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教 育 ・ 研 究 業 績 書 

 

2022年  4月  16日 

森 英顕 

 

◆ 教育上の能力に関する事項 

１．教育方法の実践例  

（1）熊本デザイン専門学校における総合デザイン論の実施 

（概要）総合デザイン論では、デザインに関わる様々な活動をしている人々をゲストに迎え授業を組み立てており、その一人とし

て、授業を担当している。授業内容は「INDEX-WORKS -彫刻制作を通して見えるもの-」と題し、彫刻概論から彫刻と社会の関わり

までを自身の活動を交えながらプレゼンし、幅広い視野を涵養できるよう組み立てた講義である。 

（2）崇城大学における木彫実習の実施 

（概要）木彫実習は、木彫の材料である原木の買い付けから人間の手による重量物の移動・運搬の実践、木という素材の持つ要素・

特性と向き合う中で木彫の基本的な技術を知り、対象から得る視覚情報と手接触を通した身体感覚を一致させ体性感覚を身に付け

ることにより、汎用的造形力・表現力を体得し、各自の表現活動に生かすことのできる能力を養うことを目的とした実習である。

また、私が招聘作家として参加した「第 19回那須野が原国際芸術シンポジウム in大田原」において、開催場所の大田原市芸術文

化研究所から彫刻といった制作の現場を知ることを目的としたYouTube配信のリアルタイム講義を行った。（2018年7月） 

（3）崇城大学における共通立体実習（彫刻）の実施 

（概要）共通立体実習（彫刻）は、彫刻専攻以外の学生も対象にした立体造形の基礎を学ぶカリキュラムである。人体の頭部をモ

デルとし、粘土による制作を通して観察力を実践的に養うことを目的とする。 

（4）崇城大学における視覚造形演習ⅡAの実施 

（概要）視覚造形演習ⅡAは、視覚芸術コースの学生を対象とした立体造形の基礎を学ぶカリキュラムである。造形素材の扱い方と

してシリコンを用いた型取り、石膏のキャスティングとカービング、木材彫刻では自由な着想を立体形象に置き換える手法として

角材を用いた寄木造りによる幾何学的量塊配分と、鑿と鋸による木彫り作業を通しカービング技法を実践することで造形の基礎を

習得することを目的とする。 

（5）崇城大学における視覚造形演習ⅢBの実施 

（概要）視覚造形演習ⅢBは、視覚芸術コースの学生を対象とした造形の基礎及び応用を学ぶカリキュラムである。作品制作では各

自撮影した写真を木板へデカルコマニー（転写技法）することで、新たな作品表現として再構成していく。多数の写真を組み合わ

せ、空間構成する課題に取り組むことにより、写真 1 枚の表現に現れる各論的な作品コンセプトから意識的に距離を置き、個人総

体としての表現・アイデンティティを客観的に認識させることを目的とする。 

（6）崇城大学におけるコンピューター演習の実施 

（概要）コンピューター演習は、美術を学ぶ学生を対象に基礎的なコンピューターの操作と、《アートのためセルフ・ディレクショ

ン》をテーマに実際に応用できる力を身に付ける。模擬的にセルフ（自分自身）で自分自身の展覧会（個展）をディレクション（制

作・進行・管理）することで、アート・ワールドの構造や表現活動におけるプロジェクトの流れと全体像を把握し、汎用的能力の習

得としてWord・Photoshop・Illustrator等のアプリケーションソフトを使用し、デジタル及び紙媒体への出力・印刷データの作成

方法を習得することを目的とする。 

（7）崇城大学における学外活動の実施 

（概要）私が制作協力（生立木への仏像33体の彫刻制作および保守委託、つなぎ美術館／熊本）を請け負っている熊本県芦北郡津

奈木町のパブリックアート《達仏》の公開メンテナンス作業に学生が参加、メンテナンスのプロセスだけではなく、つなぎ美術館

や津奈木町役場といった自治体との交流など、地域課題を知るフィールドワークの場に携わる機会を提供した。（2019 年 5 月～現

在） 

熊本市の大慈禅寺において、熊本地震による被害を受けた文化財の修復に学生が参加。熊本地震における文化財被害の現状を知り

地域の歴史と文化を学ぶ機会とし、今後も学生が修復活動に協力するプロジェクトのアシストを行っている。（2018年11月～現在） 

２．作成した教科書，教材  

適宜、授業に合わせてテキストを作成、教材として使用。 
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３．教育上の能力に関する大学等の評価  

