
山野　将志　（やまの　まさし）

1977年生まれ　奈良県在住
1995年よりたんぽぽの家で活動をはじめる
2007年「エイブルアート・カンパニー」登録アーティスト

植物や動物・昆虫などの生命と対話するように描く。森や空などの自然も全身で感じ取り、力
強い線と豊かな色彩を重ねていく。お出かけすること、人とおしゃべりすること、ご飯を食べ
に行くこと…。すべてが自分を表現する大切なものとしてつながっている。2006年、オースト
ラリアに一ヶ月滞在し、アーティストとしての飛躍のときを体験した。

略歴
個展
1999 「いき3展Vol.1　閾の関係」（京都／ぎゃらりぃ西利）年

2006 「山野将志個展」（奈良／アートセンターHANAギャラリー）年

2009 「山野将志＂ならまち＂を描く」（奈良／ならまちセンター）年

2011 「ヨリコレミドリ　山野将志展」（大阪／高島屋大阪店・ギャラリーNEXT）年

2018 「山野将志個展＂森羅万象＂」
（鳥取／倉吉市：くらよしアートミュージアム無心、鳥取市：とりぎん文化会館・山陰合同銀行ギャラリー）
「山野将志展」（大阪／gallery&select shop 縁）
「やおよろず -山野将志の表現の変遷-」（奈良／アートセンターHANAギャラリー）
「山野将志展」（大阪／gallery&select shop 縁）
「YAMANO」（東京／段々色ギャラリー）

年

2019 「Fellow Art Gallery vol.36　山野将志展」
（神奈川／横浜市民ギャラリーあざみ野 フェローアートギャラリー）
「山野将志展」（東京／松坂屋上野店本館７階　上野が、すき。ギャラリー）

年

グループ展
1999 ｢このアートで元気になる　エイブル・アート99｣（東京／東京都美術館／絵画）

｢優しい風につつまれて～やまなみ工房・陶芸との合同展｣（京都／MDカフェ／絵画）
｢障害者芸術日英フォーラム四日市｣（三重／四日市立博物館／絵画）
｢ひと もの そのあいだ展｣（京都／京都精華大学ギャラリー・フロール／絵画）
｢エイブル・アート展｣（愛知／トヨタ本社内トヨタ会館／絵画）
｢アートスクランブル」（愛知／名古屋市中小企業センター／絵画）
前橋芸術週間「エイブル・アート展」（群馬／前橋市役所／絵画）
｢ワクワクパーク99　ふれあい・夢・美術館」（栃木／日立シビックセンター／絵画）

年

2000年



｢和陶快珍」（奈良／奈良町物語館／絵画・陶芸）
｢楽的空間Vol.2」(滋賀／スタジオアカマツ／絵画)

2002 第17回国民文化祭とっとり2002開催プレイベント「表現って何？」(鳥取／米子市美術館／絵画）年

2003 POPO FLAP～ゆっくりとはばたく「たんぽぽの家商品開発計画」(奈良／アートスペース上三条／絵画)
｢楽居｣（京都／綾部市酒蔵アート空間さざ波／絵画）

年

2004 ｢たんぽぽの家アートスタジオコレクション｣（奈良／アートセンターHANA）年

2005 ｢飛躍の予感｣（奈良／アートスペース上三条）年

2006 ｢オーストラリア交流プログラム｣（豪日交流基金助成）
作品展示（オーストラリア・ブリスベン／Brisbane Outsider Art Studio／絵画・陶芸）
ひと・アート・まち　おおさか「プライベート美術館」（大阪府内各所／絵画）

年

2007 ９DAYS　SHOP＿WORK（東京／奈良県代官山iスタジオ ）
Artlink Japan（アメリカ・フロリダ／絵画）

年

2008 ｢西から来た妖精たちⅡ｣ (栃木／もうひとつの美術館／絵画)
Able Art Company Exhibition08 [COLORS]（東京／代官山iスタジオ/福岡／IMS／絵画）
龍谷で出会う「もうひとつのアート展」（滋賀／龍谷大学／絵画）
エイブル・アート近畿2008　ひと・アート・まち　奈良　GOOD JOB!!
｢働くこと、遊ぶこと、生きること」展（奈良／奈良県文化会館）

