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岩崎 貴宏
1975 年

広島生まれ

2003 年

広島市立大学芸術学研究科博士後期課程修了、広島

2005 年

エジンバラ・カレッジ・オブ・アート大学院修了、エジンバラ、イギリス
現在広島在住

主な個展

2017

「ひかりは星からできている」URANO、東京
第 57 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展「逆さにすれば、森」カステッロ公園内日本館、
ヴェネチア、イタリア

2016

「Viewing space vol.001: 岩崎貴宏」URANO、東京

2015

「In Focus」Aron Gallery、アジアソサエティ、ニューヨーク、USA
「岩崎貴宏展 埃（10-10）と刹那（10-18）」小山市立車屋美術館、栃木
「岩崎貴宏展 山も積もればチリとなる」黒部市美術館、富山

2014

「Takahiro Iwasaki: Itsukushima Reflection Model From the NGV Collection」ヴィクトリア国立
美術館、メルボルン、オーストラリア
「特別展示 岩崎貴宏『Out of Disorder』」川崎市市民ミュージアム エントランス、神奈川

2012

「メタフレーズ・シーナリー」ARATANURANO、東京

2011

「アウト・オブ・ディスオーダー（白い山脈）」3331 Arts Chiyoda、東京
「ノン・ローカリティー」ナッサウシャー・クンストフェライン・ヴィースバーデン、ドイツ

2010

「フェノタイピック・リモデリング」アラタニウラノ、東京
「構造相転移モデル」アート｜41｜バーゼル アートステートメント、スイス

2006

「アウト・オブ・ディスオーダー」カリンギャラリー、ファイフ、スコットランド

2005

「ディファレンシャル／インテグラル カリキュラス」スリーパー、エジンバラ、
スコットランド

2003

「模型にいたる次第」空間造形工房、広島

2001

「リフレクション・モデル」ギャラリーなつかb.p、東京

1998

「メンタル・ピクチュア」サコスタジオ、広島

主なグループ展・プロジェクト

2017

「アートのなぞなぞー高橋コレクション展」静岡県立美術館、静岡
海と山のアート回廊 協賛企画「現代アート、はじめます。- 草間彌生 から さわひらき まで」静
岡県立美術館、静岡
「Coming of Age」Sector 2337、シカゴ、アメリカ
「Venice Project 2017: TAKAHIRO IWASAKI meets TAKASHI KOJIMA」
企画/プロデュース：E&K Associates + URANO

「新収蔵作品展2017」広島市立大学芸術資料館5F、広島
「MAMコレクション005 リサイクル&ビルド」森美術館ギャラリー5、東京
「奥能登国際芸術祭 2017」石川県珠洲市全域、石川
アート北京特別企画展「平行的亜州世界」北京・全国農業展覧館、北京、中国
2016

「感覚のあそび場ー岩崎貴宏+久門剛史」京都芸術センター、京都
「富士の山ビエンナーレ2016」富士市、富士宮市、静岡市内各所、静岡
「PARADOXA - ARTE GIAPPONESE OGGI」Casa Cavazzini - ウーディネ近現代美術館、ウーディ
ネ、イタリア
「コレクション展：収蔵品ピックアップ」川崎市市民ミュージアム、神奈川

2015

「日産アートアワード2015」BankART Studio NYK、神奈川
「INVENTO -The Revolutions That have Invented us-」OCA Museum、サンパウロ、ブラジル
「横浜美術館コレクション展 2015年度 第1期 身体からかんがえる コレクションにみる身体表現

—現代美術を中心に」横浜美術館、神奈川
「We can make another future: Japanese art after 1989」クイーンズランド州立美術館/ギャラ
リー・オブ・モダン・アート(QAGOMA)、ブリスベン、オーストラリア
2014

