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タムラサトル

1972年  栃木県生まれ
1995年  筑波大学 (茨城) 芸術専門学群 総合造形 卒業
2006年  東京造形大学 非常勤講師
  武蔵野美術大学 (東京) 非常勤講師
2007年  東北芸術工科大学 (山形) 非常勤講師
2008年  筑波大学 (茨城) 非常勤講師
2009年  東京造形大学 非常勤講師
2010年  東京造形大学 非常勤講師
2011年  日本大学 芸術学部デザイン学科 (東京) 非常勤講師 (現在に至る)
2012年  東京造形大学 非常勤講師
  栃木県に在住、 活動中

個展

2019年	 「第14回アーティスト・イン・スクール	タムラサトル（現代美術家）×	川口市立前川東
	 		小学校6年生89人	成果発表展	〈われわれはワニを回す〉／講師作品展	〈川☆口
	 		マシーン〉」川口市立アート	ギャラリー・アトリア	(埼玉) 
 「タムラサトル展 Wall to Wall (Domain of Art 22 プラザノース開館10周年記念展)」  

  プラザノース ノースギャラリー (埼玉)
2018年 「Point of Contact #7」 TEZUKAYAMA GALLERY Viewing Room (大阪)
 「Point of Contact for 50 incandescent lamps」 H.P.FRANCE WINDOW  
  GALLERY MARUNOUCHI (東京)
 「0 - 9 #2」 Gallery Q (東京)
2017年 「0 - 9」 TEZUKAYAMA GALLERY (大阪)
 「バンバンバンバンバンバンバンバンバンバン」 nap gallery (東京)
2015年 「Point of Contact #6」 LAGE EGAL RAUM FÜR AKTUELLE KUNST (ベルリン) 
 「TÉLÉPORTOTION -Maho’s desk moved 2m”」 nap gallery (東京)
 「スピンクロコダイル III (Tamura Satoru Exhibition Vol.02)」 BEAMS TIME (東京)
2014年 「白熱灯のためのスイッチ (Tamura Satoru Exhibition Vol.01)」 BEAMS TIME (東京)
 「タムラサトル 《真夏の遊園地》」 栃木県立美術館 (栃木)
 「愛マシーン」 TEZUKAYAMA GALLERY (大阪)
2013年 「大マシーン (Domain of Art 11 タムラサトル展)」 プラザノース ノースギャラリー (埼玉)
 「Point of Contact #5」 TEZUKAYAMA GALLERY (大阪)
 「Point of Contact #4」 nap gallery (東京)
2012年 「タムラサトル展 | Nマシ－ン」 N-Mark B1 ギャラリー (愛知)
2011年 「6A214のための接点」 筑波大学アートギャラリーT＋ (茨城)
 「再考現学 Re-Modernologio (AIRS企画Vol.4)」 AIRS006 (青森) 

 「Aマシ－ン」 Takuro Someya Contemporary Art (東京)
 「100の白熱灯のための100のスイッチ」 B GALLERY (東京)
2010年 「キャッチ・アンド・リリース」 Art Center Ongoing (東京)
 「ぐるぐるボカン ～まわる！はしる！つるおかの自然」 鶴岡アートフォーラム (山形)
 「小山マシーン」 小山市立車屋美術館 (栃木)
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2009年 「50の白熱灯のための50のスイッチ」 丹青社 1F デザインギャラリー (東京)
2008年 「Point of Contact #3」 Art Center Ongoing (東京)
 「Domain of Art 1 タムラサトル展」 プラザノース ノースギャラリー (埼玉)
2007年 「Point of Contact #2」 プラザギャラリー & サジオ (東京)
 「Point of Contact －接点－」 Takuro Someya Contemporary Art (千葉)
2006年 「新世代の視点’06」 Gallery Q (東京)
2005年 「タムラサトル展－Weight Sculptures returns」 ギャラリー・イン・ザ・ブルー (栃木)
 「タムラサトル展」 Out-lounge (東京) 
 「タムラサトル展－10の白熱灯と7本の蛍光灯のための接点」 cafe饗茶庵 花蓮 (栃木)
 「Weight Sculptures 2」 Gallery Q (東京)
2004年 「Weight Sculptures」 FADs art space (東京)
2002年 「ALL VIDEO WORKS」 晶アート (東京)
 「タムラサトル展」 ギャラリー・イン・ザ・ブルー (栃木)
2001年 「電動雪山」 Gallery ART SOKO (東京)
2000年 「タムラサトル展」 space BIG ART (神奈川)
 「タムラサトル展」 ギャラリー三島アートワークス (静岡)
1999年 「タムラサトル展」 SURFACE ソニービル・ウインドウ (東京)
 「スピンクロコダイル II」 Oregon Moon Gallery (東京)
1998年 「タムラサトル展」 現代美術製作所 (東京)
1997年 「スピンクロコダイル」 コマバクンストラウム (東京)