年

2009 HANAアートフェアvol.1｢おしゃべりなつぼみたち｣(奈良／アートセンターHANA／絵画・w.o.p)
｢ABLE ART GOOD JOB!｣(岐阜／可児市創造文化センター／絵画)
Special Exhibition[GIFT](ISSEY MIYAKE大阪直営店／大阪／絵画)
「プライベート美術館＠大阪・南船場」(大阪市内各所／絵画)

年

2010 「プライベート美術館＠奈良」(奈良市内各所／絵画)
「HANAアートフェアvol.2[Spring Up]」(奈良／アートセンターHANA)
「エイブル・アート日韓展」（韓国／水原青少年文化センター）
「エイブル•アート展」（岐阜／可児市文化創造センター）
「3331シークレットオークション」（東京／3331アーツ千代田）
「花ひらく生命・分かちあう万博　中外障害者芸術作品展」（上海図書館／中国）
「プライベート美術館＠南船場」（南船場／大阪）
「WHITE RODY PROJECT＠渋谷パルコ」（渋谷パルコ／東京）

年

2011 「透きとおる虹の夏」（大阪／ギャラリーりてら）年

2012 「Pop Art Zoo」（大阪／ギャラリーりてら）
「違って独特」（韓国・京畿道／京畿近代美術館）

年

2013 「A/Agallery第22回企画展“A/Agalleryセレクション展”」（東京／A/Agallery）
ひと・アート・まち＠京都「プライベート美術館」（京都／市内各所）

年

2014 「エイブル•アート展　-ワイルドで行こう-」（岐阜／可児市文化創造センター）
「堺市プラザアートフェスティバル」（大阪／堺市立健康福祉プラザ）

年

2015 「もうひとつの見方 -奈良の障害のある人の表現展-」（奈良／東大寺総合文化センター小ホール）
「Are You Gonna Go My Way」（滋賀／やまなみ工房・Gallery gufguf）
「40周年記念わたぼうし音楽祭特別展示“詩に魅せられ　絵画と遊ぶ”
（奈良／アートセンターHANAギャラリー）」

年

2016 「わたしのアトリエ」（奈良／奈良県立大学 地域交流棟）
「奈良県障害者芸術祭HAPPY SPOT NARA 2015-2016 プライベート美術館」（奈良／市内各所）
「TURNフェス」（東京／東京都美術館）
「奈良でアートプロジェクトできるなら？」（奈良／奈良県立図書情報館 ２F）

年



「福祉現場で生まれるアート展」（大阪／大阪南港ATC ITM棟10階大阪デザイン振興プラザ）
「たかつふれ愛フェスタ」（大阪／たかつガーデン　大阪府教育会館）

2017 「OPEN KIT-CHEN　たんぽぽの家⇆京都市立芸術大学」（京都／京都市立芸術大学@KCUA）
「第32回国民文化祭・なら2017／第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会
＂モノが物語る意匠の文化史＂」（奈良／奈良県立図書情報館、奈良県文化会館展示室）
「第32回国民文化祭・なら2017／第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会
＂プライベート美術館＂」（奈良／市内各所）
「Relation vol.1 ～エイブル・アートの世界観～」（大阪／gallery&select shop 縁）
「Relation vol.2 ～エイブル・アートの世界観～」（大阪／gallery&select shop 縁）

年

2018 「プラネタリウム」（奈良／アートセンターHANAギャラリー）
「HANA」（東京／段々色ギャラリー）
「奈良県大芸術祭・障害者大芸術祭＂プライベート美術館＂」（奈良／市内各所）
「奈良県大芸術祭・障害者大芸術祭＂障害×アート×なら＂」
（奈良／奈良県立図書情報館、奈良県文化会館展示室）
「エイブル・アート近畿2018 ひと・アート・まち -祝祭のアート-」（大阪／難波神社）

年

2019 「騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展」（石川／めいてつ・エムザ　美術サロン）
「エイブル・アート展--にじむ思い・にじむ風景-」
（岐阜／可児市文化創造センター、可児市子育て健康プラザ マーノ
「エイブル・アート近畿2019  ひと・アート・まち-社会連帯とアート-」
（大阪／近畿ろうきん肥後橋ビル）
「六条山プライベート美術館」（奈良／六条地域各所）
「奈良県大芸術祭・障害者大芸術祭＂プライベート美術館＂」（奈良／市内各所）
「Artists～在り続ける表現者たち」（東京／渋谷ヒカリエ８階MADO）

