
太田 三郎 
1950年 山形県生まれ 岡山県在住 
 
ステイトメント 
　郵便を素材に｢時間｣ と｢場所｣ の関係性を作品のテーマとしている。84年に郵便切手と消印を用い

たその後代表作となる作品を発表。1995年1月1日より毎日 植物の種子を採集し、日付と場所と植物

名を印刷した和紙に挟み込みミシン目を施した切手状の作品｢Seed Project｣ シリーズをライフワーク

として現在まで発表し続けている。また戦争や原爆などをテーマにした作品なども精力的に制作し、

｢日々｣ 、｢場所｣ 、｢時間｣ 、｢記憶｣ を集積し続けているアーティスト。文化庁、国際交流基金、東京

国立近代美術館や広島市現代美術館などにパブリックコレクションも多数。近年は、各地の美術館や

アートイベントなどで地元の方と共同制作するアートプロジェクトを展開している。 
 
学歴 

1971 国立鶴岡工業高等専門学校 機械工学科 卒業 

 
個展 

2018 ｢2018年春｣ あしやシューレ、兵庫 

2017 ｢Print Works｣ ギャラリーなつか、クロスビューアーツ、東京 

 ｢三鬼と三郎｣ スペースシード、岡山 

 ｢Post War 72 世紀の遺書｣ コバヤシ画廊、東京 

 ｢太田三郎展 seed project｣ GALLERY CLEF、岐阜 

2016 ｢太田三郎ー丙申堂ニ居リマスー｣ 丙申堂、山形 

2015 ｢太田三郎ー横野和紙プロジェクト ｣ Space Seed、岡山 

2014 ｢太田三郎 2010-2014｣ 奈義町現代美術館ギャラリー、岡山 

 ｢Seed Plant 種子植物 Seed Project from Kyoto｣ COHJU contemporary art、京都 

 ｢ワークショップイベント-旅たちの京都 鴨川の種子を探そう-｣ 京都市美術館、京

都 

 ｢Post War 69 戦争遺児｣ コバヤシ画廊、東京 

2013 ｢Post War 68 戦ノ碑｣ コバヤシ画廊、東京 

 ｢太田三郎 2012年6月6日宮城県石巻市｣ ギャラリーなつかC-View、東京 

 ｢北京散策｣ ギャラリーなつか、東京 

2012 ｢Driftcards− 漂着絵葉書− ｣ MIU ART BOX、岡山 

 ｢太田三郎 2012年春｣ COHJU contemporary art、瑞雲庵、京都 

2011 ｢放蕩息子の店｣ ピアットノノ、岡山 

 ｢Post War 66 戦災痕｣ コバヤシ画廊、東京 



2010 ｢出石町の家｣ アートスペース油亀、岡山 

 ｢子供の時代｣ アートコートギャラリー、大阪 

2009 ｢太田三郎―蔵ニ居マス｣ 勝山文化往来館ひしお、岡山 

 ｢市民交流プログラム　集めることはアートになる！｣ 鶴岡アートフォーラム、山

形 

2008 ｢太田三郎-日々｣ 山形美術館、山形 

 ｢平成20年春の有鱗荘特別公開　有隣荘・太田三郎・大原美術館｣ 大原家旧別邸・

有隣荘、岡山 

 ｢太田三郎 HIROSHIMA 1990-2008｣ 大原美術館本館 

2007 ｢太田三郎 On the Beach 1987-2007｣ 奈義町現代美術館、岡山 

 ｢Post War 62 軍人像｣ コバヤシ画廊、東京 

2006 ｢アート蔵 愛媛｣ ABX Gallery、東京 

 ｢酒田市公益研修センター多目的ホール｣ 蔵おのや、山形 

 ｢On the Beach｣ ギャラリーなつか、東京 

2005 ｢Post War 60 被爆者｣ コバヤシ画廊、東京 

2004 ｢Motor｣ Show｣ ギャラリーなつか、東京 

2003 ｢Bird Net｣ 丙申堂、山形 

 環境芸術ネットワーク 虹の美術館、静岡、 

2002 美濃加茂市民ミュージアム、岐阜 

 クムサンギャラリー、ソウル、韓国 

 ｢戦争の世紀｣ コバヤシ画廊、東京 

2001 ｢Post War 56 無言館｣ コバヤシ画廊、東京 

 金沢市民芸術村、石川 

2000 ｢2000-2001 太田三郎｣ 西宮市大谷記念美術館、兵庫 

 ｢存在と日常｣ CCGA 現代グラフィックアートセンター、福島 

 ｢Nagi Project 2000｣ 奈義町現代美術館、岡山 

 ｢Post War 55 被爆樹｣ コバヤシ画廊、東京 

1999 ｢Post War 54 被爆地蔵｣ コバヤシ画廊、東京 

1998 ｢千円切手｣ ギャラリーなつか、東京 



1997 ｢切手の博物館｣ ぎゃらりー図南、富山 

1996 ｢Seed Project 1995｣ コバヤシ画廊、東京 

 ｢Date Stamps｣ ギャラリーなつか、東京 

1995 ｢Post War 50 私は誰ですか｣ コバヤシ画廊、東京 

1993 キリンプラザ大阪、大阪 

 MACA GALLERY 、東京 

 Gallery KURANUKI 、大阪 

 ｢太田三郎: 切手が運ぶもの アート・サイト、福井 

1990 ギャラリーなつか、東京 

1985 コバヤシ画廊、東京 

 
 
