
木原千春　略歴
1979 年  山口県生まれ

【個展】
1999年  ギャラリー伝（東京）
2001年  Gallery Kitamura/ 企画：舟越桂（東京）
Space kobo&tomo（東京）
2004年  柏わたくし美術館（千葉）
2005年 『木原千春の世界展』神戸わたくし美術館（兵庫）
2007年 『木原千春展＋トークショー◇ヨシダヨシエ ×木原千春』シブヤ西武（東京）
             『HEART2007』個展・グループ展 /企画：山口県立美術館・山口県文化連盟・山口県教育委員会（山口）
             『木原千春展 - ANA MEETS ARTS』羽田空港 /企画：全日本空輸株式会社（東京）
2008年  現代 HEIGHTS Gallery DEN（東京）
             札幌丸井今井（北海道）
             そごう神戸（兵庫）
2009年  天満屋広島 (広島 )
             『木原千春展＋ライブペインティング＋トークショー◇山下祐二 ×木原千春』シブヤ西武（東京）
             そごう神戸（兵庫）
2012年  『Vitalism』ロイドワークスギャラリー（東京）
2013年  『VitalismⅡ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2015年  『VitalismⅢ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2016年  『VitalismⅣ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2017年  『VitalismⅤ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2018年  『木原千春の世界 II-三浦徹コレクション展』神戸わたくし美術館（兵庫）
『VitalismⅥ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2019年  『VitalismⅦ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2020年  『VitalismⅧ』ロイドワークスギャラリー（東京）
2021年  『VitalismIX』ロイドワークスギャラリー（東京）
　
【グループ展】
2006年 『VOCA2006』上野の森美術館（東京）
             『BAS 06』Bunkamura Gallery（東京）
2007年  『Hommage 中村正義 -没後３０年特別企画』羽黒洞（東京）
2009年  『コンテンポラリーアートフェア～シブヤスタイル～ vol.3』シブヤ西武（東京）
2010年  『Visage vol.2』GALLERY MoMo Ryogoku（東京）
2014年   『CORES+4 北村佳奈 木原千春 正木美穂 宮入あかね』ロイドワークスギャラリー（東京）
2015年   『サンフェイス』ユニクロ池袋サンシャイン 60通り店 ×アーティストコラボプロジェクト（東京）
              『新収蔵作品展』アーツ前橋ギャラリー 1（群馬）
              『ペコちゃん展』平塚市美術館（神奈川）
              『是々非々 展』spiral（東京）
2016年  『ブレイク前夜展』spiral（東京）
2017年  『アニマル展』Bunkamura Gallery（東京）
              『夏目漱石生誕 150周年記念 / 現代作家 70名が描く、つくる ~吾輩の猫展』佐藤美術館（東京）
2018年  『ブレイク前夜』Bunkamura Gallery（東京）
              『Directors’ Selection ‒ FOCUS』TEZUKAYAMA GALLERY（大阪）
2019年  『ブレイク前夜 ×六本木ヒルズ』ADギャラリー（東京）
              『We Love 暁斎展』ぎゃらりぃ秋華洞（東京）
2020年  『ブレイク前夜展 ×GINZA SIX』Artglorieux（東京）
              『ブレイク前夜 ×代官山ヒルサイドテラス 小山登美夫セレクション』ヒルサイドテラス（東京）
2021年  『Aap2021』ロイドワークスギャラリー（東京）
              『One FACE展』ロイドワークスギャラリー（東京）
              『Art and Pulse 展』Gallery A8T（仙台）
             『ブレイク前夜展』大丸東京店（東京）
             『ブレイク前夜 in 仙台』Gallery A8T（仙台）
2022年  『AaP2022』ロイドワークスギャラリー（東京）
【アートフェア】
2012年  『ULTRA004～エマージングディレクターズ アートフェア』スパイラルビル（東京）
2012-2015 年 ART OSAKA ロイドワークスギャラリー（大阪）
2014年  Asia Contemporary Art Show ロイドワークスギャラリー（香港）
2016年  ART in PARK HOTEL TOKYO ロイドワークスギャラリー（東京）
2018年  art on paper（ニューヨーク）
              ART TAIPEI（台北）
              ART MIAMI（マイアミ）
2020年  『3331 ART FAIR 2020』3331 Arts Chiyoda（東京）
【受賞】
2009年 第 64回山口県美術展覧会 佳作
             第 13 回前橋アートコンペライブ 2009 グランプリ
【パブリックコレクション】   
アーツ前橋
星野リゾート 界 長門
【その他】
BSフジ『ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～』出演 (2016 年 9月 13日放送 )
日本テレビ『THE ART HOUSE～そのアートは 100年後に残せるか～』出演（2022年 3月 5日放送）