「17th DOMANI・明日展」国立新美術館 企画展示室2E、東京
「COLORED NOISE for 8/02/CUBE1,2,3」渋谷ヒカリエ8/CUBE、東京
「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014」象の鼻テラス、神奈川
「手づくり本仕込みゲイジュツ」はじまりの美術館、福島
「Duality of Existence - Post Fukushima A group exhibition of Contemporary Japanese Art」フ
リードマン・ベンダ、ニューヨーク、USA
「第8回深圳彫刻ビエンナーレ」OCT Contemporary Art Terminal (OCAT)、中国
「スリーピング・ビューティー」広島市現代美術館、広島
「Paradise Garden」MA2 Gallery、東京
「Lost in Landscape」トレント・ロヴェレート近現代美術館（MART）、ロヴェレート、イタリア
「trans×form in Delhi」国際交流基金、ニューデリー、インド
「Public Art Research Center［PARC3:small world］」札幌駅前通地下歩行空間、北海道

2013

「Now Japan」Kunsthal KAdE、アメルスフォールト、オランダ
「Hidden Dimention」Gallery Skape, ソウル、韓国
「ハートオープナー」SHIBAURAHOUSE、東京
「Everyday Life : 2013 Asian Art Biennial」国立台湾美術館、台中、台湾
「trans×formーかたちをこえる」国際芸術センター青森、青森
「Very Fun Park 2013」台北、台湾
「小さな世界へようこそ！ー5 人のアーティストと美術館コレクションのすてきな出会いー」
高松市美術館、香川
「New Year's Party」ARATANIURANO、東京

2012

「グランス・オブジェクト・シンボル」パレド・トーキョー、パリ、フランス
「第７回アジア・パシフィック・トリエンナーレ (APT7)」
クイーンズランド州立美術館、ブリスベン、オーストラリア
「オブ ヒューマンスケール アンド ビヨンド」香港アートセンター、香港
「開館記念企画展 UTOPIA – 何処にもない場所 -」ART BASE百島、百島、広島
「岡崎ART&JAZZ2012」岡崎市、愛知
「アンド ソー オン アンド ソー フォース」キム?コンテンポラリーアートセンター、リガ、
ラトビア
「衣・食・住 ソウルー広島」西京大学、ソウル、韓国
「ビカミング：ワールド イン フラックス」c２４ギャラリー、ニューヨーク、アメリカ

「ダブル・ビジョン：現代日本美術展」ハイファ博物館群、イスラエル
「アフターゴールド」コーク・アビー、イギリス
「archi + anarchy II」ARATANIURANO、東京
「マイクローコントロール: パッセージ トゥ ザ シークレット オブ アート」
Chunchi Gallery、北京、中国
「ダブル ビジョン：現代日本美術展」モスクワ市近代美術館、モスクワ、ロシア
2011

「ヴィラ トーキョー」京橋エリア周辺、東京
「ヨコハマトリエンナーレ 2011 Our Magic Hour - 世界はどこまで知ることができるか？」
横浜美術館、神奈川
「WALKING THROUGH... MUDAM COLLECTION」ジャン大公近代美術館, ルクセンブルク
「ラストワランデ 11

RAW」オウテ・ワランデ公園、ティルブルク、オランダ

「ア・コンスタレーション・オブ・アイデアズ」コーナーハウスギャラリー、マンチェスター、
イングランド
2010

「広島アートプロジェクト 2010」広島市立大学芸術資料館、広島
「かざなわ燈涼会」楳荘、金沢
「手感的妙」就在芸術空間、台北、台湾
「ビエンナーレ・キュベイ」OK、リンツ、オーストリア
「知覚の扉Ⅱ」あいちアートの森 豊田プロジェクト、喜楽亭（豊田市美術館）、愛知
「エブリデイ(ズ)」カジノ現代美術フォーラム、ルクセンブルグ

2009

「アジア現代美術プロジェクトーシティ・ネット・アジア 2009」ソウル市立美術館、韓国
「日常のスペクタクル」第 10 回リヨン・ビエンナーレ、リヨン現代美術館他、フランス
「ディスカバリング・コンテンポラリー Sh Contemporary上海」上海展覧中心、上海、中国
「いざ、船内探険！吉宝丸」展