グループ展 

2017 ｢龍野アートプロジェクト図録発行記念 出品作家小品展」ガレリア アーツ＆

ティー 

 ｢MESSAGE 2017」コバヤシ画廊 東京 

 ｢柊展」Gallery Clef　岐阜 

2016 ｢美つくりの里・旅するアート」津山城跡、岡山 

 ｢Message 2016」コバヤシ画廊、東京 

 ｢龍野アートプロジェクト 国際芸術祭 -時空の共振- 」兵庫県たつの市龍野町旧市

街、兵庫 

 ｢岡山の美術展 第２期 太田三郎 Post War 66 戦災痕｣  岡山県立美術館、岡山 

 ｢きろくときおく 夏休みの美術館６｣ 和歌山県立近代美術館、和歌山  

 ｢植物区｣ ギャラリーなつか、東京 

 ｢オーダーメイド それぞれの展覧会｣ 京都国立近代美術館、京都 

 ｢美作三湯芸術温度｣ 湯原温泉、八景、岡山 

 ｢新収蔵品展 コレクション・オンゴーイング｣ 東京都現代美術館、東京 

 ｢開館記念展｣ S-HOUSE ミュージアム、岡山 

2015 ｢津山お城まつり 現代アート in 津山城｣ 津山城、岡山 

 ｢超京都 art kyoto 2015｣ ちおん舎、京都文化博物館、京都 



 ｢多摩美術大学 展覧会設計ゼミ企画 航路の途上｣ NAAアートギャラリー、千葉 

 ｢開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら｣ 徳島県立近代美術館、徳島 

 ｢静岡市美術館開館5周年記念 大原美術館展 名画への旅｣ 静岡市美術館、静岡 

 ｢目の目 手の目 心の目　体感の向こうに広がる世界｣ 岡山県立美術館、岡山 

 ｢未見の星座 つながり・発見のプラクティス｣ 東京都現代美術館、東京 

2014 ｢六甲ミーツアート芸術散歩2014｣ 六甲カンツリーハウス、神戸 

 ｢MELBOURNE ART FAIR｣ 王立展示館、メルボルン、シドニー、オーストラリア 

 ｢中今茶会｣ 明治神宮 隔雲亭、東京 

 ｢Daylily Art Circus｣ 喜多方市美術館、福島 

 ｢ART SHOW BUSAN｣ BEXCO、釜山、韓国 

2013 ｢平成25年秋の有燐荘特別公開　植物のメタモルフォーゼ｣ 大原美術館、岡山 

 ｢美つくりの里・旅するアート2013｣ 岡山県 

 ｢Daylily Art Circus｣ 兵庫、福島、岩手を巡回 

 ｢ART NAGOYA｣ ウエスティンナゴヤキャッスル、名古屋 

 ｢美術の時間｣ 和歌山県立近代美術館、和歌山 

 ｢美作の美術展｣ 岡山県立美術館、岡山 

 ｢オオハラコンテンポラリー｣ 大原美術館、岡山 

 ｢ 横浜美術館コレクション展　賛美小舎−上田コレクション｣ 横浜美術館、神奈川 

 ｢出羽島自家発電アート展2013｣ 徳島県牟岐町出羽島、徳島 

 ｢北京遭遇｣ Steps Gallery、東京 

2012 ｢サークル・オブ・アート｣ 北海道立近代美術館、北海道 

 ｢美つくりの里・旅するアート｣ 奈義町現代美術館〜岡山県北4会場を巡回、岡山 

 ｢植物区｣ ギャラリーなつか、東京 

 ｢ART KYOTO 2012｣ 国立京都国際会館アネックスホール、京都 

2011 ｢東日本大地震復興チャリティ・オークション 今日の美術展｣ 東京美術倶楽部、東

京 

 ｢City-net Asia 2011｣ Seoul Museum of Art、ソウル、韓国 

 ｢Living in Arts project｣ 真庭市勝山エリア、岡山 



 ｢なつやすみの美術館-みること・うつすこと- ｣ 和歌山県立近代美術館、和歌山 

 ｢2011中・韓・日 現代美術交流展- 不期而遇- ｣ 798芸術区四面空間画廊、北京、中

国 

 ｢戦争と日本近代美術｣ 板橋区立美術館、東京 

2010 ｢戦争と日本近代美術｣ 板橋区立美術館、東京 

 ｢ROKKO MEETS ART 芸術散歩2010｣ 六甲山一帯 、兵庫 

 ｢PERSONAL STRUCTURES TIME-SPACE-EXISTENCE｣ Kunstlerhaus Palais Thurn 
und Taxis、ブレーゲンツ、オーストリア 