（1） 熊本デザイン専門学校（2016年度～現在）で継続的な非常勤講師依頼あり 

（2） 崇城大学（2018年度～現在）で継続的な非常勤講師依頼あり 

 

４．実務の経験を有する者についての特記事項  

なし 

５．その他  

なし 

◆ 職務上の実績に関する事項 

１．資格，免許  

（1）有機溶剤作業主任者技能講習 修了 2002年9月 

（概要）「有機溶剤作業主任者」とは、①作業に用いる有機溶剤による汚染や溶剤の吸入を防いだ作業方法を決定し、従事労働者の

作業を指揮するほか、②局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置の点検、③保護具の使用状況の監視、④タン

クの内部における作業の有機溶剤中毒防止措置が講じられていることの確認をする責任者である。（有機溶剤購入・管理のために取

得） 

（2）中学校教諭1種免許状（美術） 2004年3月 

（3）高等学校教諭1種免許状（美術） 2004年3月 

（4）アーク溶接の業務に係る特別教育 修了 2005年7月 

（概要）労働安全衛生法第５９条及び同規則第３６条の規定に基づき、事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等

の業務に労働者を従事させるときは、当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないと定められている。 

（5）ガス溶接技能講習 修了 2005年7月 

（概要）可燃ガスであるアセチレンガス等及び支燃ガスである酸素を使用して行うガス溶接等の作業に従事する方は、正しい溶接

装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務付けられてい

る。 

（6）玉掛け技能講習 修了 2007年7月 

（概要）制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事

する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務づけられている。 

（7）床上操作式クレーン運転技能講習 修了 2007年9月 

（概要）つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなけれ

ばならないことが義務づけられている。 

（8）中学校教諭専修免許状（美術） 2009年3月 

（9）高等学校教諭専修免許状（美術） 2009年3月 

２．特許等  

なし 

３．実務の経験を有する者についての特記事項  

≪口頭発表≫ 

（1） 「熊本アーティスト・インデックスScene2」関連プログラム アーティスト・トーク 

熊本市現代美術館ギャラリーⅢ／熊本（主催／熊本市・熊本市美術文化振興財団） 2012年5月4日 

（概要）展覧会「熊本アーティスト・インデックスScene2」に出品している作家が、自身の制作・作品に関してのトークイベント。 

（2） 「I Have a Dream 森英顕彫刻展」関連プログラム アーティストトーク  

つなぎ美術館／熊本（主催／津奈木町 つなぎ美術館） 2018年4月28日 

（概要）展覧会「I Have a Dream 森英顕彫刻展」に出品している作品や制作・思考に関してのトークイベント。 

（3） 「自由になるためのアートミーティング」 パネルディスカッション 2019年 3月30日 

蔦屋書店 熊本三年坂／熊本 （主催／アートミーティング実行委員会） 
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（概要）海外のアーティスト・イン・レジデンスや芸術のシンポジウムに参加した熊本で活動する３人のアーティストが、自らの

活動を通して感じたアートの魅力と可能性を伝え、「言葉のセッション」を通して今を生きぬく力と未来への希望を探るパネルデ

ィスカッション。 

参加アーティスト 佐野 直（絵画） しまうち みか（現代美術） 森 英顕（彫刻）ゲストモデレーター 下城 賢一 

（4） 「第 4回ゆくはし国際公募彫刻展 ゆくはしビエンナーレ 2023 アートフォーラム」 基調講演およびトークセッション 2022年

3月13日 

コスメイト行橋／福岡 （主催／ゆくはし国際公募彫刻展実行委員会） 

（概要）木彫作家2名と行橋市の中心市街地活性化を目指した街のコンセプトづくりに取り組む廣川准教授による「地域とアート」

をテーマとしたトークセッション。 

講師 森英顕(彫刻家) 宮崎みどり(彫刻家) 廣川祐司(北九州市立大学地域創生学群准教授) 

