｺｰﾄﾞ1009210140389)

「まぼろし国・満洲　写真集」(1009510007105)
「花嫁のアメリカ歳月の風景　１９７８－１９９８ 」(1009910031928) 他多数  

第  7回(1981年度) 渡辺兼人 「既視の街」(写真展) (予約ｺｰﾄﾞ1009410051063)  他なし

第  8回(1982年度) 北島敬三 「ニューヨーク」(写真集) 「Ａ．Ｄ．１９９１」(1009410160998)

第  9回(1983年度) 

第10回(1984年度) 田原桂一 「TAHARA KEIICHI 1973～1983」(写真集) 「天使の廻廊」(1009410210367) 他

第11回(1985年度) 三好和義 「RAKUEN」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009610036820)「惑星」(アサヒカメラ掲載)
「三好和義楽園全集」(1009915034410)
「月の桂離宮　三好和義：写真集 」(1000810134126) 他多数

第12回(1986年度) 和田久士 「アメリカン・ハウス─その風土と伝統」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009410004902) 「アメリカの家　１ 　伝統の住まいとその風土｣(1009911051526) 他

第13回(1987年度) 中村征夫
「全・東京湾｣(予約ｺｰﾄﾞ1009410016896)
「海中顔面博覧会」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009410016896)

「熱帯夜」(1009810027285) 他多数

第14回(1988年度) 宮本隆司
「建築の黙示録」(予約ｺｰﾄﾞ1009410038229)
「九龍城砦」(写真集・写真展) (予約ｺｰﾄﾞ1009810027285)

「Ｃａｒｄｂｏａｒｄ　ｈｏｕｓｅｓ」(1009913040609) 他

武田花
「眠そうな町」(写真展)
「続・眠そうな町」(アサヒカメラ連載) (予約ｺｰﾄﾞ1009410092323)

｢シーサイドバウンド　武田花写真集」(1009911025912)
「猫・大通り｣(1009917019871) 他多数    *両親は作家の武田泰淳・百合子夫妻

星野道夫
「Alaska風のような物語」(週刊朝日連載)(予約ｺｰﾄﾞ1009917019871)
「Alaska北緯63度」(写真展)

「ノーザンライツ」(1009710030949)
｢星野道夫の仕事　第１巻 　カリブーの旅」(1009810037513) (全４巻)他多数

第16回(1990年度) 今道子 「EAT Recent Works」(写真展)  なし

第17回(1991年度) 柴田敏雄 「日本典型」(写真展・アサヒカメラ掲載) (予約ｺｰﾄﾞ1009410170262) 「テラ　創景する大地　写真集 」(1009410237780)

大西みつぐ 「遠い夏」(アサヒカメラ掲載) 
「下町純情カメラ｣(1009914040931)
「Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」(1000810104540) 他

「木村伊兵衛写真賞」　受賞写真家・受賞作品リスト

第  5回(1979年度) 

該当者なし 

第18回(1992年度) 

第15回(1989年度) 



小林のりお 「FIRST LIGHT」(写真集)  なし

第19回(1993年度) 豊原康久 「Street」(写真集)  なし

第20回(1994年度) 今森光彦
「世界昆虫記」(写真集)(予約ｺｰﾄﾞ1009410219006)
「里山物語」(SINRA連載) (予約ｺｰﾄﾞ1009510032239)

「湖辺（みずべ）　生命の水系」(1009914000011)
「夏の日　(里山の一日)」(1009917019230)  他多数

第21回(1995年度) 瀬戸正人 「Silent Mode」「Living Room、Tokyo　1989-1994」(写真展) 「ｂｉｎｒａｎ」(1000810109301) 他

第22回(1996年度) 畠山直哉 「LIME WORKS」(写真集)(予約ｺｰﾄﾞ1009610012950)「都市のマケット」(写真展) 「話す写真　見えないものに向かって 」(1001010034957) 他

第23回(1997年度) 都築響一 「ROADSIDE JAPAN　珍日本紀行」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009610091753)
｢東京スタイル｣(1009410209887)
「賃貸宇宙」(1009911063702) 他多数

第24回(1998年度) ホンマタカシ 「TOKYO SUBURBIA 東京郊外」(写真集)「東京郊外」(写真展) 
「ウラＨ　ホンマカメラ 」(1009810013287)
「アムール翠れん　ホンマタカシ写真集 」(1009914072871) 他

第25回(1999年度) 鈴木理策 「PILES OF TIME」(写真集)  なし

長島有里枝 「PASTIME PARADISE」(写真集)  なし

蜷川実花
「Pink Rose Suite」(予約ｺｰﾄﾞ1009910059018)
「Sugar and Spice」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009910058955)

「アシッド・ブルーム　蜷川実花写真集｣(1009913037523)
「ｎｏｉｒ」(1001010064578)

HIROMIX 「HIROMIX WORKS」(写真集) 「Ｋｅｉｔａ　Ｍａｒｕｙａｍａ　ｂａｃｋｓｔａｇｅ＋」(1009911064574) 他

川内倫子 「うたたね」「花火」(写真集) 
｢ＡＩＬＡ　川内倫子写真集｣(1009914008407)
｢種を蒔く｣(1009917027448) 他

松江泰治 「Hysteric 松江泰治」(写真集) 「Ｉｎ‐ｂｅｔｗｅｅｎ　７ 　Ｅｕｒｏｐｅ　ｔｏｄａｙ　２００４－２００５」(1009915036167)

オノデラユキ 「cameraChimera カメラキメラ」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009912036677) ｢オノデラユキ｣(1001010041496) 他

佐内正史 「MAP」(写真集) 
「ｍｅｓｓａｇｅ」(1009911004647)
 「Ｗｉｎｄｏｗｓ　ａｎｄ　ａｐｐｌｅｎ」(1009915053046) 他

第29回(2003年度) 澤田知子 「Costume」(写真展)ほか 「ＩＤ４００」(1009914012603) ｢「ＯＭＩＡＩ｣(1009914075618) 他

第30回(2004年度) 中野正貴 「東京窓景」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009914055069) 「ＴＯＫＹＯ　ＦＬＯＡＴ」(1000810003077) 他

第31回(2005年度) 鷹野隆大 「IN MY ROOM」(写真集)  なし

本城直季 「Small Planet」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009916003256) 「ＴＲＥＡＳＵＲＥ　ＢＯＸ」(1001010023501)

梅佳代 「うめめ」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009916039148)
「うめ版　新明解国語辞典×梅佳代 」(1009917027302)
「ウメップ」(1001010037031)  他

岡田敦 「I am」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1009917029389)  なし

志賀理江子 「Lilly」「CANARY」(写真集)  なし

第34回(2008年度) 浅田政志 「浅田家」(写真集) (予約ｺｰﾄﾞ1000810085325)  なし

第35回(2009年度) 高木こずえ 「MID」(予約ｺｰﾄﾞ1000910073078)「GROUND」(写真集)  なし

第36回(2010年度) 下薗詠子 「きずな」(写真集・写真展)  なし

第33回(2007年度) 

第26回(2000年度) 

第27回(2001年度) 

第28回(2002年度) 

第32回(2006年度) 


