
 

荒木 由香里 
1983年 三重県生まれ 愛知県在住 
 
 
ステイトメント 
　身の回りに何気なくある既製品、言葉や先入観、すべてのものを構えることなく捉え、形や特徴を

　生かし、創り上げること。 
 
　物や空間や人との偶然の出会いを大切にすること。 
　いろんなものを引き寄せ合い、星のように作品をつくること。 
　巫女のように見えない物を表現すること。 
　雲のようにいろんな形を生み出すこと。 
　より良く生きるために作品を創ること。 
　 
学歴 

2006 名古屋芸術大学 美術学部 造形科 研究生 修了 

2005 名古屋芸術大学 美術学部 造形科 造形選択コース 卒業 

 
 
 
個展 

2017 ｢三河・佐久島アートプラン21 星を想う場所｣ 佐久島、愛知  

2016 ｢ 眼差しの重力｣ LOKO Gallery、東京 

2015 ｢ F、その周辺。｣ アイン ソフ ディスパッチ 、名古屋 

2014 ｢すべてのものの半分はイメージで出来ている。[鳥とハイヒール] ｣ アイン ソフ 
ディスパッチ 、名古屋 

2013 ｢Existence｣ アイン ソフ ディスパッチ 、名古屋 

2012 ｢Category｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 

 ｢APMoA Project ARCH 何ものでもある何でもないもの｣ 愛知県美術館、名古屋 

2011 ｢Epistemology｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 

 ｢あいちアートプログラム- 星を想う場所- ｣ 新谷海岸、弁天サロン、佐久島 愛知 

 ｢Constellation｣ studio J 、大阪 

2010 ｢circus｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 

2009  ｢waltz｣ studio J 、大阪 

2008 ｢海ヨリキタリテ｣ 弁天サロン、佐久島、愛知 

 ｢ 荒木由香里展｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 



 

 ｢Tiny tiny garden｣ 足助病院、愛知 

 ｢荒木由香里展｣ 伊勢現代美術館、三重 

 ｢荒木由香里展｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 

 
 
 
グループ展 

2018 ｢Art in Park Hotel Tokyo｣パークホテル東京26、27階、東京 

 ｢今、注目すべき若手アーティスト20名のグループ展」Hotel Anteroom Gallery 9.5、
京都 

2016  ｢Sky overⅢ｣ アートラボ愛知、名古屋 

 ｢あいちからの発信/ 発進 - あいちから世界へ- ｣ ギャラリー矢田ライブ、名古屋 

 ｢Art OSAKA 2016｣ ホテルグランヴィア大阪26階、大阪 

 ｢リフレクション｣ 岐阜県現代陶芸美術館、岐阜 

2015 ｢ジ・アートフェア＋プリュス－ウルトラ｣ スパイラル、東京 

 ｢ART NAGOYA 2015｣ ウェスティンナゴヤキャッスル、名古屋 

 ｢侘寂島｣ HANGAR H18、ブリュッセル、ベルギー 

 ｢連茎する現代アート｣ 名古屋市芸術創造センター、名古屋 

 ｢あいちアートプログラム  豊穣なるもの-現代美術 in豊川｣ 豊川信用金庫旧いなり

支店 、豊川、愛知 

 ｢三重の新世代 2015｣ 三重県立美術館、三重 

2014 ｢7TYPES×2｣ 松坂屋名古屋店美術画廊、名古屋 

 ｢名古屋芸術大学OBOG展｣ Art & Design Center、愛知 

 ｢大ドイツ展 Grossartige Deutschland Ausstellung｣ studio J、大阪 

2013 ｢The ART Museum｣ ミッドランドスクエア、名古屋 

 ｢-現代美術は今-SEVEN TYPES｣ 松坂屋名古屋店美術画廊、名古屋 

 ｢女性アーティストたちの視点｣ 阪急うめだ本店、アートステージ、大阪 

 ｢解ける魚-現実のつづき-｣ 京都精華大学ギャラリーフロール、ギャラリーパルク、

京都 

2012 ｢＋プリュス：ジ・アートフェア003｣ スパイラ、東京 

 ｢ ART NAGOYA 2012｣ ウェスティンナゴヤキャッスル、名古屋 



 