≪ワークショップ／アート・ディレクション／その他≫ 

（1） 「日韓友情年記念那須野が原国際彫刻シンポジウムin大田原2005」アシスタント 

（概要）（制作に関わるアシスタント業務と、木彫作品の公開制作） 2005年7月 

（2） 「第65回熊本県美術協会展」展覧会委員・審査 ※以後毎年 2010年4月 

（3） 「峯田敏郎木彫展・子どもたちとのワークショップ」 相生森林美術館／徳島 ワークショップ助手 2011年11月 

（概要）彫刻家・峯田敏郎と地元小学生とのワークショップ補佐 

（4） 「第4回山鹿・湯の端美術展森英顕彫刻展・公開制作〔記憶の波紋-時の啓蟄-〕」 山鹿・天聽の蔵／熊本 2012年5月 

（概要）木彫公開制作 

（5） 「天聽マルシェvol.2 木のワークショップ・木で動物を作ろう」山鹿・天聽の蔵／熊本 2012年11月 

（概要）木彫ワークショップ 

（6） 「第89回白日会展」彫刻部審査委員 2013年9月 

（概要）彫刻部の審査 

（7） 「鶴田一郎美人画の世界～山鹿燈籠美人画25年の軌跡～」 山鹿・天聽の蔵／熊本 2013年9月 

（概要）展覧会のアート・ディレクションを担当 

（8） 「天聽マルシェ vol.5 木のワークショップ・写真を木の板に転写しよう －フォトパネル・看板を作る－」 山鹿・天聽の蔵／

熊本 2013年11月 

（概要）ワークショップ 

（9） 「天聽マルシェ vol.6 木のワークショップ・写真を木の板に転写しよう －フォトパネル・看板を作る－」 山鹿・天聽の蔵／

熊本 2014年3月 

（概要）ワークショップ 

（10） 「木のワークショップ・フォトパネル・看板を作ろう －木の板に写真を転写する－」 島田美術館／熊本 企画／島田美術館 

2014年4月 

（概要）ワークショップ 

（11） 「木のワークショップ・フォトパネル・看板を作ろう －木の板に写真を転写する－」 島田美術館／熊本 ※対象：熊本市図工

友の会 企画／島田美術館 2014年6月 

（概要）熊本市図工友の会対象のワークショップ 

（12） 「永田砂知子 波紋音コンサート＠泰勝寺」 泰勝寺／熊本 企画／なかお画廊 2014年7月 

（概要）アート・ディレクションとして協力 

（13） 「木造薬師如来坐像 制作」 山都町下名連石・金福寺／熊本 2015年5月 

（概要）金福寺本尊、平安末期作木造薬師如来坐像(熊本県指定文化財第56号)の復刻（再制作） 

（14） 「生きるチカラ 木下晋展」なかお画廊／熊本 企画／なかお画廊 2015年10月 

（概要）企画運営として協力 

（15） 「対談 老いを見つめて 山田 太一（作家）×木下 晋（画家）」法泉寺／熊本 企画／なかお画廊 2015年10月 

（概要）企画運営として協力 

（16） 「岳麓寺跡 現地調査」 岳麓寺（廃寺）／熊本 2015年12月 

（概要）調査者として参加 

（17） 「三沢厚彦 ANIMALS in 熊本」 熊本市現代美術館／熊本 2017年6月 

（概要）インストーラーとして参加 

（18） 「三沢厚彦 ANIMALS in 熊本 木彫ワークショップ」 熊本市現代美術館／熊本 2017年7月 

（概要）ワークショップ補佐 

（19） 《達仏》「西野達 ホテル裸島 リゾート・オブ・メモリー」 つなぎ美術館／熊本 企画／つなぎ美術館 2017年10月 
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（概要）委託事業：「西野達」《達仏》制作協力（生立木群に仏像23体を彫刻制作する。） 

