
 

友政麻理子  Mariko Tomomasa 

 

1981  埼玉県生まれ 

2004  東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業 

2012  東京芸術大学大学院美術博士課程修了  

 

主な個展 

2019  "美しい話 TALION GALLERY (東京) 

2018  "よろっとなすベースキャンプ" 水と土の芸術祭2018 市民プロジェクト地域拠点プロジェ 

クト、コミュニティースペース・とよさかベースキャンプ (新潟) 

2017  "知らない路地の映画祭2017" アートアクセスあだち 音まち千住の縁「千住・縁レジデンス」 

企画、千住庁舎 会議室 (東京) 

2016  "知らない路地の映画祭2016" アートアクセスあだち 音まち千住の縁「千住・縁レジデンス」 

企画、千住庁舎 会議室 (東京) 

2015  "近づきすぎてはいけない-Have a meal with Father-" TALION GALLERY (東京) 

2013  "トレーニング" TALION GALLERY (東京) 

  "Have a meal with FATHER" Treasure Hill, Creative Lounge (台北) 

2012  "友政麻理子" 水戸芸術館クリテリオム（茨城） 

2011  "Mariko Tomomasa exhibition" 藍画廊 (東京) 

2007  "カミフブキの家" GALLERY OPEN DOOR (東京)  

 "カミフブキオンセン" みなかみ町旧水上町役場 (群馬) 

2006  "家族会議 ̶家を建てるー" GALLERY DEX (神奈川) 

2005  "Mariko Tomomasa exhibition -家族会議-" FUTABA gallery (東京) 

 

主なグループ展 

2018  "潟の夢映画祭2018" 水と土の芸術祭2018 市民プロジェクト 

クロスパル新潟など各所 (新潟) 

2017  "クウキのおもさ" 横TWS-NEXT @tobikan、東京都美術館 ギャラリーB (東京) 

2016  "「友政麻理子と二藤建人」"  

信州大学松本キャンパス内旧松本歩兵第五十連隊糧秣庫、awai art center (長野) 

2015  "あざみ野コンテンポラリーVol.6 もう一つの選択" 横浜市民ギャラリーあざみ野 (神奈川) 



 

 "ART IN TIME & STYLE MIDTOWN VOL.14 豊嶋康子 友政麻理子"  

  TIME & STYLE MIDTOWN (東京) 

  "Inner History" 藍画廊 (東京) 

 "水と土の芸術祭" 新潟市ベースキャンプ（新潟） 

2014  "Between art and science 2014" IRFAK OASIS (ブルキナファソ) 

 "Tokyo Story 2014" トーキョーワンダーサイト本郷 (東京) 

2013  "VOCA展2013 現代美術の展望̶新しい平面の作家たちー" 上野の森美術館 (東京) 

2012  "Unknown Life" Ayumi Gallery（東京） 

 "国民の祝日" TALION GALLERY（東京） 

 "THE 11th GUNMA BIENNALE FOR YOUNG ARTISTS" 群馬県立近代美術館（群馬） 

2011  "博士審査展" 東京芸術大学（東京） 

 "JAPAN TODAY" Pino Pascali Museum（Polignano a Mare、イタリア） 

  "新世代への視点2011̶小品展̶" ギャラリーなつか（東京） 

2010  "Videozoom: Giappone ‒ Reframing the Everyday" Sala 1（ローマ） 

  "新世代への視点2010̶小品展̶" ギャラリーなつか（東京） 

2009  "新世代への視点2009̶小品展̶" ギャラリーなつか（東京） 

2008  "京橋3-3-8" 藍画廊（東京） 

  "Kanazawa Art Platform 2008" 金沢21世紀美術館（金沢） 

  "THE 9th GUNMA BIENNALE FOR YOUNG ARTISTS" 群馬県立近代美術館（群馬） 

 "The House" 日本ホームズ住宅展示場（東京） 

2007  "KINCO" 日本銀行旧地下金庫（東京） 

  "卒業・修了作品展" 東京芸術大学（東京） 

2006  "MINAKAMIFUBUKI Project" 水上観光会館（群馬） 

  "NEZUMIKOU" maru gallery（東京） 

2005  "The Rord Not Taken’05・KYOTO" ゆりかご保育園（京都） 

2004  "Picture in Motion" 栃木県立美術館（栃木） 

  "卒業・修了作品展" 東京芸術大学（東京） 

2003  "muc-tok" Akademie Der Bildenden Kunsste（ミュンヘン） 

  "dot. Ver3" 東京芸術大学学生会館展示室（東京） 

  "PresentA’03" 東京芸術大学大学美術館（東京） 

  "Dot. Ver2" 東京芸術大学学生会館展示室（東京） 



 

2002  "180分の言い訳" 東京芸術大学（東京） 

  "Tokyo Young Lights 2002" imado works（東京） 

  "dot. " 東京芸術大学学生会館展示室（東京） 

2000  "drawing 2000" 東京芸術大学美術館取手館（茨城） 

 

主なワークショップ 

2018  "「よろっとなすベースキャンプ オープニングパーティーを開こう」[水と土の芸術祭2015 

こどもプロジェクト]" 水と土の芸術祭2015こどもプロジェクト (新潟) 

"「よろっとなすベースキャンプ ショートムービーを撮ろう」 

[水と土の芸術祭2015こどもプロジェクト]" コミュニティースペース・とよさかベースキャ 

ンプ、新潟市立光晴中学校（新潟） 

2017  "窯焚きで出来る1000の事" 礎窯 (新潟) 

2015  "見えないものを動かす動画を作ろう" 水と土の芸術祭2015こどもプロジェクト (新潟) 
2014  "Between art and science 2014" IRFAK OASIS (ブルキナファソ),  

  Citta della scienza (ナポリ) 

2013  "training -and then, we will climb the rainbow-" Treasure Hill Artistvillage (台北) 

2009  "～トンシュトンシュ♪…ポッポー♪～ 

 美術館に“ウツクシイ”を探しにいこう!!! " 埼玉県立近代美術館 (埼玉) 
2008  “子どもたちと芸術家の出あう街”東京芸術劇場 (東京) 

2004-  ASAKA アートスクール（埼玉） 

 

主な受賞歴 

2013  VOCA賞 入選 

2012  群馬青年ビエンナーレ’12 入選 

2008  群馬青年ビエンナーレ’08 入選 

2001  久米桂一郎賞 

 

 