年

2020 「騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展２０２０」
（石川／めいてつ・エムザ　美術サロン）
「感性のコラージュ」（東京／京王百貨店 新宿店　京王ギャラリー）
「the Gifted -多様性と邂逅-」※インターネット内のバーチャル展示
「六条山プライベート美術館 vol.2」（奈良／六条地域各所）
「Enjoy!Open!!Swing!!!Vol.7　FLOWERS」（京都／BIT CUBE art space）

年

2021 「騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展２０２１」
（石川／めいてつ・エムザ　美術サロン）
「奈良県大芸術祭・障害者大芸術祭＂プライベート美術館＂」（奈良／市内各所）
「いきいきと解き放つ命の輝き -アトリエコーナス｜片山工房｜たんぽぽの家の表現者たち-」
（徳島／徳島県立近代美術館）

年

公演
2011 「鳥の劇場祭４」（鳥取／鳥の劇場／演劇）年

2012 奈良県障害者芸術祭HAPPY SPOT NARA　2011-2012　鹿の劇場　物語の力（奈良／ならまちセン
ター市民ホール／演劇）

年

2017 「鳥の宗教」（奈良／ならまちセンター市民ホール／演劇）年

賞歴
2001 関西電力株式会社公募展「かんでんコラボ・アート21」優秀賞年



パブリックコレクション
2006 大阪府立母子総合医療センター（大阪）年

2007 医療法人社団恵仁会366リハビリテーション病院（東京）年

2010 韓国水原エイブル•アートセンターへ作品寄贈年

2013 株式会社リブドゥコーポレーション新設工場へエントランス壁画など（愛媛）年

2019 葛飾北斎の「富嶽三十六景　凱風快晴」をモチーフにした作品描き下ろし、桃山学院大学の校舎に展示
（企画名：ART GUSH IZYMIU CITY／主催：和泉市／企画：株式会社一八八）

年

レンタル
2007 JOHNAN株式会社（京都）

香川県知的障害者福祉協会「街かど交流ひろばpon-poko」（香川／絵画）
年

2008 富士ゼロックス株式会社（大阪）
JOHNAN株式会社（京都）
｢プライベート美術館・なら」（奈良／近畿労金支店、会員労組、企業など）

年

2009 JOHNAN株式会社（京都）年

2010 「プライベート美術館@草津」（滋賀）年

2011 JOHNAN株式会社（京都）年

2012 鳥の劇場（鳥取）年

2015 JOHNAN株式会社（京都）年

2016 JOHNAN株式会社（京都）
JOHNAN株式会社（京都）

年

2017 京都市立芸術大学（京都）
ひまわり感謝祭2017（福島）

年

2018 JOHNAN株式会社（京都）年

2019 Livedoコーポレーション（大阪）年

2020 ロート製薬（大阪・京都・三重の３カ所）
Livedoコーポレーション（大阪）

年

2021 JOHNAN株式会社（京都）年

作品掲載
◆定期刊行物など
2004 ｢社報大同」（大同生命発行／6・7月号）年

2005 ｢近畿ろうきんディスクロージャー誌｣（近畿労働金庫発行／05年、07年)年

2006 ｢mcAccess press｣（財団法人東海移動無線センター発行／6月号）
｢RC／RAINBOW CLUB｣（近畿労働金庫レインボークラブ発行／秋号）

年

2007 ｢びりーぶ｣（大阪赤十字病院発行／07年初夏号、秋号、08年新年号）年

2008 ｢無添加通信｣（株式会社ハーバー研究所発行／２・４月号）
｢RC／RAINBOW CLUB｣（近畿労働金庫レインボークラブ発行／秋号）

年



2009 ｢mcAccess press｣（財団法人東海移動無線センター発行／１月号）年

2010 「みんなで考えよう　障がい者の気持ち」（（株）学研教育出版発行）
JOHNAN株式会社「２０１０カレンダー」

年

2011 「Co-Co Life」（（株）スリーディメンション発行／2011.1号）
「Konica Minolta Medical Network No.278 vol.62 No.1表紙
（コニカミノルタ（株）ヘルスケア発行）
「CSR推進室だより」（大阪商工信用金庫／９号）