広島アートプロジェクト 2009、広島市環境局中工場、広島

「ジャパン」スレーヴギャラリー、アムステルダム、オランダ
「ルーム・コラボレーターズ」ルーム、ロンドン、イギリス
「room 3/nana 」展、個人邸、東京
2008

「イルハ・グランデ／愛」旧中芸術館旧中ギャラリー、広島
「日常の喜び」水戸芸術館現代美術センター、茨城
「クローズアップ」アドボケーテッド・クロース、エジンバラ，スコットランド
「屋外に住みたくはないけれど、たまになら」ルーム、ロンドン、イギリス
「スターティング・ポイント」ポイントホテル、エジンバラ、スコットランド

2007

「インプロビジュアライゼーション」ジャズバー、エジンバラ、スコットランド
「六本木クロッシング 2007 未来への脈動」森美術館、東京
「オープンハウス、展」曽我部邸、横浜
「リバーシブル」スコットランド国会議事堂、エジンバラ、スコットランド
「旧中工場アートプロジェクト『ゴミがアートになる！超高品質なホコリ』」展
（企画担当）、広島市環境局旧中工場、広島

2006

「ア・ルーム・トゥ・ドロウ」ルーム、ブリストル、イギリス

2005

「アートクロッシング広島プロジェクト 2005 ウィンター『ギフト・オブ・ヒロシマ』」
ブラウンシュバイク芸術大学、ドイツ
「ホスピタル・プロジェクト」エジンバラ王立病院、スコットランド
「ブルームバーグ・ニューコンテンポラリーズ 2005」
コーナー・ハウス、マンチェスター / スパイク・アイランド、ブリストル /バービカン・セン
ター、ロンドン、イギリス
「デューデルサック」ドイツァー橋、ケルン、ドイツ

2004

「ビヨンド・ザ・ネイチャー、ザ・シティ？」スリーパー、エジンバラ、スコットランド

「シティ・オカレンス」ビッグパーク、エジンバラ、スコットランド
「ニュー・ワークス」エボリューションハウス、エジンバラ、スコットランド
「コンラン・ショー」オカダスタジオ、愛知
「RSAショー」ロイヤル・スコティッシュ・アカデミー、エジンバラ、スコットランド
2003

「ニュー・ワークス」インバリースハウス、エジンバラ、スコットランド

2002

「広島の都市像—〈まち〉を展示する—」広島市現代美術館、広島
「四人展」大和ラヂヱーター製作所、広島

2001

「アートクロッシング広島プロジェクト 2001 スプリング」広島市立大学芸術資料館・
紙屋町地下街シャレオ、広島

受賞

2011

平成 23 年度ポーラ美術振興財団在外研修員 ポーラ美術振興財団
「エネルギア美術賞」公益財団法人エネルギア 文化・スポーツ財団

2007

平成 19 年度新進芸術家海外留学制度研修員 文化庁
「山口県美術展 優秀賞」山口県立美術館

2006

「山口県美術展 優秀賞」山口県立美術館

2005

アンドリュー・グラン遺産基金賞、エジンバラ・カレッジ・オブ・アート
グラデュエーション・ウィズ・ディスティンクション、エジンバラ・カレッジ・オブ・
アート
ブルームバーグ・ニューコンテンポラリーズ 2005 入賞
ホスピタル・プロジェクト、エジンバラ王立病院 作品採用

2004

広島国際文化財団「広島スカラシップ」

2001

プリ・ラ・ジュネス受賞 広島市立大学

1995

第７回CNICグランプリ受賞CNICギャラリー

コレクション

ヴィクトリア国立美術館、メルボルン、オーストラリア
エジンバラ王立病院、エジンバラ、スコットランド
M WOODS コレクション、北京、中国
カディスト美術財団、サンフランシスコ、アメリカ
川崎市民ミュージアム、神奈川
クイーンズランド州立美術館(QAGOMA)、ブリスベン、オーストラリア
ジャン大公近代美術館(MUDAM)、ルクセンブルグ
高橋コレクション
高松市美術館、香川
広島市立大学、広島
McNamara Art Projects、香港
森美術館、東京
横浜美術館、神奈川