2009 ｢KAMI- 静と動 現代日本の美術｣ ザクセン州立美術館版画素描館、ドレスデン、ド

イツ 

2008 ｢20世紀の人間像｣ 群馬県立館林美術館／群馬 

2007 ｢ヘイリ・アジアプロジェクト2 日本現代芸術祭｣ ヘイリ芸術村、パジュ市、韓国 

 ｢金庫室のゲルトシャイサー｣ 旧日本銀行広島支店、広島　 

2005 ｢The 1st Pocheon Asian Art Festival｣ ポチョン市、韓国 

 ｢集めること- 記憶への旅- ｣ 広島市現代美術館、広島 

 ｢現代美術のABC- アートはあなたのそばにある-｣ 福井市美術館、福井 他に巡回 

 ｢空と大地を旅する太田三郎・栗田宏一展｣ 京都芸術センター、京都 

2004 ｢世界へ飛ばそう、ひらかたの種｣ 枚方市御殿山美術センター、大阪 

2003 ｢ いのちを考える 太田三郎と中学生たち｣ 伊丹市立美術館、兵庫 

 ｢ 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2003 ｣ 越後妻有6 市町村、新潟 

 ｢熊野の森 アート&ミュージックプロジェクト｣ 和 歌山県那智山一帯（那智勝浦

町）、和歌山 

2002 ｢イレブン＆イレブン コリア・ジャパン・コンテンポラリー・アート2002 ｣ 省谷美

術、ソウル、韓国 

 ｢現代・版展｣ 芸術の森美術館、北海道 

 ｢ 現代の人間像＜わたし＞という存在証明｣ 北海道立近代美術館、北海道 

2000 ｢ ガーデン 現代美術をとおしてみる後楽園｣ 後楽園、岡山 

 ｢アートで学ぼうアートで遊ぼう｣ 広島市現代美術館、広島 

 ｢夏草や兵どもが夢の跡 日本の現代美術｣ ヴ ァルトシー会館、ベルリン・ドイツ 
他巡回 



1999 ｢日本の現代写真展｣ ベルリン近代美術館、他ドイツ国内を巡回 

1998 ｢ どないやねん！現代日本の想像力｣ フランス国立高等美術学校、パリ、フランス 

 ｢ 加害／被害｣ 板橋区立美術館、東京 

 ｢アート遊園地｣ 伊丹市立美術館、兵庫 

 ｢ アート／生態系｣ 宇都宮美術館、栃木 

 ｢メディア・ローグ－日本の現代写真'98 ｣ 東京都写真美術館、東京 

1997 ｢ ＜私＞美術のすすめ- 何故＜WATAKUSHI ＞は描かれたか- ｣ 板橋区立美術館、東

京 

 ｢アートは楽しい8 －複製時代｣ ハラミュージアムアーク、群馬 

1996 ｢ 心を癒す植物－アート・ボタニカル・ガーデン｣ 目黒区美術館、東京 

 ｢写楽再見｣ 国際交流フォーラム／東京 以後、海外巡回 

 ｢現代東京版画事情- 伝統と逸脱- ｣ 町田市立国際版画術館、東京 

1995 ｢ 今日のプリントアート展｣ 北海道立帯広美術館、北海道 

 ｢50 年後 彼らはなぜ戦争を表現するのか｣ 徳島県立近代美術館 

 ｢未来のノスタルジー- 山形・同時代作家展- ｣ 山形美術館、山形 

1994 ｢ 現代の版画'94 ｣ 渋谷区立松涛美術館、東京 

 ｢ 時間／美術 20 世紀美術における時間の表現｣ 滋賀県立近代美術館 

 ｢人間の条件－私たちは、どこへ向かうのか。｣ 青山スパイラルガーデン、東京、

芦屋市立美術博物館、兵庫 

 
 