主なグループ展

2020年 「春の雷 / Spring Lightning」 nap gallery (東京)
2019年 「心ある機械たち again」 BankART Station (神奈川)、 BankART SILK (神奈川) 
 「これまでの企画展みんな見せます！後期/芸術と社会・現代の作家たち (岡本太郎 
  美術館20周年記念展)」 川崎市岡本太郎美術館 (神奈川)
 「絵を見るとき、 あなたは何を見ているの？」 栃木県立美術館 (栃木)
 「とりもどすきずな つながるみらい」 福島県立博物館 (福島)
 「さっぽろユキテラス2019」 札幌市北3条広場 アカプラ (北海道)
2018年 「アーツさいたま・きたまちフェスタ vol.4 ASK祭」 プラザノース ノースギャラリー (埼玉)
 「ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～ PartⅠI」 Bunkamura Gallery (東京)
2017年 「カミナリとアート 光/電気/神さま」 群馬県立館林美術館 (群馬)
 「２Ｄ (にじげん) プリンターズ」 栃木県立美術館 (栃木)
 「Non-traditional Imagination」 Dynasty Gallery (台北)
 「International Light Art Award 2017」 Centre for International Light Art (ドイツ、  
  ウンナ)
 「1. Certains Regards à Paris － ある視点 in Paris」 兵庫県パリ事務所 (パリ)
2016年 「つくばメディアアートフェスティバル 2016」 茨城県つくば美術館 (茨城)
  釜山ビエンナーレ 2016 (釜山)
  ART16 (ロンドン)
 「上タムラ下開発」 Cross View Arts (東京)
2015年  CONTEXT Art Miami 2015 (マイアミ)
 「國府理の仕事と仲間たち」 アートコートギャラリー (大阪)
 「IRON∞MAN 2015」 hpgrp GALLERY TOKYO (東京)
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2014年  CONTEXT Art Miami 2014 (マイアミ)
 「Taro賞の作家Ⅱ (開館15周年記念展)」 川崎市岡本太郎美術館 (神奈川)
 「デイリリー ・アート・サーカス 2014」 喜多方市美術館 (福島)
2013年  ART TORONTO 2013 (トロント)
 「AZマシ－ン/大阪マシ－ン」 ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE GINZA (東京)、  
  ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE SEMBA (大阪)
 「ゼロダテ美術展2013 Open Mind Go Wind 心をひらけ 夢中になれ」 ゼロダテ  
  アートセンター (秋田)、 コミュニティステーション キタキタ (秋田)
   あいちトリエンナーレ	2013	現代美術展企画コンペ	（愛知）
 「こども＋おとな＋夏の美術館 アートといっしょ」 群馬県立近代美術館 (群馬)
 「Ｎ＋Ｎ展2013 アートいないいないばあ－アートの思考法－」 練馬区立美術館 (東京)
 「川崎の美術 響きあうアート」 川崎市市民ミュージアム (神奈川)
 「IRON∞MAN」 クリエイティブセンター大阪 (大阪)
 「アートリンクとちぎ2012 栃木県立美術館収蔵品展 美っくり」 小山市立車屋美術館  
  (栃木)
2012年 「ACM Multimedia 2012 Multimedia Art Exhibition 2012 Eternal / Moment」 東大寺 
  総合文化センター (奈良)
 「HOOLS」 Zacheta National Gallery of Art (ワルシャワ)
 「つながる とどろき」 川崎市民ミュージアム (神奈川)
 「光あれ！ －光と闇の表現者たち (開館40周年記念企画 (2) 復興祈念 〈とちぎアート・ 
  ドキュメント〉」 栃木県立美術館 (栃木)
2011年 「Osaka Canvas Project 2011」 大阪府咲洲庁舎 (大阪)
 「デイリリー・ アート・サーカス 2011」 日本国内巡回
 「Essential Ongoing 静寂と狂気」 新・港村ギャラリー (神奈川)
 「静岡・ブレーメン国際交流 PROJECT DECWAS」 徳願寺 (静岡)、 旧マッケンジー 
  邸 (静岡)、 ギャラリーサイズ (静岡)
2010年 「CITY-O-RAMA」 ソーホー地区野外展示 (香港)、 10 Chancery Lane Gallery (香港) 
   あいちトリエンナーレ	2010	現代美術展企画コンペ	（愛知）
 「Can’t Go On Like This!」 Map Office (香港) 
2009年 「ゆらめく日常 アートの交差展 ～新進アーティストの視点～」 郡山市立美術館 (福島)
 「The Concentration」 Gallery Q (東京)
 「第12回 岡本太郎現代芸術賞 (TARO賞)」 川崎市岡本太郎美術館 (神奈川)
2008年 「秋葉原TV全編 & 東京ラビットパラダイス スクリーニング (コマンドN活動10周年 