年

2014 infinivol.1　～無限の可能性～（一般社団法人無限）
2014年度ディスクロジャー詩（近畿労金）

年

2016 ｢びりーぶ｣（大阪赤十字病院発行／16年春号～冬号）年

2017 「ハーバーの美容手帳」4月号表紙（株式会社ハーバー研究所発行）年

2019 パンフレットの表紙（公益財団法人パブリックリソース財団）年

2020 「ハーバーの美容手帳」4月号表紙（株式会社ハーバー研究所発行）年

◆その他
2008 2008年カレンダー（株式会社城南電器工業所）年

2009 エコバッグ（大阪商工信用金庫）
ISSEY MIYAKE　winter gift 2009に作品採用

年

2010 「かんでんコラボアート21」ポスター（関西電力株式会社）
ボクサーブリーフ（アートコネクトby イセタンメンズ）
Tabio靴下（タビオ株式会社）
おしぼりパッケージ（エイブルアート・カンパニー）
2011年カレンダー（エイブルアート・カンパニー）

年

2011 アンダーウェア（3RDWARE／アートコネクトbyイセタンメンズ）
Tabio靴下（タビオ株式会社）
デリシャス・ギャラリー箸袋（アオト印刷（株））

年

2012 傘（ムーンバット株式会社）
ハンカチ（ブルーミング中西株式会社）

年

2013 2014年カレンダー（日本ビスカ（株））年

2014 iphoneケース（株式会社グッドフォーム・パートナーズ）
2015年カレンダー（日本ビスカ（株））
工場見学者用ノベルティーポストカード（株）リブドゥコーポレーション）
2015年カレンダー（東京葛飾福祉工場）

年

2015 ファブリックパネル・iphoneケース（エイブルアート・カンパニー）
シュードバック（シャプラニール）

年

2016 2017年カレンダー（社会福祉法人　東京コロニー）
学会プログラム、記念トート、オリジナルTシャツ各デザイン（同志社大学）
POPデザイン（Tabio）
冊子表紙デザイン（サン美術印刷株式会社）

年

2017 2018年カレンダー（株式会社内田洋行）
マスキングテープ（公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会）
茶室の壁紙（京都市立芸術大学）

年

2018 壁画プリント（株式会社アムラックトヨタ）年



タンブラー（公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会）
缶バッチ（バンビシャス奈良）
年賀状（段々色ギャラリー）

2019 Tシャツ/トレーナー（A-BRUT project/慶應義塾大学）
学会Tシャツ（社会教育研究全国集会）
レンタルアート-複製画の貸し出し-（株式会社フクフクプラス）
年賀状（JOHNAN株式会社）

年

2020 ウィンドウラッピング（愛知／トヨタ会館）
ポストカード（株式会社一八八／ＡＲＴ ＧＵＳＨ）
スクリーンセイバー（武田薬品工業株式会社）
顧客送付カード（ファーマシー木のうた）

年

その他
1999 NHK「みんなのうた♪まひるのほし♪」VTRに作品採用年

2001 奈良トヨタ自動車株式会社「ウォール・アート・プロジェクト」（巨大壁画制作:01年6月、02年1月）年

2005 ｢エイブル・アート近畿2005　ひと・アート・まち　和歌山ウォールアートプロジェクト」（和歌山／
じゃんじゃん横丁）

年

2006 ｢オーストラリア交流プログラム｣（豪日交流基金助成）派遣アーティストとして１ヶ月間オーストラリ
アにてレジデンス（７月）
日本テレビ「THEサンデー」スタジオオブジェに作品採用（～08年)/TV出演

年

2007 アクセスアーツフォーラム（宮城・仙台・大阪・東京／2～3月）
第10回静岡県障害者芸術祭「夢いっぱいアートフェスティバル2007」
ライブペインティング（静岡／静岡市民文化会館）

年

2008 ＴＢＳドラマ「だいすき」スタジオセットへの作品使用年

2009 「アートワークショップIN上海」(中国・上海／紀勲初等技術職業訓練学校)年

2011 「HUMORA　OSAKA」メインビジュアル」（高島屋大阪店／大阪）年

2015 見本市「rooms」（東京）でのライブペインティング年

2016 展覧会「わたしのアトリエ」（奈良／東京）の屋台ののれんの書き下ろし
福祉をかえる「アート化」セミナー「自己表現から表現者へ」での講演

年

2017 京都市立芸術大学とのプロジェクト「OPEN KIT-CHEN」にて学生やアーティストと半年間の共同制作
を行う

年

2018 鳥取での巡回個展「森羅万象」にてライブペインティングとアーティストトークを行う
大阪での個展「山野将志展」にてライブペインティングとアーティストトークを行う

年

2021 徳島県立近代美術館で開催した「いきいきと解き放つ命の輝き」展にてアーティストトークを行う年