（20） 「三沢厚彦 アニマルハウス 謎の館」 松涛美術館／東京 2017年10月 

（概要）インストーラーとして参加 

（21） 「西野達」《達仏》パブリックコレクション制作 津奈木町役場北側／熊本 企画／つなぎ美術館 2018年6月 

（概要）委託事業：「西野達」《達仏》制作協力（新たに追加する仏像10体の彫刻制作） 

（22） 「三沢厚彦 ANIMALS IN YOKOSUKA」横須賀美術館／神奈川 2018年6月 

（概要）インストーラーとして参加 

（23） 「黒木タクシー」 FMK／熊本（ラジオ）2018年6月 

（概要）ラジオ番組のゲスト出演。「I Have a Dream 森英顕彫刻展」つなぎ美術館／熊本（主催／津奈木町 つなぎ美術館）につ

いてのトーク。 

（24） 「鶴田一郎の世界展 －山鹿灯籠まつりポスター制作30周年記念展－」 山鹿・天聽の蔵／熊本 2018年11月 

（概要）展覧会のアート・ディレクションを担当 

（25） 「現代アート作品《達仏》の公開メンテナンス（第1回）」 津奈木町役場北側・みんなの森／熊本 企画／つなぎ美術館 2019年

5月 

（概要）委託事業：「西野達」《達仏》の公開メンテナンス 

（26） 「現代アート作品《達仏》のメンテナンス（第2回）」 津奈木町役場北側・みんなの森／熊本 企画／つなぎ美術館 2020年5月 

（概要）委託事業：「西野達」《達仏》のメンテナンス 

（27） 「現代アート作品《達仏》のメンテナンス（第3回）」 津奈木町役場北側・みんなの森／熊本 企画／つなぎ美術館 2021年7月 

（概要）委託事業：「西野達」《達仏》のメンテナンス 

（28） 「木下晋×村田喜代子 トークショー in KUMAMOTO」 パレアホール（鶴屋東館10F）／熊本 主催／木下晋 × 村田喜代子トーク

ショー in 熊本実行委員会 2022年3月 

（概要）企画運営として協力 

４．その他  

◆ 研究業績等に関する事項 

１．学位論文  

（1） 森英顕 「《円‐MADOKA‐》現代社会に於ける彫刻表現」 

崇城大学大学院芸術研究科修士課程美術専攻 2005年度修了研究 

（概要）本論では、修了作品である《円 －MADOKA－》の制作プロセスを記述し、触覚芸術である彫刻を通して知覚と実在との結

び付きを概観することにより、現代社会における彫刻の可能性について述べる。制作の中で自分の体を通した感覚、「手で感じる」

「手で学ぶ」「手で伝える」3 つの行為の重要性を述べ、「彫刻の在り方」の探求について考察し、結語では制作の中で生命感溢れ

る一つの彫刻として生み出すことの重要性を述べるものである。 

（2） 森英顕 「社会に於ける木造彫刻の可能性についての一考察」 

筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程 2008年度修士論文 

（概要）本論では、彫刻概念の現状と、制作者・鑑賞者それぞれの視点から知覚に関わる彫刻の捉え方を述べ、彫刻表現の一つで

ある木造彫刻制作の文脈から社会の変化を概観し、現代社会において彫刻がどのような役割を担う可能性があるか推察する。合わ

せて修了作品である木造彫刻制作の作業プロセスと自身の表現方法と制作に対しての姿勢を記述し、結論では、彫刻自体が時代に

対しての客観的観測の役割を持つことを指摘するものである。 

２． 書籍  

（1） 「森 英顕 INDEX-WORKS 2012展覧会図録」, 森英顕（制作・発行）, 自費出版 （2012年6月） 

(a)単著, (b)独自書籍, (c)書籍全体に責任を持つ著者 全16頁 

（概要）2012年に熊本市現代美術館（熊本）で開催された、「熊本アーティスト・インデックスScene2」（企画／熊本市・熊本市美

術文化振興財団）と、山鹿･天聽の蔵（熊本）で開催された「第4回山鹿・湯の端美術展 森英顕彫刻展-ボクらも世界-」（企画／

山鹿・湯の端美術会）の2つの展覧会をまとめた図録。 

（2） 「I Have a Dream 森英顕彫刻展 展覧会図録」, 森英顕（制作・発行）, 自費出版 （2018年7月） 

(a)単著, (b)独自書籍, (c)書籍全体に責任を持つ著者 全36頁 

（概要）2018年につなぎ美術館（熊本）で開催された、「I Have a Dream 森英顕彫刻展」（主催／津奈木町・つなぎ美術館）の展

覧会をまとめた図録。出品作品30点の写真と関連イベントの記録。 
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３．学術論文  