  記念)」 プロジェクトスペース KANDADA (東京)
  リバプールビエンナーレ 2008 (リバプール) 
 「芸術 ― 意思と行為と展覧の間に (モンブラン国際文化賞授賞式特別展)」 綱町三井 
  倶楽部 (東京)
2007年       「CONSTRUCTIONS OF NATURE」 ウプサラ美術館 (スウェーデン、 ウプサラ) 
 「No Tatami Spot」 国立シャイヨー劇場 (パリ)
2006年 「Tokyo Rabbit Paradise at Busan Biennale 2006: CAFE4 Video Project」 釜山市立 
  美術館 (釜山)
 「Japanese Art Will Entertain You」 Donna Beam Fine Art Gallery (ラスベガス)
 「The Arts of Passat-ism “New Passat Meets Contemporary Art in Marunouchi  
  2006”」 丸の内 マイプラザ (東京)
2005年 「ピクチャー・イン・モーション De Luxe」 栃木県立美術館 (栃木)
 「超 (メタ) ヴィジュアル―映像・知覚の未来学」 アンギャンレバンアートセンター  
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  (フランス、 アンギャンレバン)、 東京都写真美術館 (東京)
 「Iimawashi」 MERZ gallery (エジンバラ) 
 「世界の呼吸法－アートの呼吸 呼吸のアート (川村記念美術館開館15周年記念)」  
  DIC 川村記念美術館 (千葉)、 佐倉市立美術館 (千葉)
 「第８回 岡本太郎記念現代芸術大賞展」 川崎市岡本太郎美術館 (神奈川)
2004年 「COHIBA 拝島国際交流展示×映像祭04’」 HOMEBASE (東京)、 HOMEBASE  
  club (東京)
 「Tokyo Rabbit Paradise at Careof Milano」 Careof (ミラノ)
 「ツキダッテドクリツナンカシテイナイ」 ACCギャラリー (ドイツ、 ワイマール)
 「Wedding Exhibition by 37 Creators」 Space Force (東京)
2003年 「I am a Curator」 Chisenhale Gallery (ロンドン) 
 「Moving Japanese」 Kulturhuset (ストックホルム)
 「First Steps: Emerging Artists from Japan」 P.S.1 Contemporary Art Center  
  (ニューヨーク)
2002年 「ニュー・メディア ニュー・フェイス02」 NTT インターコミュニケーション・センター  
  (東京)
 「フィリップ モリス K.K. アートアワード 2002： ザ・ファースト・ムーヴ」 東京国際 
  フォーラム (東京)
 「Art Scholarship 2001 第１回現代美術賞展」 Exhibit Live (東京)
2001年 「共存 Kyozon」 Kamloops Art Gallery (カナダ、 カムループス)
 「Tokyo Rabbit Paradise Project Tokyo/Life」 Selfridges (ロンドン)
 「NEO-TOKYO: Japanese Art Now」 シドニー現代美術館 (シドニー)
 「Batofar...seeking Tokyo」 Batofar (パリ)
 「【栃木県美術の二十世紀II】 千年の扉－県内美術の現在－」 栃木県立美術館 (栃木)
2000年 「Daejeon Media Art 2000」 大田市立美術館 (韓国、 大田)
 「Screening Japan」 Hallo! Gallery (コペンハーゲン)、 rum46 (デンマーク、 オーフス)
 「三田村峻右と総合造形 つくばからの発信 2000」 茨城県立つくば美術館 (茨城)
1999年 「KIRIN CONTEMPORARY AWARD 1999」 キリンビール新川本社ビル (東京)、  
  キリンプラザ大阪 (大阪)
1998年 「アートウォーク1998」 栃木県内各所 (栃木)
1997年 「米米club 解散コンサート THE LAST SYMPOSIUM」 舞台セット制作 東京ドーム  
  (東京)
1996年 「Art Business Audition 1996」 ラフォーレ原宿ミュージアム (東京)、 大阪天保山 
  現代館 (大阪)
1995年 「Art Business Audition 1995」 特別出展 ラフォーレ原宿ミュージアム (東京)

受賞歴

2017年 International Light Art Award 2017 First Prize 受賞
2009年 第12回岡本太郎現代芸術賞展 (TARO賞) 特別賞
2005年 第８回岡本太郎記念現代芸術大賞 (TARO賞) 入選 
2002年 フィリップ モリス K.K. アートアワード 2002 「ザ・ファースト・ムーヴ」 特別賞
 Art Scholarship 2001 第１回現代美術賞 塩田純一部門展 入選、 椹木野衣 部門展 入選
1999年 KIRIN CONTEMPORARY AWARD 1999 奨励賞
1996年 Art Business Audition 1996 亀井阿仁磨賞