ワークショップ 

2016 ｢未来に贈る種子プロジェクト 高校生×現代美術｣ 茅野市美術館、長野 

2015 ｢太田三郎さんと切手を作って遊ぶ｣ だがしや楽校こども部、山形 

 ｢太田三郎さんと切り張り絵本をつくろう！｣ NPO法人公益のふるさと創り鶴岡、
山形 

 ｢バードネット・パーツを作ろう｣ 岡山県立美術館、岡山 

 ｢太田散歩 未見の星座 地域とつながるプログラム｣ 東京都現代美術館、東京 

  ｢ストラップを作ろう｣ 岡山県立津山工業高校デザイン科、岡山 

2014 ｢太田散歩- 六甲の種を探す小さな旅- ｣ 六甲山、兵庫 

 ｢種でストラップを作ろう｣ COHJU contemporary art、京都 



 ｢旅たちの京都ー鴨川の種子を探そう｣ 京都市美術館、京都 

2012 ｢戦争と平和｣ 岡山芸術回廊ワークショップ、岡山 

2011 ｢紙漉きワークショップ｣ 岡山県立津山工業高校デザイン科、岡山 

2010 ｢手漉き葉書をつくろう ROKKO MEETS ART　芸術散歩2010｣ 六甲山一帯 、兵庫 

2009 ｢太田さんと作ろう- 海辺の漂着物がアートグッズに変身！- ｣ 温海ふれあいセン
ター、山形 

 ｢だがしや楽校特別編ワークショップ｣ アトリエ月の山、山形 

 ｢アートグッズをつくろう｣ 勝山文化往来館ひしお、岡山 

 ｢太田三郎 紙漉きアートワーク｣ 肘折温泉街、山形 

2008 ｢第6回おかやま県民文化祭 蝶の凧をつくろう｣ 津山市中心市街地、岡山 

 ｢コラージュ・ブックをつくろう｣ 勝山文化往来館ひしお、岡山 

 ｢太田三郎プロデュース 鳥取スローポスト開局！｣ 鳥取県立博物館、鳥取 

 ｢世界はつながっている、海からの贈り物Part-2｣ さかた街なかキャンパス、山形 

 ｢山形学 地域連携講座 アートでまちを再発見｣ 山形 

 ｢集めることがアートになる？｣ 鶴岡アートフォーラム、山形 

 ｢太田三郎とつくる展覧会 ワークショップ｣ 大原美術館、岡山 

2007 ｢種子を探す小さな旅｣ あーとらんどギャラリー、香川 

 ｢ 世界はつながっている、海からの贈りPart-1｣ さかた街なかキャンパス、山形 

 ｢山形学 地域連携講座 アートでまちを再発見｣  

2006 ｢飯森山からこんにちは｣ 酒田市美術館、山形 

 ｢四国遍路お接待プロジェクト｣ アート蔵、愛媛 

 ｢まちへの視線ワークショップ｣ ヤマガタ蔵プロジェクト、山形 

2005 ｢バードネット・イン・酒田市美術館｣ 酒田市美術館、山形 

 ｢招福・大黒様入り葉書を作ろう｣ 鶴岡市山王通り商店街、山形 

 ｢エアメイルプレーンを作ろう｣ 八幡浜市民ギャラリー、愛媛 

 ｢BLACK× WHITE｣ 広島市立大学、広島 

 ｢種子を探す小さな旅｣ 岡山県天神山文化プラザ、岡山 

 ｢多々良沼ボタニー・プロジェクト｣ 群馬県立館林美術館、群馬 

 ｢バードネット｣ 京都芸術センター、京都 

2004 ｢バードネット―世界はつながっている｣ 丙申堂、山形 



 ｢きって みて はなそ｣ さかた街なかキャンパス、山形 

 ｢森の人講座・種子の標本づくり｣ つるおかユースホステル、山形 