① 定期刊行学術雑誌論文（査読付き） 

なし 

② その他学術論文（査読付き） 

なし 

③ 国際会議論文（査読付き） 

なし 

④ 国内会議論文（査読付き） 

なし 

⑤ その他学術論文（査読なし） 

なし 

⑥ 国際会議論文（査読なし） 

なし 

⑦ 国内会議論文（査読なし） 

なし 

⑧ 総説・解説論文 

なし 

⑨ 紀要論文 

なし 

４．計画・設計、作品等  

作品発表 

≪個展≫ 

（1） 「第 4回山鹿・湯の端美術展／森英顕彫刻展 -ボクらも世界-」 山鹿･天聽の藏／熊本（企画／山鹿・湯の端美術会） 2012年

5月 

（2） 「第8回山鹿・湯の端美術展／森英顕彫刻展 初夏の部屋 -本は本棚の夢を見るか-」 山鹿･天聽の藏／熊本（企画／山鹿・湯の

端美術会） 2016年5月 

（3） 「I Have a Dream 森英顕彫刻展」 つなぎ美術館／熊本（主催／津奈木町 つなぎ美術館） 2018年4月 

（4） 「第11回山鹿・湯の端美術展／-Signs- 森英顕 Hideaki Mori: The Sculptures」 山鹿･天聽の藏／熊本（企画／山鹿・湯の端

美術会） 2021年5月 ※賛助作家 

≪公募展（美術団体）≫ 

（5） 《首像》 熊本県立美術館分館／熊本 第57回熊本県美術協会展 2002年9月 

（6） 《魄からの目覚め》 東京都美術館／東京 第34回日展 2002年11月 

（7） 《Imagine（想）》 東京都美術館／東京 第79回白日会展 2003年3月 

（8） 《コスモス》 熊本県立美術館分館／熊本 第58回熊本県美術協会展 2003年11月 

（9） 《世界が動き出す日》 東京都美術館／東京 第35回日展 2003年11月 

（10） 《殻と共に生きるⅡ》 東京都美術館／東京 第80回白日会展 2004年3月 

（11） 《始まりの終わり、終わりの始まり》 熊本県立美術館分館／熊本 第59回熊本県美術協会展 2004年9月 

（12） 《道の途中》 東京都美術館／東京 第36回日展 2004年11月 

（13） 《Air》 東京都美術館／東京 第81回白日会展 2005年3月 

（14） 《記憶の波紋 -その時ボクは希望を見つけた-》 熊本県立美術館分館／熊本 第60回熊本県美術協会展 2005年9月 

（15） 《日常のかたち》 東京都美術館／東京第37回日展 2005年11月 

（16） 《街路樹》 東京都美術館／東京 第82回白日会展 2006年3月 

（17） 《和ぎ》 熊本県立美術館分館／熊本 第61回熊本県美術協会展 2006年9月 

（18） 《円 -MADOKA-》 東京都美術館／東京 第38回日展 2006年11月 

（19） 《LD》 東京都美術館／東京 第83回白日会展 2007年3月 

（20） 《Andante》 熊本県立美術館分館／熊本 第62回熊本県美術協会展 2007年9月 

（21） 《閑話休題》 国立新美術館／東京 第39回日展 2007年11月 

（22） 《街路樹Ⅱ》 国立新美術館／東京 第84回白日会展 2008年3月 

（23） 《夢》 熊本県立美術館分館／熊本 第63回熊本県美術協会展 2008年9月 
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（24） 《僕は君、君は僕》 国立新美術館／東京 第40回日展 2008年10月 