 ｢アートをおうちに持ち帰る。新しくて、楽しくて、温かい毎日が始まる。展｣ 銀
座三越画廊 、東京 

 ｢View｣ アートラボあいち、名古屋 

 ｢大イタリア展 Viva italia!｣ 心斎橋スタンダードブックストア、studio J 、大阪 

 ｢アート京都 2012｣ ホテルモントレ京都、京都 

2011 ｢ヨッちゃんビエンナーレ2011｣ de sign de、大阪 

 ｢ ART OSAKA 2011｣ ホテルグランヴィア大阪、大阪 

2010 ｢エマージング・ディレクターズ・アートフェア：ウルトラ003｣ スパイラル、東京 

 ｢NAVIGATION 庄司達退官記念展｣ 文化のみち橦木館、名古屋 

 ｢群馬青年ビエンナーレ2010｣ 群馬県立近代美術館、群馬 

 ｢MOOK｣ アイン ソフ ディスパッチ、名古屋 

 ｢あいちアートの森 佐久島プロジェクト- 雛の祭り- ｣ 弁天サロン、佐久島、愛知 

2009 ｢ヨッちゃんの部屋 vol.4 アトリエの音楽展｣ 大阪造形センター、大阪 

 ｢エマージング・ディレクターズ・アートフェア：ウルトラ002｣ スパイラル、東京 

 ｢VANTAN TOKYO｣ Galerie EOF、パリ 

 ｢ART OSAKA 2009｣ 堂島ホテル、大阪 

 ｢越後妻有アートトリエンナーレ｣ 十日町病院、新潟 

 ｢アーツチャレンジ2009｣ 愛知芸術文化センター、名古屋 

 ｢眼差しと好奇心 vol.5｣ Soka Art Center、台北、台湾 

2008 ｢今年もちょっとよりみち｣ T.A.G. IZUTO、名古屋 

2007 ｢今年もちょっとよりみち｣ T..A.G. IZUTO、名古屋 

 ｢十三粒のヘソのゴマ展｣ 東山荘、名古屋 

2006 ｢今年もちょっとよりみち｣ T.A.G. IZUTO、名古屋 

 ｢ホームメイド｣ プラスギャラリー、愛知 

2005 ｢dine.ex｣ Art & Design Center、愛知 

 ｢ちょっとよりみち｣ T.A.G. IZUTO、名古屋 

2004 ｢G-U｣ Art & Design Center、愛知 

2003 ｢まちなかアート｣ 西春町、愛知 



 

 ｢ の素｣ Art & Design Center、愛知 

 ｢月の茶会｣ 佐久島、愛知 

 
コレクション 

 佐久島 

 
出版物 

2015 ｢MYY BOOKS｣ 美術家・荒木由香里、グラフィックデザイナー・白澤真生、フォ
トグラファー・尾崎芳弘の3人によるアートブックユニット 

 
ワークショップ 

2015 ｢へんてこえんぴつキャップ～オブジェにもなるよ！｣ 豊川市一宮生涯学習会館、
愛知 

2014 ｢大きなお面をつくろう。｣ 御油小学校、愛知 

2012 ｢世界に一つだけ！オリジナル人形をつくろう。｣ 岐阜県現代陶芸美術館、岐阜 

2011 ｢星をつくろう。｣ 弁天サロン、佐久島、愛知 

2009 ｢風景画を描こう。｣ やさしい家、新潟 

2008 ｢サクシマのイキモノをつくろう。｣ 弁天サロン、佐久島、愛知 

2007 ｢ゴミで植物をつくろう。｣ 伊勢現代美術館、三重 

 
 
 