鈴木一世　略歴
2001 年生まれ、仙台市出身

【個展・グループ展】
2018年　個展『PRE』瀬戸勝ビル（宮城）
2019年　個展『SYMBOL』瀬戸勝ビル（宮城）
　　　　　個展『BRAINWASHING』GALLERY b. TOKYO（東京）
　　　　　個展『VEGALTA SENDAI25thxISSEI SUZUKI EXHIBITION 』仙台ユアテックスタジアム（宮城）
2020年　個展『HASHTAG』GALLERY b. TOKYO（東京）
　　　　　個展『BREAK OF DAWN』MDP GALLERY（東京）
2021年　個展 『SYMPATHY』藤崎 ( 宮城県 )
　　　　　グループ展『AaP 2021』ロイドワークスギャラリー (東京 )
　　　　　個展『Diversity」ロイドワークスギャラリー (東京 )
　　　　　グループ展『One FACE』 ロイドワークスギャラリー (東京 )
　　　　　グループ展『WHITE 8 ROSE』 MDP GALLERY ( 東京 )
　　　　　グループ展『Art and Pulse 展』 GALLERY A8T ( 宮城 )
　　　　　個展『Fusion」GALLERY A8T ( 宮城 )
　　　　　グループ展『ブレイク前夜 in 仙台』 GALLERY A8T ( 宮城 )
2022 年　グループ展『AaP 2022』ロイドワークスギャラリー (東京 )
　　　　　個展『LAYER』ロイドワークスギャラリー (東京 )

【その他】
・Monkey Majik の Blaise Plant の醸造によるワインのラベルデザイン担当（2019年、2022年）
・BSフジ『 ブレイク前夜 ～次世代の芸術家たち～』に最年少で出演（2020年 2月 25日放送）
・ARABAKI ROCK FES.20 グッズコラボ（2020年 4月）
・レザーブランド TIDE とのプロジェクト『ARTIDE』に 5人のアーティストのうちの１人として参加
・月刊美術、アートコレクターズ、月刊ギャラリー等 メディア掲載多数



亀山晴香　略歴
1998 年生まれ 宮城県出身
東北芸術工科大学美術科洋画コース 卒業 
東北芸術工科大学大学院芸術文化専攻絵画領域 修了

「娯楽」と「矛盾」をキーワードに、玩具などを用いて作られたジオラマ写真と
キャラクターのアナログペインティングを融合した作品や、スマートフォン用 画像加工アプリを
制作技法として加える 作品などを主に制作している。 描画されたキャラクターや加工されたモチーフが
持つ見た目的なポップさとは 裏腹に与えられた 不遇な設定や奇妙さを作品の中で一緒くたにすることで、
 善し悪しが面白さとして一纏めにされ たある種の幼児向けアニメのような 軽快かつ娯楽的な世界観を展開している。

【グループ展】
2022年 「PSYCHE」Marco Gallery( 大阪 )
2022 年 「nidomemashite」和田画廊 (東京 )
2021 年 「Visions in mind」MEDEL GALLERY SHU( 東京 )
2021 年  GALLERYA8T「Pre-OpeningEXHIBITION」( 仙台 )
2020 年  東京都美術館 東北芸術工科大学卒業・修了展「鹿逐う者は 山を見ず」(東京 ) 
　　　　  東北芸術工科大学卒業制作展 (山形 )
2019 年 新宿眼科画廊「ポートフォリオ選抜展」(東京 )
2019 年 「ART FAIR3331」出展 ( 東京 )

【個展】
2022年 「Blooming」REIJINSHA GALLERY( 東京 ) 2021 年 「hi,」GALLERY TURN ANOTHER ROUND( 仙台 )

【受賞】
2020年  東北芸術工科大学卒業制作展洋画コース優秀賞
2022年  東北芸術工科大学大学院修了制作展芸術工学研究科優秀賞