2003 ｢世界へ飛ばそう、ひらかたの種｣ 枚方市立御殿山美術センター、大阪 

 ｢いのちを考える　太田三郎と中学生たち｣ 伊丹市立美術館、兵庫 

 ｢種子入りハガキを作ろう｣ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレプレイベ
ント、新潟 

 ｢シードプロジェクト フロム 熊野｣ 那智山青岸渡寺尊勝院、和歌山 

2002 ｢森のポストカード｣ 美濃加茂市民ミュージアム、岐阜 

2001 ｢種子入りハガキを作ろう｣ 金沢市民芸術村、石川 

2000 ｢Bird Seed Project｣ 後楽園、岡山 

 ｢顧客番号で作るオリジナル・ステーショナリー｣ CCGA現代グラフィックアート
センター、福島 

1999 ｢Nagi Project 2000｣  奈義町現代美術館、岡山 

1998 ｢Butterfly Kites｣ 伊丹市立美術館、兵庫 

 ｢SEED PROJECT from HIROSHIMA｣ 広島市現代美術館、広島 

 ｢シード・プロジェクト　名刺による種の散布｣ 宇都宮美術館、栃木 

 ｢切手倶楽部｣ 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川 

 ｢自分の顔の切手をつくろう｣ 津山市立東小学校、岡山 

1997 ｢Stamp Garden｣ ハラミュージアムアーク、群馬 

1996 ｢街の中の植物たち・関係図・発見！｣ 目黒区美術館、東京 

1994 ｢エンジョイアート・わたしの切手｣ 奈義町現代美術館、岡山 

 ｢日常即美術也｣ 世田谷美術館、東京 
 

講演会 

 「田代卓展」記念講演出演、オリエンタルデザインギャラリー、オリエンタルホ
テル広島、広島 

 

 

 

パブリックコレクション 

 文化庁 

 国際交流基金、東京 

 東京国立近代美術館、東京 

 京都国立近代美術館、京都 



 北海道立帯広美術館、北海道 

 和歌山県立近代美術館、和歌山 

 徳島県立近代美術館、徳島 

 西宮市大谷記念美術館、兵庫 

 山形美術館、山形 

 町田市立国際版画美術館、東京 

 美濃加茂市民ミュージアム、岐阜 

 広島市現代美術館、広島 

 板橋区立美術館、東京 

 奈義町現代美術館、岡山 

 斎藤記念川口現代美術館、埼玉 

 横浜美術館、神奈川 

 大原美術館、岡山 

 財団法人 神奈川芸術文化財団、神奈川 

 財団法人 切手の博物館フィラテリーセンター、東京 

 CCGA現代グラフィックセンター、福島 

 環境芸術ネットワーク 虹の美術館、静岡 

 アルベルティーナ版画美術館、ウィーン 

 国立ドレスデン版画素描館、ドイツ 

 釜山市立美術館、韓国 

 ソウル国立現代美術館、韓国 

 岡山市立御野小学校、岡山 

 富山県入善町、富山 

 山形県寒河江市、山形 

 
 
受賞歴 

2016 ｢第74回 山陽新聞賞（文化功労）｣  

 ｢第17回 横武文化賞｣ 

2013 ｢第4回創造する伝統賞｣  

2009 ｢第10回福武文化奨励賞｣  



2000 ｢平成12年岡山県芸術文化賞｣ 凖グランプリ 

 