（25） 《我逢人》 国立新美術館／東京 第85回白日会展 2009年3月 

（26） 《そもそものセカイ》 熊本県立美術館分館／熊本 第64回熊本県美術協会展 2009年9月 

（27） 《水を与える人々》 国立新美術館／東京 第41回日展 2009年10月 

（28） 《拡張する現実》 国立新美術館／東京 第86回白日会展 2010年3月 

（29） 《漸く、海を見る。》 熊本県立美術館分館／熊本 第65回熊本県美術協会展 2010年9月 

（30） 《記憶の波紋Ⅱ》 国立新美術館／東京 第42回日展 2010年10月 

（31） 《世界の方角 -Think for yourself-》 国立新美術館／東京 第87回白日会展 2011年3月 

（32） 《街路樹 -旅心-》 熊本県立美術館分館／熊本 第66回熊本県美術協会展 2011年9月 

（33） 《世界の方角 -空はいつもここにある-》 国立新美術館／東京 第43回日展 2011年10月 

（34） 《世界の方角 -私は未来-》 国立新美術館／東京 第88回白日会展 2012年3月 

（35） 《世界の方角 -陽-》 熊本県立美術館分館／熊本 第67回熊本県美術協会展 2012年9月 

（36） 《世界の方角 -岐路-》 国立新美術館／東京 第44回日展 2012年11月 

（37） 《時の啓蟄 -轍-》 国立新美術館／東京 第89回白日会展 2013年3月 

（38） 《世界の方角 -標-》 熊本県立美術館分館／熊本 第68回熊本県美術協会展 2013年9月 

（39） 《記憶の波紋 -部屋-》 国立新美術館／東京 第45回日展 2013年11月 

（40） 《街路樹Ⅳ》 国立新美術館／東京 第90回白日会展 2014年3月 

（41） 《記憶の波紋 -また、いつか-》 熊本県立美術館分館／熊本 第69回熊本県美術協会展 2014年9月 

（42） 《記憶の波紋 -Mark-》 国立新美術館／東京 改組新第1回日展 2014年11月 

（43） 《I Have a Dream》 国立新美術館／東京 第91回白日会展 2015年3月 

（44） 《記憶の波紋 -空-》 熊本県立美術館分館／熊本 第70回熊本県美術協会展 2015年9月 

（45） 《記憶の波紋 -鏡像-》 国立新美術館／東京 改組新第2回日展 2015年10月 

（46） 《空の月》 国立新美術館／東京 第92回白日会展 2016年3月 

（47） 《Re:Frame》 国立新美術館／東京 第93回白日会展 2017年3月 

（48） 《おもんぱかり》 熊本県立美術館本館／熊本 第72回熊本県美術協会展 2017年9月 

（49） 《遭遇》国立新美術館／東京 第94回白日会展 2018年3月 

（50） 《[No.1803] I Have a Dream》熊本県立美術館本館／熊本 第73回熊本県美術協会展 2018年9月 

（51） 《そこはかとなく》 国立新美術館／東京 改組新第5回日展 2018年10月 

（52） 《網膜視差》国立新美術館／東京 第94回白日会展 2019年3月 

（53） 《心月輪》熊本県立美術館本館／熊本 第74回熊本県美術協会展 2019年9月 

（54） 《円弧 -おのずから然る-》国立新美術館／東京 改組新第6回日展 2019年11月 

（55） 《Solid nor Air》国立新美術館／東京 改組新第7回日展 2020年10月 

（56） 《Re: empathy -fix-》国立新美術館／東京 第96回白日会展 2021年3月 

≪公募展（コンペティション）≫ 

（1） 《影見》 茨城県近代美術館／茨城 第23回国民文化祭・いばらき2008美術展 

（概要）公募展出品 文部科学大臣賞（最高賞）  

≪企画展(海外)≫ 

（1） 「韓日現代彫刻のビジョン展」駐大韓民国日本国大使館公報文化院シルクギャラリー／ソウル・韓国（主催／アジア彫刻研究会） 

2018年9月 

≪企画展(日本)≫ 

（2） 「第17回明日の白日会展」松屋銀座／東京 平成18年 主催／白日会 （白日会出品者選抜）2006年7月 

（3） 「第1回-明日への息吹-次代を担う彫刻家たち展」 日本橋三越／東京（企画／次代を担う彫刻家たち展実行委員会）2006年9月 

（4） 「第19回明日の白日会展」 松屋銀座／東京（白日会出品者選抜） 2008年7月 

（5） 「緑道ギャラリー小さな彫刻展Vol.25」 日本都市センター会館／東京（企画／財団法人日本都市センター） 2009年1月 

（6） 「日中芸術交流展」 筑波大学交流会館／茨城（企画／筑波大学芸術専門学群・大学院人間総合科学研究科博士課程芸術専攻） 

2009年3月 

（7） 「SoDAKIDS展」 崇城大学ギャラリー／熊本（企画／崇城大学芸術学部） 2009年7月 

（8） 「第6回現代茨城作家美術展」 茨城県近代美術館／茨城（企画／茨城県美術展覧会・（財）げんでんふれあい茨城財団） 2010年

1月 

（9） 「第 20 回手でみる造形展」 熊本県立美術館本館・ふれあいスペース如水館・宇城市不知火美術館／熊本（企画／熊本県文化協

会）2010年2月 
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（10） 「第21回明日の白日会展」 松屋銀座／東京（白日会出品者選抜） 2010年7月 

（11） 「SAAP -SOJO Artist Archives Project-」 崇城大学ギャラリー／熊本（企画／崇城大学ギャラリー） 2011年1月 

（12） 「SoDA×川尻-勝野眞言Direction-」 くまもと工芸会館／熊本（企画／崇城大学芸術学部）2011年8月 

（13） 「熊本アーティスト・インデックスScene2」 熊本市現代美術館／熊本（企画／熊本市・熊本市美術文化振興財団） 2012年4月 

（14） 「緑の中の小さな彫刻展」 ギャラリー華／東京（企画／ギャラリー華） 2012年9月 

（15） 「ベストセレクション美術 2013」 東京都美術館／東京（企画／東京都美術館〔公益財団法人東京都歴史文化財団〕） 2013年 5

月 

（16） 「第5回山鹿・湯の端美術展 岡松トモキ×森英顕-5%ご先祖。-」 山鹿･天聽の藏／熊本（企画／山鹿・湯の端美術会） 2013年

5月 

（17） 「緑の中の小さな彫刻展vol.2」 ギャラリー華／東京（企画／ギャラリー華） 2013年9月 

（18） 「第40回新町地蔵祭り 岡松トモキ×森英顕5%ご先祖。-ver.通潤酒造-」 山都町･通潤酒造／熊本（企画／まちづくりやべ企画

事業部） 2014年7月 

（19） 「緑の中の小さな彫刻展vol.3」 ギャラリー華／東京（企画／ギャラリー華） 2014年9月 

（20） 「緑の中の小さな彫刻展vol.4」 ギャラリー華／東京（企画／ギャラリー華） 2015年9月 

（21） 「第6回次代を担う彫刻家たち展」 現代彫刻美術館／東京（企画／現代彫刻美術館）2015年10月 

（22） 「第2回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2016年4月 

（23） 「第27回明日の白日会展」 松屋銀座／東京 白日会（白日会出品者選抜） 2016年5月 

（24） 「第3回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2017年4月 

（25） 「第9回山鹿・湯の端美術展 -光-」 山鹿･天聽の藏／熊本（企画／山鹿・湯の端美術会） 2017年5月 

（概要）※賛助作家 

（26） 「第7回次代を担う彫刻家たち展」 現代彫刻美術館／東京（企画／現代彫刻美術館） 2017年10月 

（27） 「第4回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2018年6月 

（28） 「第5回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2019年6月 

（29） 「第 2 回 日・韓 現代彫刻のビジョン展」大田原市芸術文化研究所／栃木（主催／大田原市芸術文化研究所・亜細亜彫刻研究繪） 

2019年 11月 

（30） 「第6回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2020年6月 

（31） 「第7回ゲタ箱展」 大田原市芸術文化研究所／栃木（企画／大田原市芸術文化研究所） 2021年6月 

（32） 「画学生から日本画家へ -崇城大学芸術学部1期生20年のKISEKI-」 SOJO GALLERY／熊本（主催／崇城大学芸術学部） 2021

年6月 

（33） 「「まち」を記録する。地域をめぐるアーティストのキセキ 山鹿・古町・津奈木」 SOJO GALLERY／熊本（企画／崇城大学芸術学

部永田郁研究室） 2022年3月 

≪グループ展（自主企画）≫ 

（1） 「-石・金属・木- 岩本吉隆・櫻井芳高・森英顕三人展」 白金台・瑞聖寺ZAP／東京（瑞聖寺アートプロジェクトZAP） 2009年

3月 

≪レジデンス≫ 

（1） 「日韓友情年記念那須野が原国際彫刻シンポジウム in大田原 2005」 大田原市ふれあいの丘／栃木 （主催／那須野が原国際彫

刻シンポジウム実行委員会） 2005年7月 

（概要）制作アシスタントとして参加 

（2） 「第19 回那須野が原国際芸術シンポジウム in 大田原」 大田原市芸術文化研究所／栃木（主催／那須野が原国際芸術シンポジ

ウム実行委員会） 2018年7月 

（概要）招聘作家として参加 

（3） 「木彫 Camp!!アーティスト・イン・レジデンス inゆくはし」 コスメイト行橋／福岡（主催／ゆくはし国際公募彫刻展実行委員

会）2022年3月 

（概要）招聘作家として参加 

≪パブリックコレクション≫ 

（1） 《心に満月を／A full moon in heart》 銀杏に彩色 H175×W54×D57（cm） 大田原市／栃木 2018年8月 

（2） 《View!!》 樟に彩色 H103×W46×D40（cm） 行橋市／福岡 2022年3月 

５．その他  

なし 


